図書タイトル順索引
雑誌タイトル順索引

赤い医務室 : シベリア抑留回顧録
..........................000180

【B】

赤い三角屋根の家

B29撃墜記 : 第一回空襲以来単機よく
二十六機撃墜の世界記録樹立!!
..........................001804

赤い地平線 : 満鉄フラルキ農業修練所
の実録 ...................001965

............000184

赤い諜報員 : ゾルゲ、尾崎秀実、そし
てスメドレー .............001829

B29墜落 : 米兵を救った日本人
..........................000357

赤い月

.....................002072

赤い歯車 : ソ連・中共の産業を見る
..........................001351

【G】

赤い星は乱れ飛ぶ : 中国共産党の全貌
..........................001439

GHQ作成の情報操作書「眞相箱」の呪縛
を解く : 戦後日本人の歴史観はこう
して歪められた ...........000458
GHQに没収された本

赤い夕陽 : 長野県埴科郷勤労奉仕隊記
録 .......................002173

..........000020

赤い夕陽よ : 8月9日、ソ連軍が満州に
攻め込んだ ...............002127

GHQの検閲・諜報・宣伝工作
..........................000016

アカシアよひそやかに香れ
..........................002118

GHQの労組指導方針 : 覺書・声明書・
記者会見談 ...............001715
GHQ焚書図書開封

秋田県満州開拓外史

............000007

アギナルド將軍
.....................001187

.............000834

悪と徳と : 岸信介と未完の日本
..........................001379

KGB極秘文書は語る : 暴かれた国際事
件史の真相 ...............000869

惡童記

.....................002149

悪魔の思想 : 「進歩的文化人」という
名の国賊12人 .............001361

【S】
SL機関士の太平洋戦争
Subaru 360

.........001658

秋田県満蒙開拓青少年義勇軍外史
..........................001659

【K】
K2登頂

........002101

.....000876

B-29日本爆撃30回の実録
B29対陸軍戦闘隊

...........000579

赤い大地 : 満州豊村

朝日ジャーナル・月刊Asahi
..........................001303

.......000483

.................001945

朝日新聞が報道した「日韓併合」の真実
: 韓国が主張する「七奪」は日本の
「七恩」だった ...........000681

【ｱ】
あゝ赤い夕陽の満州よ : 大陸帰農第十
一次集団新安東京開拓団誌
..........................001700

朝日新聞の中国侵略

あゝ硫黄島 : 記録による硫黄島戰史
..........................000170

アジアが燃えた日々 : 「民族独立」50
年のドラマ ...............001385

あゝ学童疎開船対馬丸 : 記録と証言
..........................000487

亞細亞建設者

アジア再建の義戰

あゝ皇軍最後の日 : 陸軍大將田中靜壹
傳 .......................001883

あゝ同期の桜 : かえらざる青春の手記
..........................000288

アジア調査会十年の歩み

.....001227

アジア調査会のあらまし

.....001228

アジア復興運動の実践者中村寧小伝
..........................000924

愛と悲しみの山河 ............002066
愛と鮮血の記録 : 沖繩学徒隊の最期
..........................000312

明日の満洲

.................001260

厚木基地 : 日米友好50周年記念 =
History of Atsugi Base : 50th
anniversary of Japan -- U.S.
friendship ................001856

アイ ラブ ジャパン : パール博士言行
録 .......................001003
.......002084

愛新覚羅王女の悲劇 : 川島芳子の謎
..........................001002

アッツ島血風録
阿南惟幾伝

愛新覚羅浩 ..................000990

.............000198

.................001876

あの戦争から遠く離れて : 私につなが
る歴史をたどる旅 .........000928

青根「満州」開拓団 ..........001654
青森空襲の記録

...........000399

アジア戦時留学生 : 「トージョー」が
招いた若者たちの半世紀
..........................000211

あ丶國境守備隊 : ソ満國境戦斗の記録
..........................000492

青野原「満州」開拓団

...............000882

アジア高原の旅 : 民族と文明の興亡
..........................001196

あゝ神風特攻隊 : むくわれざる青春へ
の鎮魂 ...................001918

合気道開祖植芝盛平伝

.........000030

欺かれた歴史 : 松岡と三国同盟の裏面
..........................001545

.......000562

あの時「昭和」が変わった : 一○一歳
、最後の証言 .............001494

.............000607
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あの日の赤い雨 : 父母から聞いた空襲
体験記録 .................000574

阿波丸事件 : 太平洋戦争秘話
..........................000214

あばかれた「神話」の正体 : 沖縄「集
団自決」裁判で何が明らかになって
いるのか .................000662

安重根事件公判速記録

網走空襲の記録
亞富汗斯坦

.......001598

暗号名はマジック : 太平洋戦争が起こ
った本当の理由 ...........000337

.............000162

暗黒大陸中国の真実

.................000839

.........000734

アフガニスタン紀行

.........001195

暗殺者教国 : イスラム異端派の歴史
..........................000037

アフガニスタン日記

.........001194

鞍山残影 : 上田利三郎ハイナイカ
..........................001887

アフガニスタンの大地とともに : 伊藤
和也遺稿・追悼文集 .......000956
阿片戰爭

暗闘 : スターリン、トルーマンと日本
降伏 .....................000239

...................000719

安東市街案内図 ..............001070

阿片戰争 : その史實と物語
..........................000708
阿片王 : 満州の夜と霧
天翔る「高場亂」

「安南王国」の夢 : ベトナム独立を支
援した日本人 .............001503

......000960

...........000099

甘粕正彦 : 乱心の曠野

【ｲ】

......000790

飯篠長威齋 : 天真正傳神道流祖
..........................000982

阿弥陀が来た道 : 百年目の大谷探検隊
..........................001064

イーハトーブと満洲国 : 宮沢賢治と石
原莞爾が描いた理想郷 .....002089

アムールの流氷 : シベリア抑留記
..........................002158

家の光・村 ..................001304

アムールトラに魅せられて : 極東の自
然・環境・人間 ...........001931

硫黄島

.....................000479

硫黄島 : ああ!栗林兵団

アムールヒョウが絶滅する日
..........................001930

硫黄島いまだ玉砕せず

.....000218
.......000293

アメリカからの「宣戦布告」
..........................000014

硫黄島最後の二人

アメリカの鏡・日本

.........000120

硫黄島慰霊記

アメリカの秘密機関

.........001841

硫黄島栗林忠道大将の教訓
..........................001809

アメリカ本土を爆撃した男 : 大統領か
ら星条旗を贈られた藤田信雄中尉の
数奇なる運命 .............001899

硫黄島洞窟日誌 : 摺鉢山山頂に哭く和
智恒藏師 .................001848
意外な解放者

アメリカはアジアに介入するな!
..........................001594
荒木貞夫風雲三十年

...........000585

...............000286

...............000063

生きて帰りたい : 妻たち子たちの「満
州」 .....................000388

.........000097

ありがとう武士道 : 第二次大戦中、日
本海軍駆逐艦に命を救われた英国外
交官の回想 ...............001012

生きてゐる : 上野地下道の實態
..........................001729

鴨緑江挽歌 : 追憶の北朝鮮
..........................000676

生き残る

或る遺書について

生きているビルマの堅琴

生贄の島

あるエリート官僚の昭和秘史 : 『武部
六蔵日記』を読む .........000752

...................002139

いざさらば我はみくにの山桜 : 「学徒
出陣五十周年」特別展の記録
..........................000590

或る志士 : 中野正剛の最後 : 戯曲
..........................002097

イザといふ時に間に合う空襲下救急處
置の心得 ..................001934

ある侍従の回想記 : 激動時代の昭和天
皇 .......................000894

石黒忠篤伝

.........000983

.................001967

礎 : 北満への鎮魂歌

ある神話の背景 : 沖縄・渡嘉敷島の集
団自決 ...................000524

........000161

石原莞爾と小澤開作 : 民族協和を求め
て .......................001837

ある朝鮮総督府警察官僚の回想
..........................000688

石原莞爾と満洲帝国 : 夢と野望の「大
帝国」の実像 .............000788

ある明治人の記録 : 会津人柴五郎の遺
書 .......................001879
アルグン川の右岸

....000469

異国の丘 : 劇団四季のオリジナルミュ
ージカル ..................002033

ある近衛大隊長の手記 : 終戦秘話宮城
事件 .....................001869

或る情報将校の記録

...................000318

幾山河 : 瀬島龍三回想録

...........000031

.....002131

石原莞爾マッカーサーが一番恐れた日
本人 .....................001609

...........002191

アレン・ダレス : 原爆・天皇制・終戦
をめぐる暗闘 .............001589

遺書配達人

.................002099

石渡荘太郎

.................000923

石原莞爾 : 満州国を作った男
..........................001864
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偉人伊能忠敬

...............000925

【ｳ】

和泉良之助 : 『浦潮日報』創立者
..........................000917

宇垣一成の歩んだ道

伊勢の海は燃えて : 海軍燃料廠と四日
市空襲 ...................000511

.........001389

浮雲教室 : 学童集団疎開の記録
..........................001743

板垣征四郎と石原莞爾 : 東亜の平和を
望みつづけて .............000908

ウスチウローフ ..............001172

板島橋 : 宇和島の予科練と平和への軌
跡 .......................000653

ウズベキスタン考古学新発見
..........................000853

板橋の学童集団疎開 : 東京都板橋区に
おける学童集団疎開関係資料
..........................001745

ウズベキスタンの桜

.............000630

.............001919

内蒙古十年 : 草原を駆ける日々
..........................001766

...............001906

宇宙からの帰還 ..............002075

一科学者の回想
一軍人の生涯

撃ちぬかれた本

.........001516

一皇族の戦争日記

...........001393

宇都宮空襲・戦災誌

.........000575

一青年外交官の太平洋戦争 : 日米開戦
のワシントン→ベルリン陥落
..........................001477

海原にありて歌へる

.........002096

宇部大空襲 : 戦災50年目の真実
..........................000564

市ヶ谷台から市ヶ谷台へ : 最後の参謀
次長の回想録 .............000302
一問一答興農合作社の話

海へ帰る : 海軍少将横山一郎回顧録
..........................000988

.....001964

海の正倉院沖ノ島

一切語るなかれ : 東条英機一族の戦後
..........................000889

海の翼 : エルトゥールル号の奇蹟
..........................001954

いっさい夢にござ候 : 本間雅晴中将伝
..........................001885

海の墓標 : 戦時下に喪われた日本の商
船 .......................001982

一死、大罪を謝す : 陸軍大臣阿南惟幾
..........................001886
一世の風雲兒後藤新平

海ゆかば : 日本海大海戦 .....002076
梅屋庄吉の生涯 : 長崎・上海で、孫文
と庄吉の足跡を探す : ナガサキ人
..........................000114

.......000951

いつまでも、いつまでもお元気で : 特
攻隊員たちが遺した最後の言葉
..........................002161

浦賀港引揚船関連写真資料集 : よみが
える戦後史の空白 .........001737

偽りの烙印 : 伊藤律・スパイ説の崩壊
..........................000578
稻に祈る

...........000655

浦賀港引揚船関連体験集 : よみがえる
戦後史の空白 ..............001738

...................002152

伊能忠敬 ..................000955,
001922, 001925, 001926

ウラジオ静かなさざめき : ロシア体験
・バフチン・文化の深み
..........................001203

伊能忠敬 : 地図にかけた生涯
..........................000920

浦潮斯徳 ....................001217
ウラジオストクから来た女
..........................002123

伊能忠敬記念館 ..............001923
伊能忠敬先生事蹟

...........000921

ウラジオストクの日本人街 : 明治・大
正時代の日露民衆交流が語るもの
..........................000843

命のビザを繋いだ男 : 小辻節三とユダ
ヤ難民 ...................001459
妹よ : 北朝鮮に拉致された八重子救出
をめざして ...............001799

浦潮斯徳防備図 ..............001218

イルティッシュ号の来た日
..........................002134

運命の山下兵團

運命の島

インド国民軍 : もう一つの太平洋戦争
..........................000838

...................000305
.............000351

【ｳﾞ】

インド国民軍を支えた日本人たち : 日
本ガ感謝サレズトモ独立達成ナラバ
本望ナリ .................000837

ヴェトナム独立運動家潘佩珠伝 : 日本
・中国を駆け抜けた革命家の生涯
..........................000821

インド独立の志士と日本人 : アジア精
神再興の潮流 .............000836

ヴェトナム亡国史他

.........001455

ヴェノナ : 解読されたソ連の暗号とス
パイ活動 .................001797

インドネシア独立革命 : ハキム西嶋の
証言 .....................000828
インドネシアの独立と革命
..........................001426

【ｴ】
映画と「大東亜共栄圏」

インパールを越えて : F機関とチャン
ドラ・ボースの夢 .........000349

.....002041

映画ポスター「北京の55日」 . 香取神
宮絵図 ....................001239
[映画ポスターほか1] .........001271
[映画ポスターほか2] .........001272
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営口県全図 ..................001105

大原幽學

英国機密ファイルの昭和天皇
..........................001582

大彦族の研究

...............000883

大牟田の空襲

...............000657

英国公使館員の維新戦争見聞記
..........................000135

大宅考察組の中共報告
大八洲開拓史

英国人記者が見た連合国戦勝史観の虚妄
.........................000467
英領地区

...................001962

.......001335

...............000461

オーラルヒストリー「拓魂」 : 21世紀
の日本に贈る : 満州・シベリア・岩
手 .......................001968

...................001632

英霊の鎮魂のために : 東京裁判再検証
の試み ...................001625

小笠原兵団の最後

英霊たちの応援歌

...........002116

岡田啓介回顧録

エヴェレスト登頂

...........001190

岡山の戦災

...........001823
.............001400

.................000427

蝦夷から北海道へ : 北方人物誌
..........................000880

おかわいそうに : 東京捕虜収容所の英
兵記録 ...................001779

蝦夷錦の来た道

沖禎介 : 軍事探偵

.............002023

..........000952

越南義烈史 : 抗仏独立運動の死の記録
..........................000820

沖縄一中鉄血勤皇隊 : 学徒の盾となっ
た隊長篠原保司 ...........000666

江戸東京を支えた舟運の路 : 内川廻し
の記憶を探る .............001988

沖縄健児隊

衞藤瀋吉先生 : 人と業績
衞藤瀋吉先生の想い

.................000429

沖縄県民斯ク戦ヘリ : 大田實海軍中将
一家の昭和史 .............001911

....001474

沖縄作戦 : 秘録写真戦史

.........001475

....001826

江戸川区戦災・空襲体験証言集
..........................000203

沖縄シュガーローフの戦い : 米海兵隊
地獄の7日間 ..............001794

江戸城の昔と今 ..............000622

沖縄と「満洲」 : 「満洲一般開拓団」
の記録 ...................001675

エトロフの教室

.............000539

沖繩の最後

榎本武揚シベリア日記 : 現代語訳
..........................001201
袁世凱 : 正傳

沖繩の悲劇 : 姫百合の塔をめぐる人々
の手記 ...................000409

..............001386

沖縄悲遇の作戦 : 異端の参謀八原博通
..........................000270

燕京佳信 : 船津輸助の北京通信, 明治
三十五年〜三十六年 .......001076
燕山楚水

...................001086

煙洲殘筆

...................000968

沖縄戦「集団自決」 : 狙われる沖縄
..........................000432
沖縄戦「集団自決」の謎と真実
..........................000430
沖縄戦・渡嘉敷島「集団自決」の真実
: 日本軍の住民自決命令はなかった!
..........................000525

【ｵ】
汪兆銘を語る

...............001005

汪兆銘名古屋に死す

大佛次郎敗戦日記

.........000718

.......................002106

黄蘭の道美しく

御書物同心日記

.............002119

大川周明の大アジア主義

雄誥(をたけび) : 大東亜戰争の精神と
宮城事件 .................000422
小田原空襲

.................000647

...........000648

小幡酉吉

オホーツクの古代史

太田覚眠と日露交流 : ロシアに道を求
めた仏教者 ...............000050

.........000847

汚名 : B級戦犯刑死した父よ、兄よ
..........................001623

大谷光瑞 : 「国家の前途」を考える
..........................000052
大鳥圭介南柯紀行

...................001399

覚書・狭山戦災史 : 農村から見て戦争
とは .....................000612

.............000451

大谷探検隊と本多恵隆

...............000038

おばあちゃんの満州っ子日記
..........................000779

大阪砲兵工廠の八月十四日 : 歴史と大
空襲 .....................000438
大空のサムライ

.................000629

王仁蒙古入記

大阪大空襲 : 大阪が壊滅した日
..........................000646
大阪大空襲体験記

.............002104

お志らせ ....................002003

.....000964

大木日記 : 終戦時の帝国議会
..........................000428
大阪大空襲

...........002155

教えてください、函館空襲を : 空襲犠
牲者の血みどろの証言から
..........................000178

王明回想録 : 中国共産党と毛沢東
..........................001441
櫻樹

.................000219

面白倶楽部・キング・青年 ....001305
表参道が燃えた日 : 山の手大空襲の体
験記 ......................000434

.......001015

...........000137

大畑 ........................001039
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還れ北方領土 : ある千島島民の遺言
..........................001038

親と子が語り継ぐ満洲の「8月15日」 :
鞍山・昭和製鋼所の家族たち
..........................000446
.............001633

隠されたる歴史 : 第770頁
..........................001822

オリンポスの使徒 : 「バロン西」伝説
はなぜ生れたか ...........002083

かくされていた空襲 : 京都空襲の体験
と記録 ...................000360

オレンジ計画 : アメリカの対日侵攻50
年戦略 ...................001850

かくて、太平洋戦争は終わった : 亡国
の危機から日本を救った男たち
..........................000304

オランダ軍関係

おろしや国酔夢譚
002115

..........002114,

革命亞細亞展望

.............001445

オロチョン : 獸を追ふ人々
..........................002111

革命いまだ成らず : 日中百年の群像
..........................000730

雄鶏通信・真相 ..............001306

革命をプロデュースした日本人
..........................000937
革命家チャンドラ・ボース
..........................000995

【ｶ】
母ちゃん = 엄마 ............002105
海峽

賭けた青春

.......................000086

海峽大觀 : 関門海峽及北九州の對外的
發展と其將来 .............001047
海軍厚木航空基地

鹿児島県の空襲戦災の記録 ....000661

...........001907

海軍軍縮交渉・不戦条約

風見章とその時代

.....001523

快傑張作霖

片山潜と共に

.......000289

...............001373

語りつぐ北海道空襲

.................001422

.........000599

カチンの森 : ポーランド指導階級の抹
殺 .......................000856

会社・団体関係資料 ..........001249

葛根廟事件の証言 : 草原の惨劇・平和
への祈り .................000324

懐仁 ........................001071
開戦神話 : 対米通告はなぜ遅れたのか
..........................000263
回想 : 戦後主要左翼事件

...........000967

霞が関外交 : その伝統と人々
..........................001538

海軍少将高木惣吉 : 海軍省調査課と民
間人頭脳集団 .............001893
海軍大将米内光政覚書

.................001673

翔る : ツルの渡り追跡調査写真集
..........................001928

....001365

家庭防空讀本

...............001819

香取神宮小史

...............000041

回想・東安野戦貨物廠 : 私の中の戦争
と軍隊 ...................001795

香取の海 : その歴史と文化 : 平成5年
度特別展図録 .............000619

回想の日本外交

.............001533

株式会社満洲工廠 ............001595

回想の横空夜戦隊 : ある予備士官搭乗
員のB-29邀撃記 ...........000355

カプテン柳川留魂録 : ジャワ防衛義勇
軍・柳川宗成遺稿集 .......001889

改造・記録・現代 ............001307

釜石艦砲戦災誌

.............000608

囘想錄 : 「國際連合の父」元アメリカ
國務長官のつづる外交秘話
..........................001487

神風特別攻撃隊

.............001895

開拓團の經營
開拓祭

神風特別攻撃隊の記録

神本利男とマレーのハリマオ : マレー
シアに独立の種をまいた日本人
..........................000914

...............001655

.....................001973

開拓者郡司大尉

火薬廠のある街で : 戦時下の県立平塚
高等女学校 ...............000473

.............000799

開拓地福祉施設の概況

.......001896

.......001692

.................002156

喀喇沁本蒙古源流 : 羅馬字轉寫日本語
對譯 .....................000807

會寧吉林間鐡道とその終端港 : 附間島
在住鮮人と天圖鐡道 .......001991

樺太アイヌの伝統文化 : ピウスツキ・
コレクションより .........001762

開陽丸ノート・百十一話

.....................001056

樺太・遠景と近景 : 歴史のはざまと暮
らしの素顔 ...............000851

還って来た紫電改 : 紫電改戦闘機隊物
語 .......................000384

樺太回想録 : 終戦時の真実と最新事情
..........................000439

帰ってきて欲しかった父 : 満州・通化
事件を追って .............000347

樺太逃亡

帰らぬ空挺部隊 : 沖繩の空にかける墓
標 .......................001880

樺太は熱かった : 原野の中の工場での
日本人とロシア人の風変りな二年間
..........................000566

街道をゆく

會餘録

還り立つ満州

.....000077

...................000376

樺太要覽 ....................000845

...............002169

還り立つ満州 : 通化事件と通化に関わ
った人々 .................002170

樺太史の栞

.................000848

蛙の足あと

川崎空襲・戦災の記録

火龍 ........................002049

.................002178
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.......000306

川島浪速翁

.................000743

消えた宿泊名簿 : ホテルが語る戦争の
記憶 .....................002013

川島芳子知られざるさすらいの愛
..........................001007
環海異聞

消えた将校たち : カチンの森虐殺事件
..........................000857

...................001018
.......000794

消えた砲台 : 少年と館山砲術学校
..........................000620

韓国巨文島にっぽん村 : 海に浮かぶ共
生の風景 .................000682

消えたヤルタ密約緊急電 : 情報士官・
小野寺信の孤独な戦い .....001825

間島及接攘地方要図 ..........001114

消えた理想郷 : 先端コンビナート都市
・撫順の成長と「終末」
..........................001937

「漢奸」と英雄の満洲

関東大震災 : 「朝鮮人虐殺」の真実
..........................000115

消え残る虹 : 戦犯大隊長記
..........................000941

間島問題の經緯 ..............000677
関東軍全史 : 満洲事変80年 : 特集
..........................000295

帰化人が見た靖国神社のすべて : 日本
人になった中国人 : 日本人は「靖国
神社」にお参りしよう! ....001456

関東軍兵士はなぜシベリアに抑留され
たか : 米ソ超大国のパワーゲームに
よる悲劇 .................000297

帰還問題覚え書

.............001732

帰還者必携 : 新しき出發へ
..........................001726

関東軍報道隊演習寫眞帖 ......001867
甘南の開拓 : 第九次協和北村山郷開拓
史 .......................001702

岸田吟香伝 ..................000932

...............001983

喜壽平塚常次郎略譜

.........001977

艦砲射撃のもとで : 新居の戦争
..........................000529

キスカ撤退の指揮官

.........001908

関門焦土の記憶 : 忘れてはいけないこ
とがある どうしても伝えたいことが
ある .....................000651

貴族の退場

関釜連絡船史

絆をたどって

.................000066

北一輝 : メモリアル昭和
北への旅立ち

【ｶﾞ】
.................001510

外交徒然草

.................001498

北支那地図 ..................001078
北の水路誌 : 千島列島と柏原長繁
..........................001912

外交官の決断 : 一万五千日の現場秘史
..........................001561

北の人

.........001851

北の兵隊

.................001219

...................002183

北蝦夷圖説 : 全 ; 一名銅柱餘録
..........................001206

外邦図 : 帝国日本のアジア地図
..........................001057

北支那 ......................001079

外務省革新派 : 世界新秩序の幻影
..........................000554

北千島占守島の五十年

.......000314

北千島日記 : 大戦下、北の最前線で従
軍医師が見たもの .........000404

...................001025

学生義勇軍 : 戦時下、手づくりの奉仕
活動を貫いた学生たちの集団
..........................001748

北千島冒険紀行

.............001036

北朝鮮帰国事業 : 「壮大な拉致」か「
追放」か .................001724

楽譜 ........................002024

北朝鮮建国神話の崩壊 : 金日成と「特
別狙撃旅団」 .............000678

学校が兵舎になったとき : 千葉からみ
た戦争一九三一-四五 ......000618

北朝鮮「対日潜入工作」 : 不審船の目
的はなんなのか? ..........001806

瓦房店事件と在満機構改革問題
..........................000584
ガラスのうさぎ

.....................001773

北の風土記 : 武四郎つれづれ
..........................001035

外債処理の旅 : 国際信用の回復・外資
導入への途 ...............001710

外遊秘話

.............000095

北から來る船 : 潮流民光太夫と磯吉
..........................000862

外交の黎明 : ジュネーヴ会議に使して
..........................001470

外國武官の觀戰秘聞

....000957

...............001664

北から来た黒船

外交裏小路

凱旋門廣場

...............002179

北満洲戦局図 ................001116

.............002043

来たらんとする時代の東満洲国
..........................001117

鑑真和上 : 唐大和上東征伝絵物語
..........................000049

契丹 (きったん) : 草原の王朝 : 美し
き3人のプリンセス : the splendor
of the Khitan dynasty ....000808

【ｷ】

契丹国 : 遊牧の民キタイの王朝
..........................000724

黄色い旗 : 佐々木大尉の反乱
..........................000266

吉林市外図 ..................001118

消えた学院 : 日中共学を実践した「青
島学院」の三十年を追う
..........................001754

吉林通化間島三省治安肅正工作記念寫
眞帖 .....................000784
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吉林の終戦

近代の千葉と中国留学生たち
..........................001932

.................000165

吉林省開拓関係要図 ..........001119
吉林省地図 ..................001120

【ｷﾞ】

記念帖 : 神幸祭式年大祭 : 官幣大社
香取神宮 .................000042

技術者たちの敗戦

...........001936

稀本あれこれ : 国立国会図書館の蔵書
から .....................000018

岐阜空襲誌 : 岐阜 大垣 各務原 - 熱
き日の記録 ...............000223

機密指定解除 : 歴史を変えた極秘文書
..........................001780

岐阜も「戦場」だった : 岐阜・各務原
・大垣の空襲 .............000637

金正日を告発する : 黄長燁(ファンジ
ャンヨプ)の語る朝鮮半島の実相
..........................001330

伪满洲国货币研究

金正日の正体

...........001706

玉音放送をプロデュースした男下村宏
..........................002016

...............001006

玉音放送が流れた日 ..........000226

金正日「闇ドル帝国」の壊死
..........................001708

義和団 : 中国とヨーロッパ
..........................000728

客室係がみた帝国ホテルの昭和史
..........................002012

義和団事件

.................000715

旧北満の荒野にさ迷える霊魂 (ミタマ)
を尋ねて .................001122

義和団事件風雲録 : ペリオの見た北京
..........................000703

旧満州関係記事 ..............001267

銀のしずく : アイヌ民族は、いま
..........................001447

旧満州関係・引き揚げ ........001266
旧「満州」ロシア人村の人々 : ロマノ
フカ村の古儀式派教徒 .....000060
球形の荒野

【ｸ】
クァンガイ陸軍士官学校 : ベトナムの
戦士を育み共に闘った9年間
..........................000817

.................002125

九州8月15日 : 終戦秘録

.....000569

旧満州関係SPレコードファイル
..........................002028

空襲救護

...................001735

旧満洲本溪湖の街と人びと
..........................000801

空襲消失地図 . 映画ポスター「山本五
十六」「ラスト・エンペラー」
..........................001030

狂気の海 : 太平洋の女王浅間丸の生涯
..........................001952

空襲の史料学 : 史料の収集・選択・批
判の試み .................000253

京都に原爆を投下せよ : ウォーナー伝
説の真実 .................000595

空襲下の都民生活に関する記録集
..........................000628

協和會戰爭學 ................001812

空戦記録

協和會とは何ぞや

姑娘の父母

極東共和國まで

...........001442
.............001429

...................000452
.................002180

九十九里浦と伊能忠敬 : 飯高尚寛惣兵
衛をめぐって .............001921

極東國際軍事裁判公判記録
..........................001619

九七艦攻/天山

..............001949

極東国際軍事裁判に関連して中曾根総
理大臣にお尋ねする : 夢の質問書
..........................001603

釧路空襲

極東の陰謀戰 : 英・ソの裏面工作を衝
く .......................001568

苦難の道 : 満鉄朋友会員の記録 :
終戦40周年記念 ...........000348

極東平和の使命 : 西比利出兵と大和民
族の覺悟 .................001464

国想い夢紡ぎ : 文化のプラットホーム
日本 .....................001711

巨人齋藤實

.................001903

巨人頭山満

.................000907

苦悩する駐ソ大使館 : 日ソ外交の思出
..........................001509

記録・宮崎の空襲

...........000380

雲の峰 : ある近衛大隊長の記録 : 終
戦秘話 ...................000315

.........000692

栗田艦隊 : レイテ沖海戦秘録
..........................000343

金元清三朝統治史攷
近時極東外交史

.............001559

栗林忠道硫黄島の戦い ........001810

禁城の虜 : ラストエンペラー私生活秘
聞 .......................000763
今上陛下御日常の一端

栗林忠道からの手紙 : 硫黄島指揮官が
いま私たちに問いかける、「忘れら
れていた日本人という生き方」
..........................001871

.......000895

今上陛下と母宮貞明皇后

.....000290

近世支那十講

...............000701

近代支那思想

...............000033

クルウゼンシュテルン日本紀行
..........................001029
呉空襲記

近代中国東北地域史研究の新視角
..........................000764
近代日本のアジア観

...................000602

釧路の空襲 : 父母の歴史 .....000603

...................000193

紅の海 : 網走空襲犠牲者の記録
..........................000310

.........000133
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紅衛兵腕章 ..................001273

紅の大地をゆく : 生きし逝ける人々を
看とりて .................001933

講演速記録

紅の血は燃ゆる : 学徒勤労動員の記録
..........................000221

.................001251

広開土王碑との対話

.........000686

クロ物語 : 氷海に飛び込んだ犬
..........................002141

康煕大帝

クロパトキン將軍の著せる日露戰史
..........................000116

航空特攻 ....................001916

康煕帝の手紙

高句麗今昔を描く : 平山郁夫展 : 高
句麗古墳ユネスコ世界遺産登録支援
= Ikuo Hirayama Exhibition :
Paintings of current and past
Koguryo scenes : In support of
the application of ancient
Koguryo tombs to the world legacy
of UNESCO .................002020

グラフ雑誌 ..................001247
......001485

軍・政府(日米)公式記録集
..........................000626
軍艦大和

...............000717

高句麗 : 広開土王碑拓本 .....000679
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グルー : 真の日本の友

...................000714

...................002190

昻々渓 ......................000367

郡司草 : 北千島の実情を語る
..........................001037

皇國の軍人精神

軍政

考証日ソ中立条約 : 公開されたロシア
外務省機密文書 ...........001555

.......................001811

軍閥暗鬪秘史 : 陸軍崩壞の一断面
..........................001849

江青に妬まれた女 : ファーストレディ
王光美の人生 .............001009

軍務局長の賭け : 佐藤賢了の証言
..........................000462

航跡 : 中国空軍建設に協力した日本人
の記録 ....................000342
好太王碑の研究

【ｹ】
恵子は必ず生きています

光太夫とラクスマン
荒天記

.........000416

憲法制定経過 ................000308

興農満洲 : 興農合作社と糧棧の対決
..........................001971

...................000729

乾隆帝 : その政治の図像学
..........................001001
乾隆帝傳

.....................002100

抗日戦争中、中国共産党は何をしてい
たか : 覆い隠された歴史の真実
..........................000722

.....................000124

乾隆皇帝

.........000079

港都壺蘆島の全貌 : 康德五年度
..........................000881

血風ペリリュー島 : この闘魂を見よ!
..........................001791
蹇蹇錄

.............000683

光太夫帰国 : 遠きロシアより
..........................000080

.....001783

決断した男木戸幸一の昭和
..........................000977
決定的瞬間を迎えて

.............001778

甲府空襲の記録
黄風

...................000993

.............000636

.......................002142

降伏文書調印経緯 ............000331
神戸空襲体験記
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神戸大空襲

激動の昭和史東京裁判 : 長編「ワール
ド・ワイド」記録映画 .....000555

.............000328

.................000329

洪門人による洪門正史 : 歴史・精神・
儀式と組織 ...............001712

下剋上大元帥「張作霖爆殺事件」
..........................000252

曠野に消えた青春 : 満蒙開拓青少年義
勇軍群馬根岸中隊 .........000296

厳寒の地、北千島の郵便局物語
..........................002014

郡山戦災史

.................001725

.............000797

國際關係から見た支那

.......001575

...................002182

国際連盟における日本

.......001521

現代史の虚実 : 沖縄大江裁判・靖国・
慰安婦・南京・フェミニズム
..........................000242

國際戰を呼ぶ爆彈支那

.......001424

原郷の「満洲」
原子爆彈

国士内田良平 : その思想と行動
..........................000984
国姓爺

【ｺ】

.....................000996

「国体」論と現代

...........000009

子や孫に伝えたい戦記集 : 満洲東正面
..........................000344

國都新京の全貌を語る

恋と吹雪と砲弾

黑龍江の戰術的重要性 ........001808

.............002103

.......001338

興安省行政区画要図 ..........001175

黒竜江ノート
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湖国に模擬原爆が落ちた日 : 滋賀の空
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廣安門
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ここも戦場だった : 145人が語る高知
大空襲 ...................000335
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虎山へ
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ゴードン・スミスの見た明治の日本 :
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古代出雲の壮大なる交流 : 神々の国を
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古代サマルカンドの壁画
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児玉飛行場哀史

後藤新平日本の羅針盤となった男
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...........000606
.............000322

誤爆の森
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国境の島の「反日」教科書キャンペーン
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義の生涯 .................001910
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と .......................000939
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再検証東京裁判 : 日本を駄目にした出
発点 .....................001615
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...................001395
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最後の開拓義勇隊 : 墓参訪中の記録
..........................001173

近衞内閣史論 : 戰爭開始の眞相
..........................000182
近衛日記
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...............001493, 002108

近衞内閣

.................001408
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國境

...................000958
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争の真実 .................000406
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最後の帝國海軍
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古墳に眠る石枕 (いしまくら)
..........................000617

最新錦州市街図並営業案内図
..........................001142

狛江・語りつぐ戦争体験 : 永遠の平和
を願って .................000336

最新新京市街地図 ............001143

高麗王若光物語 : 陽光の剣
..........................000680

最新大満洲帝国地図 ..........001144

コミンテルンとルーズヴェルトの時限
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暴く .....................001476

最新調査間島地図 ............001147

コムミンテルンの密使 : 日本共産黨創
生秘話 ...................001435

最新満洲旅行案内地図 ........001123

古文書にみる榎本武揚 : 思想と生涯
..........................000912

最新満蒙繪図 ................001150

これが沖縄戦だ : 写真記録
..........................000440

最新満蒙大地図 ..............001151

最新大満洲国地図 ....001145, 001146
最新哈爾濱市街全図 ..........001148
最新満洲国大地図 ............001149
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根河 ........................001177

濟南事件實記
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サイパン最後の記錄

...................000953

近藤重蔵の生涯 : 北方探検の先駆者
..........................000936

.......001063

...............000565

サイパンの海蒼く

.........000488

...........002159

今日の中共 : 帰還者宮本氏を囲む座談
会 : 最新の記録 ...........001334

サイパン島に祈る : 戦後初の南方慰霊
団に参加した玉砕体験看護婦の記録
..........................000526

紺碧の空が裂けた日 : 6・9愛知時計愛
知航空機爆撃体験手記 .....000640

サイパン島の最期

混乱から成長へ
コンロン紀行

...........000527

「坂の上の雲」では分からない旅順攻
防戦 : 乃木司令部は無能ではなかっ
た .......................001785

.............000502

...............001023

坂の上のヤポーニア
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嵯峨浩 ......................001275
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坂井三郎空戰記録 : 全

五・一五事件 : 一海軍士官の青春
..........................000247

堺市民の戦争体験
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......000453

...........000454

相模湾上陸作戦 : 第二次大戦終結への
道 .......................000435

財團法人滿鐵會六十年の歩み
..........................001705
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在満記念 : Photo graphs .....001890

裂かれた大地 : 京都満州開拓民 : 記
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雑誌記事ファイル ............001302

サキエル氏のパスポート : 愛と幻の満
州国へ ...................001448

雑誌で見る戦後史

朔北サハリン青春伝
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桜 ..........................002062
サクラサクラ : ペリリュー島洞窟戦
..........................001792

死と栄光 : 戦犯死刑囚の手記
..........................002181

さくら、ムラティの花咲く陰に : イン
ドネシア独立戦争に協力した日本兵
..........................000831

死の航跡

...................002102

死の脱走 : 私は見た
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血戰勝利の記録 ...........000298
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..........................001828
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笹川良一研究 : 異次元からの使者
..........................000962

.............000540

指揮官の決断 : 満州とアッツの将軍樋
口季一郎 .................001862

笹川良一の見た巢鴨の表情 : 戰犯獄中
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紫禁城の黄昏 : 完訳
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さすらいの唄 : 私の履歴書
..........................002034

紫禁城の落日 : 宝塚グランドロマン :
Visaシアター ..............002036

佐渡が生んだ北一輝 : 早稲田講義録
..........................000929

止血法と三角巾の使ひ方

里も村も空襲された : 記録・宮崎の空
襲2 ......................000381

重光葵 : 連合軍に最も恐れられた男
..........................000910

佐藤尚武の面目

.............001502

重光葵外交回想録 ............001551

佐藤眞美遺稿集

.............000463

重光葵最高戦争指導会議記録・手記
..........................000481

重光向陽小傳

里見八犬伝 ..................002063

重光葵手記

裁かれた軍閥日本 : 法廷寫眞記錄 :
共同通信社提供 ...........001628

.....001935

...............001550

.................001552

....000547

私殘記 : 大村治五平に據るエトロフ島
事件 .....................000081

裁きの庭に通い続けて : 傍聴人席から
見た東京裁判 .............001604

獅子の夢 : 明治人横川省三・その生と
死 .......................000940

樺太 (サハリン)・シベリアに生きる :
戦後60年の証言 ...........001728

四十五年の今昔

サハリンの旅

...............001091

静岡市空襲の記録

サハリン物語

...............002144

静かな大地 : 松浦武四郎とアイヌ民族
..........................001772

裁かれる歴史 : 敗戰秘話

.............000906

静岡県と「満州開拓団」

サハリン島占領日記1853-54 : ロシア
人の見た日本人とアイヌ
..........................000073

.....001681

...........000639

沈まぬ夕陽 : 満蒙開拓の今を生きる中
島多鶴 ...................000947

さようなら連絡船 : 海峡にドラの音が
こだまして… .............001981

史蹟将門塚の記 ..............001044
七・五事件公判記録

さらば昭和の近衛兵 : 兵たちの見た皇
居内敗戦絵巻 .............000204

七十八日遊記

.........001600

...............001095

さらば、敗戦国史観。 : 何が日本人の
歴史観を歪めたのか .......001358

桎梏に耐えた日々 : 徳島空襲の記録他
..........................000512

さらば「よど号」! : 25年の軌跡
..........................001370

知っていますか、任那日本府 : 韓国が
けっして教えない歴史 .....000684

三国干渉以後

史伝高田屋嘉兵衛

...............000122

三十七八年役と外交

.........000154

紫電改 : 三四三航空隊本土防空奮戦記
..........................001901

三姓 ........................001153
山西通信

四洮鐵路之旅

...................001098

三蔵法師と慈恩寺

...........002132

シナ奥地を行く

...........000051

支那覺え書

サンデー毎日 ................001308

...............001111
.............001022

.................001088

支那革命の第一段階
支那獄中鬪爭記
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支那雜記

「在支二十五年」米国人記者が見た戦
前のシナと日本 ...........000720

.........000690

.............000691

...................000721

支那事變一年史 ..............000484
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支那事変の回想

.............000267

謝文東 ......................000475

支那社會の表裏

.............001332

釋元恭

支那情調

写真アルバム ................000793

...................001085

支那赤色圏を行く

.....................000054

写真アルバム : 東京昭和42年
..........................001043

...........001238

支那ソヴエート運動の研究
..........................001417

写真が語る日本空襲

.........000476

支那における列強の角逐 : 列強の利権
獲得競争と勢力範囲設定・アメリカ
の機会均等主義提唱及び義和団事件
..........................001519

写真記録 : 昭和末より平成初
..........................000477

支那の眞相

.................001336

写真に見る満洲鉄道

支那分割論

.................001420

寫眞ニュース

写真・東京の今昔
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支那游記

シャン民俗誌

...................001074
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支那觀

暹羅老撾安南三國探檢實記
..........................001185
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..........................000163

.....................000736
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支那論
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崎と上海 .................000659

.....................001560
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シベリア出兵従軍記
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中戦争 ...................001920
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上海事変地図 ................001155
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シベリア鉄道9300キロ
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..........................000505

.......001017

週刊朝日 ....................001309
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..........................000395

週刊読売 ....................001313

シベリアの旅

終戦への決断
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...............001210

西比利亞派遣日誌

終戦を問い直す : シンポジウム
..........................000507
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シベリア抑留・引揚げ ........001246
シベリア旅行記

終戰覺書

.............001200

シベリア流刑史 : 苦悩する革命家の群
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シベリヤ出兵 : 時事画報グラビア
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終戰外交と講和問題
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終戦外交と戦後構想
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終戦から講和まで
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終戦の悲劇 ..................000508
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記録 .....................000445
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朝鮮総聯の大罪 : 許されざる、その人
びと .....................001450

停戦と外交権停止 ............000553

朝鮮で聖者と呼ばれた日本人 : 重松髜
修 (まさなお) 物語 .......000687
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002039
地理學小品

...................000159
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..........................000309
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[溥儀天津時代の写真] ........000750

.............000518

平和への努力 : 近衞文麿手記
..........................000341

溥儀 (ふぎ) の忠臣・工藤忠 : 忘れら
れた日本人の満洲国 .......000803

平和を作る人たち

...........001466

富錦回顧録

.................000751

福井空襲史

.................000213

平和団体の世界戦線 : 国際共産党の前
衛組織とその活動 ..........001482

福岡大空襲

.................000656

平和の宣言

.................001543

福岡の空襲 : 市民の手で綴る福岡の戦
災誌 .....................000654

平和の発見 : 巣鴨の生と死の記録
..........................000232

福岡県中国残留婦人交流の会 : 十五周
年記念誌 .................000215

平和論

福島中佐遠征紀要

ヘダ号の建造 : 幕末における
..........................000638

...........001858

不屈の春雷 : 十河信二とその時代
..........................001993
福山空襲の記録

.....................001500

【ﾍﾞ】

.............000217

溥傑氏浩姫の結婚式 ..........001290
溥傑自伝 : 「満州国」皇弟を生きて
..........................000744

米英挑戰の眞相

.............000196

米英の東亞撹亂

.............000197

米軍関係

...................001634

米軍資料八幡製鉄所空襲 : B-29による
日本本土初空襲の記録 .....000317

布告類 : [満州国関連] .......001855
釜山港物語 : 在韓日本人妻を支えた崔
秉大の八十年 .............000998

米國新聞記者の見た日本と滿洲
..........................001471

藤原機関 : インド独立の母
..........................001789
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米国大統領への手紙 : 市丸利之助伝
..........................000916
米國の世界侵略

北清事情大全

.............001432

米占領軍に消された戦前の日本
..........................000008

北征録 : 附北遊草

..........001073

北滿國境線の危機 : ソ聯が誇る新要塞
トーチカとは何か .........001499

...........001562

北満逃避行

ベルリンへの長い旅 : 戦乱の極東を生
き延びたユダヤ人音楽家の記録
..........................002025
ベルリン特電

.........000147

北辺の追憶 : 戦後五十年記念誌
..........................000785

ベーリング海周航記 : 浦潮よりノーム
まで .....................001204
べらんめえ外交官

...............001082

北清事変日本の旗風

.................000205

北滿の日章旗
北満の落花

...............000062

北洋

...............002098
.................002177

.......................001955

星になった少年 : photo story book
..........................002046

【ﾍﾟ】
北京の55日 = 55 days at Peking
..........................002058

星は流れて : 大連在住四〇年
..........................000943

北京の嵐 : 義和團変乱記

星は見ている

北京の追憶

....000153

.................001089

北京のモリソン : 激動の近代中国を駆
け抜けたジャーナリスト
..........................000028
北京籠城

...................000727

北京籠城

...................000723

北京籠城とその前後
北京籠城日記

ホセ・リサール傳

北海の墓標 : アッツ無名戦士の叫び
..........................000273

.........000713

北海乃黎明

.....000084

北方處女地

........001197

ペルリ提督日本遠征記

.......001031

.................001696

北方世界の交流と変容 : 中世の北東ア
ジアと日本列島 ...........000667

...........000085

波斯之旅 : 回彊探険

.................000090

北海道を守った占守島の戦い
..........................000568

ペテルブルグからの黒船 : ドキュメン
ト .......................000083
ペリーと下田開港

...........000825

ホタル帰る : 特攻隊員と母トメと娘礼
子 .......................000166

.......000698, 000710

ペテルブルグからの黒船

...............000260

ホセ・P.ラウレル博士戦争回顧録
..........................000827

北方大觀 ....................001202
北方領土 : 悲しみの島々

....000605

北方領土解決の鍵 : 元北千島師団参謀
の実証と提言 .............001557

【ﾎ】

北方領土奪還への道

包囲された日本 : 仏印進駐誌
..........................000278

.........001558

炎 鎮火せず : 宇都宮空襲の記録
..........................000611

奉迎滿洲國皇帝陛下御來朝 ....001291
報國六烈士碑 ................001292

炎と叫喚の記録 : 和歌山市空襲
..........................000519

放送ばなし : アナウンサア十年
..........................002017

炎と轟音のなかで : 福井・敦賀空襲の
記録 .....................000520

「放送文化」誌にみる昭和放送史
..........................002015

炎に焼かれた父と母 : 娘達が記録する
東京大空襲 ...............000521

法廷の星条旗 : BC級戦犯横浜裁判の記
録 .......................001649

炎の記憶 : 一九四五・空襲・狂気の果
て .......................000338

奉天 ........................001110

炎の桑都 : 八王子空襲の記録
..........................000522

奉天を中心とせる外人傳道師の足跡
..........................000056
奉天入城

炎は流れる : 明治と昭和の谷間
..........................000138

...................001293
...........000627

捕虜寫眞帖 ..................000108

報道されなかった北京 : 私は追放され
た .......................001339

捕虜私論, 満州シベリアとりこ生活の
想い出, 白樺を焚く .......000282

訪満藝能使節報告演劇會 : 満洲建國十
周年慶祝 ..................002032

捕虜たちの日露戦争

北槎聞略

ホロンバイルの残照

報道・著作記録集

亡びざる生命

...................001221

北槎聞略 : 光太夫ロシヤ見聞記
..........................001222

本庄日記

...............000022
.........002136

...................000258

本土空襲を阻止せよ! : 従軍記者が見
た知られざるB29撃滅戦 ....001814

北支逃避行 : 一特務機関員の敗戦二百
日 .......................000903
北支名物夜話

.........000103

本土決戦と滋賀 : 空襲・予科練・比叡
山「桜花」基地 ...........000645

...............001084
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幻のラストエンペラー

【ﾎﾞ】

まぼろしの和平工作

房総発掘ものがたり

.........000616

謀略 : 吉田茂逮捕

..........000179

.......000886
.........000418

間宮林蔵・探検家一代 : 海峡発見と北
方民族 ...................001214

謀略の昭和裏面史 : 特務機関&右翼人
脈と戦後の未解決事件! ....000354

マリーアントワネットと東洋の貴婦人
: キリスト教文化をつうじた東西の
出会い ...................000055

渤海の上京龍泉府に就いて
..........................000733

満洲 ........................001231

盆地は火の海 : 八王子大空襲体験記録
..........................000621

満洲 : 記憶と歴史

満州 : 各種資料 .............000768
..........000804

満州731部隊 .................000368

【ﾎﾟ】

満洲愛国信濃村の生活 : 中国残留孤児
達の家族史 ...............001656

ポーツマスへの道 : 黄禍論とヨーロッ
パの末松謙澄 .............000118

満州移民 : 飯田下伊那からのメッセー
ジ .......................001663

ポーツマス会議の人々 : 小さな町から
見た講和会議 .............000139

満州移民資料 ................001669

ポーランドに殉じた禅僧梅田良忠
..........................000985

「満州」遠景ファイル : 馬場幸彦遺稿
..........................000747

ポスター : バインダー :
[満州国関連] ..............001261

満州を繞る国際戦

...........001578

ポスター : [満州国関連] .....001262

満洲・重い鎖 : 牛島春子の昭和史
..........................000533

ポスト満洲映画論 : 日中映画往還
..........................002059

満洲及接譲地域地形図 ........001124
滿洲開拓政策基本要綱
滿洲開拓政策に就て

【ﾏ】

満州開拓年鑑

マオ : 誰も知らなかった毛沢東
..........................001377
マカートニー奉使記

満州関係記事 ................001265

.......000601

満洲関係雑ファイル ..........001253

マッカーサー元帥の解任と講和問題
..........................000424

満洲関係雑資料 ..............001254
満州奇跡の脱出 : 170万同胞を救うべ
く立ち上がった3人の男たち
..........................000372

マッカーサーの涙 : ブルノー・ビッテ
ル神父にきく .............000183
マッカーサーの二千日

.......001853

満洲切手

真紅な動輪 ..................002051
マッコイ病院

...................000781

満州グラビア ................001134

...............000425

満洲経済地図 ................001125

抹殺された大東亜戦争 : 米軍占領下の
検閲が歪めたもの .........000300
松代大本営

.........001695

...............001694

満州開拓民悲史 : 碑が、土塊が、語り
かける ...................001684

.........001075

松浦武四郎蝦夷日誌集

.......001970

滿洲建國誌 : 十周年記念

....001418

滿洲建設勤勞奉仕參加記念 : 皇紀二千
六百年 ....................000769

.................000407

マッチ箱・切手 : 満州・琉球・中国
..........................001081

満州航空の全貌 : 1932-1945 : 大陸を
翔けた双貌の翼 ...........002010

松本亀次郎の生涯 : 周恩来・魯迅の師
..........................000975

満洲こよみ

.................001115

マツヤマの記憶 : 日露戦争一〇〇年と
ロシア兵捕虜 .............000119

滿洲今昔物語 : 秘話實録 : 在奉ニ十
五年 .....................000753

マナスル

滿洲歳事記

...................001192

マナスル写真集 : 1952-6
マニラに懐う人々

満州事変

....001191

.................001768
...................001525

満州事変 : 朝日・毎日グラフ
..........................001241

...........002186

幻の松花部隊 : 若き義勇隊員たちの満
州 .......................000544

満洲事変から満洲国の独立 ....001230

幻の日中和平工作 : 軍人今井武夫の生
涯 .......................000268

滿洲事變五周年記念號 ........000371

「幻」の日本爆撃計画 : 「真珠湾」に
隠された真実 .............001784

満州事変前後 ................000369

幻のビルマ独立軍始末記
幻のホテル

滿洲事變小史

...............000177

満州事変と重光駐華公使報告書 : 外務
省記録「支那ノ対外政策関係雑纂『
革命外交』」に寄せて .....001569

.....000818

.................000316

滿洲事變日錄史

幻の本土決戦 : 房総半島の防衛
..........................000274

.............000194

滿洲事變の世界史的意義
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.....000181

滿洲事変〜建国 : グラフ雑誌
..........................001242

満洲物語 : 自分史
滿洲問題の實相

滿洲集團移住地の展望 : 生ひ立ちより
現況まで .................001672
満州唱歌よ、もう一度

..........000546

.............001567

満州楽土に消ゆ : 憲兵になった少年
..........................000762

.......002027

満州裏史 : 甘粕正彦と岸信介が背負っ
たもの ...................000443

満州資料 : 雑誌 .............000770

滿洲勞工協會概要

満洲、新中国で日本人として生きる
..........................002184

...........001714

.............001975

満洲浪漫 : 長谷川濬が見た夢
..........................000786

滿洲神路鄕建設要項 ..........001126

満洲はどうなるか : 小川平吉氏秘話
..........................001258

滿洲森林の分布

満洲全図 ....................001127
...................001152

満洲県別可耕地対既耕地割合図
..........................001129

滿洲地名考 ..................001138

滿洲国 ......................001244

満洲中央銀行営業所所在地図
..........................001128

滿洲國協和會に就て : 濱江省參事官會
議に於て結城委員述 .......000771

滿洲地理點描

満洲地誌

...............001166

滿洲國現勢 ..................001463

満洲帝国史 : 「新天地」に夢を託した
人々 .....................000787

満州国皇帝の秘録 : ラストエンペラー
と「厳秘会見録」の謎 .....000783

満洲鉄道発達史 = South Manchuria
Railway history ..........002007

滿洲國皇帝陛下御來訪御巡遊記念
..........................001294

満洲鉄道図 ..................001995

満洲国皇帝訪日 ..............001232

満州逃避行 : ある開拓団員の記録
..........................000805

滿洲国(事変・建国・開拓) : 朝日グラ
フ ........................001243

満州に夕日落ちて

「満洲国」資料集積機関概観
..........................000003

...........001661

満州における日本人経営新聞の歴史
..........................000029

満洲国図 ....................001130

満洲におけるロシア人の社会と生活 :
日本人との接触と交流 .....001680

満洲国全図 ..................001131

.................001769

満洲国全図・満洲開拓団入植図
..........................001132

満洲のうた : 満洲小学唱歌集・満洲中
等唱歌集・満洲懐しの唄 ....002029

満洲国地図 ..........001133, 001136

満洲娘娘考

滿洲の狩獵

満洲国鉄道図 ................001996

.................001976

滿洲國讀本

満洲の情報基地ハルビン学院
..........................000756
満洲の地理學

滿洲國獨立と國際聯盟
滿洲國の現住民族

...............001050

滿洲の土に根ざす

満洲国略図 ..................001135
満州国は日本の植民地ではなかった
..........................000765

.............001972

満洲の農業試験研究史

.......001966

満洲里残照 : 最涯の町に

滿洲の物産 ..................001961
満洲の文化

滿洲史要

.................001345

「満洲」の歴史

....002185

...................000757

滿蘇の風雲を衝く : 露支滿交渉の回顧
と國境紛爭處理案の檢討
..........................001566

.............000766

満洲農業移民入植図 ..........001137
満州ハイラル戦記

.......001579

...........001764

満洲国のビジュアル・メディア : ポス
ター・絵はがき・切手 .....001462

...........000370

満洲の中のロシア : 境界の流動性と人
的ネットワーク ...........001693
滿洲の農業經營

.................001252

満洲里回想 : 鉄路警護団の鎮魂歌
..........................002002

...........000379

滿洲派遣之思出 ..............001873

満鉄沿線事情

満州挽歌 : 悲劇の島根開拓団
..........................000245

...............001999

満鉄・機関士物語 : こよなく機関車を
愛した男 .................000905

満洲引揚日記 : 元満洲国興安総省参事
官、茂木弘毅日記 .........000392

満鉄少年社員の敗戦日誌

.....000230

満州分村移民「大日向村」各種資料
..........................001670

満鉄調査部 : 「元祖シンクタンク」の
誕生と崩壊 ...............001704

満洲分村移民の昭和史 : 残留者なしの
引揚げ : 大分県大鶴開拓団
..........................001690

「満鉄」という鉄道会社 : 証言と社内
報から検証する40年の現場史
..........................002004

満洲民俗図譜 ................001765

満鉄と満洲事変意外史

滿洲民俗考

満鉄図書館史

.................001763
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.......000426

...............000004

南十字星に抱かれて :
凛として死んだBC級戦犯の「遺言」
..........................001606

満鉄特急「あじあ」の誕生 : 開発前夜
から終焉までの全貌 .......000745
満鉄特急あじあ号

...........001989

満鉄特急「あじあ号」関係資料
..........................001997

南半球の満鉄調査団 : 青春の想い出マ
レー・スマトラ・ジャワ
..........................000826

滿鐡の栄光と落日 : 天意のままに生き
た熱血助役 ...............002005

宮崎八郎

満鉄・所管線・華北交通現地鉄道線路図
..........................001998

...................000904

【ﾑ】

満蒙 : 日露中の「最前線」
..........................000746

麥と兵隊

...................002112

陸奥宗光伯 : 小伝・年譜・付録文集
..........................001398

滿蒙開拓青少年義勇軍 : 現地事情報告
座談會記録 ...............001674

陸奥湾を染めた炎

満蒙開拓青少年義勇軍と信濃教育会
..........................001671

...........000523

「無念の涙」BC級戦犯の遺言
..........................001613

満蒙開拓青少年義勇軍の発足
..........................001233

村上藩士の蝦夷地紀行

.......001034

満蒙開拓百万戸移民を目指し
..........................001234

ムルデカ : 日本軍占領下でのインドネ
シヤ人の戦い .............000832

満蒙開拓団 ..................001666

ムルデカの道 : 元海軍将校が綴ったイ
ンドネシア独立秘話 .......002171

満蒙開拓団の回想 : その周辺50年前の
軌跡 : First photo essay Masao
Horino 1993 ..............001662
滿蒙地理歴史

室蘭戦災誌 : 空襲と艦砲射撃の記録
..........................000396
室蘭防空隊

...............000767

満蒙鉄道概見図 ..............001994

【ﾒ】

満蒙と山東 : 對支政策の結論
..........................001410
満蒙独立運動

明治以降日本人の中国旅行記 : 解題
..........................001096

...............001481

滿蒙獨立建國論

.................000394

明治初期の蝦夷探訪記

.............001270

.......001033

満蒙の新しい地平線 : 衞藤瀋吉先生追
悼号 .....................000809

明治神宮御參拜の滿洲國皇帝陛下
..........................001295

滿蒙の重大化と實力發動

明治神宮聖徳記念絵画館壁画
..........................002019

.....001571

満蒙鮮最新地図 ..............001058

明治新聞雑誌文庫の思い出
..........................000026

【ﾐ】

明治天皇と日露戦争 : 世界を感動せし
めた日本武士道 ...........000121

未完の対局 ..................002053
皇國之光利

明治天皇と乃木将軍

.................000036

.........000148

三島由紀夫 : 週刊誌の関係記事
..........................000942

明治の傑人岸田吟香 : 日本で初めてが
いっぱい!目薬・新聞・和英辞書
..........................000981

三島由紀夫展 ................002088

名將・鈴木貫太郎

水の奇跡を呼んだ男 : 日本初の環境型
ダムを台湾につくった鳥居信平
..........................001940

滅共反ソか反英米か

ミズーリ艦上の外交官 : 百歳翁加瀬俊
一と語る .................001497

面向未來的哈爾濱 = Harbin looking
ahead ....................001653

密使

...........001897
.........001465

滅亡満州国と我が歩み

.......000945

.......................001845

密室の終戦詔勅

【ﾓ】

.............000187

Midway = ミッドウェイ .......002052

毛沢東大躍進秘録

水戸空襲戦災誌

.............000610

毛沢東と江青 ................000696

南十字星 : わが星は消えず
..........................002128

毛沢東と林彪 ................000697

南の探檢

もう一つの戦後史

...................001186

...........000738

...........000206

もうひとつの南京事件 : 日本人遭難者
の記録 ...................000386

南満洲鉄道KK鉄道線路及委託経営鉄道
線路略図 ..................002000

もうひとつの抑留 : ウズベキスタンの
日本人捕虜 ...............000209

南満洲鉄道株式会社発行資料
..........................002001

蒙疆(中央)學院史

南満鉄鉄道線路及委任経営鉄道線路略図
..........................001139

蒙彊追憶の断想
蒙古事情
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...........001760
.............002189

...................001347

ヤルタ会談世界の分割 : 戦後体制を決
めた8日間の記録 ..........000061

蒙古・ソ連・満州逃亡三千キロ
..........................002176
蒙古の實態を探る
蒙古の雲雀
最上徳内
默移

...........001300

【ﾕ】

.................002145

湯淺倉平

...................000088

...................000249

勇気ある女(ひと) : なぜ山村文子さん
は、中国残留孤児支援に人生をかけ
てきたか .................000944

.......................000966

目撃!文化大革命 : 映画『夜明けの国
』を読み解く : DVDブック
..........................000735

幽囚回顧録

.................001611

夕映えのスンガリー

黙殺 : ポツダム宣言の真実と日本の運
命 .......................000405

.........000301

夕やけの地平線 : 痛恨の義勇隊開拓団
..........................001688

モスクワで粛清された日本人 : 30年代
共産党と国崎定洞・山本懸蔵の悲劇
..........................001362

歪められる日本現代史

.......000243

モスクワにかける虹 : 日ソ国交回復秘
録 .......................001504

夢いまだ成らず : 評伝山中峯太郎
..........................002091

モスコー・共産大學の思ひ出
..........................000927

夢翔ける : 宮崎兄弟の世界へ
..........................000160

もっと北の国から : 北方アジア探検史
..........................001216

夢顔さんによろしく

【ﾖ】

元警視総監の体験的昭和史
..........................001461

夜明けの国 ..................002079

元伊勢の秘宝と国宝海部氏系図 : 日本
民族の魂のふるさと・丹後丹波の古
代の謎 ...................000040
物語シベリヤ征服史

揚州十日記 ; 嘉定屠城紀略
..........................000741
揚子江をさかのぼる : 中国・激動のな
かの民衆と生活 ...........001344

.........000849

物語大同学院 : 民族協和の夢にかけた
男たち : 創立七十周年記念
..........................000748
紅葉山文庫と書物奉行
燃ゆる頬

揚子江は今も流れている
沃野の胎動

.......000002

.....000272

.................000798

横田めぐみは生きている : 北朝鮮元工
作員安明進が暴いた「日本人拉致」
の陰謀 ....................001844

...................000444

森川和代が生きた旧「満州」、その時代
: 革命と戦火を駆け抜けた青春期
..........................000933

横浜の空襲と戦災
横浜法廷

モンゴルとイスラーム的中国
..........................000739

...........000591

...................001635

穢 (よご) れた大陸

.........000423

吉田茂ポピュリズムに背を向けて
..........................001384

モンテンルパに祈る : 比島戰犯死刑囚
と共に ...................001612

よみがえった「永山邸」 : 屯田兵の父
・永山武四郎の実像 .......001969

モンテンルパの夜はふけて :
気骨の女(ひと)・渡辺はま子の生涯
..........................002030

夜をのがれて

...............002198

【ﾗ】

【ﾔ】

落日の宴 : 勘定奉行川路聖謨
..........................000094

躍進満洲 ....................000772
靖国 : 知られざる占領下の攻防
..........................000043

落陽 = The setting sun

「靖国」に祀られざる人々 : 「逆徒」
と「棄民」の日本近代史
..........................000044
敗るゝ日まで

.....002060

ラサ憧憬 : 青木文教とチベット
..........................000815

靖国神社 ....................001296

山下りん

.........001875

【ﾘ】

...............000280

李香蘭 : ミュージカル .......002035

...................002022
.........001665

「李香蘭」を生きて : 私の履歴書
..........................002077

山びこ学校 : 山形縣山元村中学校生徒
の生活記錄 ...............001752

李香蘭、そして私の満州体験 : 日本と
中国のはざまで ...........002044

山本五十六 : 連合艦隊司令長官
..........................002078

李香蘭と原節子

山梨満州開拓団小史

山本条太郎

李香蘭の恋人 : キネマと戦争
..........................002071

.........001381, 001390

闇の維新相楽総三

陸軍少年飛行兵 : 志願早わかり
..........................001877

...........002109

闇の男 : 野坂参三の百年

.............002080

....001434
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露國侵畧史

陸軍葬儀委員長 : 支那事変から東京裁
判まで ...................000265
陸軍大将本庄繁

.............001863

陸軍諜報員柳川中尉

露國の心臓を衝く

.........000589

...........001353

露國之滿州占領と我國の決心
..........................000749

.......001796
.....001801

露國滿洲侵入史 : 附・東清鐵道之經營
..........................001587

...................002154

ロシアを見てきた三芳の兵士
..........................000106

陸軍・秘密情報機関の男
罹災日録

.......001443

露國の東亞政策と滿洲 ........001586

陸軍中野学校極秘計画 : 新資料・新証
言で明かされた真実 .......001833
陸軍中野学校終戦秘史

.................000860

露國の諸政黨と其沿革

リュ大将越境の眞因と内訌赤軍の宿命
..........................000871
留日学生の辛亥革命

ロシアから来たエース : 300勝投手ス
タルヒンのもう一つの戦い
..........................002081

.........000706

漁書のすさび : 古本随筆

....000017

旅順港閉塞船「福井丸」

.....000156

ロシア侵寇三百年

...........000864

ロシアと日本 : 共同研究
..................001678, 001679

凛(りん) : 近代日本の女魁・高場乱
..........................000125

ロシアと日本 : その交流の歴史
..........................000074

【ﾙ】

ロシア東方經略史

...........001584

ルーズベルトの開戦責任 : 大統領が最
も恐れた男の証言 .........001591

ロシアに入る

...............001220

ロシアの木霊

...............000858

流転の王妃 ..................001297

ロシアの空の下

流転の王妃愛新覚羅溥傑・浩愛の書簡
..........................000991

ロシア文化と日本 : 明治・大正期の文
化交流 : 国際討論 ........000141

流転の子 : 最後の皇女・愛新覚羅嫮生
..........................000999

ロシア人の日本発見 : 北太平洋におけ
る航海と地図の歴史 .......001032

ルメイの焼夷電撃戦 : 参謀による分析
報告 : 米軍資料 ..........001831

ロシア人の見た幕末日本

.............000859

ロシヤ革命の秘密
ロシヤ來るぞ!

【ﾚ】

..............000449

ロシヤ潜行六ヶ年

黎明八月十五日 : 終戰秘話
..........................000448

.....000078

...........000867
...........000870

ロスバニオス刑場の流星群 : 山下奉文
・本間雅晴の最期 .........001622

歴史と人物 ..................001327

露探 : さらば!興安嶺

歴史と風景 : 大田区カメラ散歩
..........................001045

.......001815

露探 (ロタン) : 日露戦争期のメディ
アと国民意識 .............000134

歴史の書き換えが始まった! : コミン
テルンと昭和史の真相 .....000330

露領沿海州水路誌 : 全 .......001941

歴史の流れの中に : ある官僚の軌跡
..........................000900

論文抜刷 ....................000789

列國聯合支那戰爭記 : 世界未曾有之破
天荒 .....................000140

【ﾜ】

レニングラード物語 :
華麗なる都の250年 ........001224

わが回想のルバング島 : 情報将校の遅
すぎた帰還 ...............000954

礼文島、北深く

わが近衛聯隊体験記

.............000600

連合艦隊 ....................002061
聯合艦隊始末記

.........000174

わが青春--印旛航空機乗員養成所
..........................001917

.............000541

連合軍進駐 : 引揚げ .........001236

わが聖地放浪 : カイラスに死なず
..........................001054

聯合軍北京總攻撃之圖 ........001298

わが虜囚の歌

連座 : シーボルト事件と馬場為八郎
..........................000091

若き義勇軍

聯盟調査團と前後して

倭館 : 鎖国時代の日本人町
..........................000089

.......001491

ワシントンハイツ : GHQが東京に刻ん
だ戦後 ...................000169

【ﾛ】
勞農露國より歸りて

露國革命之真相

忘れ得ぬ「ト連送」 : 雷撃機電信員50
年目の遺稿 ...............000375

.........000868

勞農露西亞の國賓として
六千人の命のビザ

...............002094
.................001686

.....001352

忘れたことと忘れさせられたこと
..........................000207

...........000875

忘れられた貴公子

.............000865

露國帰還の漂流民幸太夫

.....000989
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...........000707

忘れられない女(ひと) : 李恩恵先生と
の二十ヵ月 ...............001329
私の記録 : 飛雪、春の到るを迎う
..........................001537
私の軍政記 : インドネシア独立前夜
..........................000830
私の昭和史

.................000563

私の祖国 : 戦後50年・中国残留孤児の
記録 .....................001723
私のひめゆり戦記

...........000664

私の見た東京裁判

...........001605

私の明治・大正・昭和 : 戦争と平和の
八十年 ...................000136
私の抑留記

.................000471

私は共産党をすてた : 自由と租国を求
めて .....................001436
私は、スターリンの通訳だった。 : 第
二次世界大戦秘話 .........001428
私は誰ですか : 中国残留日本人孤児 :
肖像写真集 ...............001718
私は日本の捕虜だつた

.......002197

私は毛澤東の女秘書でした
..........................000725
私は吉田茂のスパイだった
..........................001857
私たちの証言 : 北海道終戦史
..........................000364
わたしと岡山大空襲 :
十代に語りつぐ1945.6.29
..........................000254
わだつみのこえ消えることなく : 回天
特攻隊員の手記 ...........002188
和平の碑

...................000935

蕨の空襲と戦時下の記録 : わがまちの
十五年戦争史 .............000613
われ巣鴨に出頭せず : 近衛文麿と天皇
..........................001396
われ徒死せず : 明治を生きた大鳥圭介
..........................000909
われら生涯の決意 : 大主教ニコライと
山下りん .................000057

【1】
15歳の東京大空襲
1914年7月

...........000235

..................000064

【2】
25被告の表情

...............001650

【6】
63年目の攻撃目標 : 元B29搭乗員飛行
記録 .....................001840

【8】
8月15日の特攻隊員

..........000594

8月17日、ソ連軍上陸す : 最果ての要
衝・占守島攻防記 .........000436
8月27日 : 旧満州国白山郷開拓団
..........................001660
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