
 

 

 

 

書名索引 
 



書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

ア 嗟内田喜作中尉　

鳴呼特別攻撃隊　

嗚呼乃木將軍　

噫山本元帥　

會津士魂　

会津葉がくれ白虎隊を生んだ書　

愛の進軍　

愛馬読本　

愛馬の進軍　

哀烈録　

青い兵隊蜂　

青の洞門　

赤柴部隊　

アギナルド将軍　

明け行く支那　

明けゆく空　

赤穂誠忠録　快擧の巻

朝日常識講座　第１巻　人口問題講話

朝日常識講座　第２巻　世界の大勢

朝日常識講座　第３巻　支那の現状

朝日常識講座　第４巻　議会の話

朝日常識講座　第５巻　労働問題講話

朝日常識講座　第６巻　都市と農村

朝日常識講座　第７巻　物価の話

朝日常識講座　第８巻　文芸の話

朝日常識講座　第９巻　婦人問題の話

朝日常識講座　第１０巻　新聞の話

朝日常識講座　第二　第１巻　太平洋問題

朝日常識講座　第二　第２巻　美術の話

朝日常識講座　第二　第３巻　社会と新聞

朝日常識講座　第二　第４巻　予算の話

朝日常識講座　第二　第５巻　政党の話

朝日常識講座　第二　第６巻　地方自治の話

朝日常識講座　第二　第７巻　最新科学の話

朝日常識講座　第二　第８巻　スポーツの話

朝日常識講座　第二　第９巻　公民教育の話

朝日常識講座　第二　第１０巻　食糧問題の話

亞細亞建設者　

アジアの太陽日本　

亜細亜は一なり　

あたらしい・おもしろい新童話　２年生

あたらしい・おもしろい新童話　５年生

あたらしい・おもしろい新童話　６年生

新しい修養心の垢を除け　

新らしい日本人の道　

アッツ玉碎　

アッツ島　

アメリカに於ける民族の悲劇　

アメリカの実力　

アメリカの内情　

荒潮の若人　

ｱｱ ｳﾁﾀﾞ ｷｻｸ ﾁｭｳｲ 須永弘　 633

ｱｱ ﾄｸﾍﾞﾂ ｺｳｹﾞｷﾀｲ 国民新聞社　 1433

ｱｱ ﾉｷﾞ ｼｮｳｸﾞﾝ 吉野有武　 689

ｱｱ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｽｲ 山本元帥編纂会　 720

ｱｲｽﾞｼ ﾀﾞﾏｼｲ 笹本寅　 1302

ｱｲｽﾞ ﾊｶﾞｸﾚ ﾋﾞｬｯｺﾀｲ ｵ ｳﾝﾀﾞ ｼｮ 石川政芳　 401

ｱｲ ﾉ ｼﾝｸﾞﾝ 森田松子　 1532

ｱｲﾊﾞ ﾄﾞｸﾎﾝ 小津茂郎　 63

ｱｲﾊﾞ ﾉ ｼﾝｸﾞﾝ 安倍季雄　 15

ｱｲﾚﾂﾛｸ 出石誠彦　 693

ｱｵｲ ﾍｲﾀｲﾊﾞﾁ 海野十三　 40

ｱｵ ﾉ ﾄﾞｳﾓﾝ 佐東大郎子　 2

ｱｶｼﾊﾞ ﾌﾞﾀｲ 棟田博　 1528

ｱｷﾞﾅﾙﾄﾞ ｼｮｳｸﾞﾝ 山田美妙　 630

ｱｹﾕｸ ｼﾅ 片山昌造　 73

ｱｹﾕｸ ｿﾗ 大森洪太　 55

ｱｺｳ ｾｲﾁｭｳﾛｸ 通俗教育普及会　 1321

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 下村宏　 288

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 米田実　 289

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 大西斎　 290

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 緒方竹虎　 291

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 関口泰　 292

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 柳田国男　 293

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 牧野輝智　 294

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 土岐善麿　 295

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 鈴木文四郎　 296

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 杉村広太郎　 297

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 米田実　 298

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 坂崎坦　 299

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 美土路昌一　 300

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 牧野輝智　 301

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 野村秀雄　 302

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 前田多門　 303

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 石川六郎　 304

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 小高吉三郎　 305

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 関口泰　 306

ｱｻﾋ ｼﾞｮｳｼｷ ｺｳｻﾞ 下村宏　 307

ｱｼﾞｱ ｹﾝｾﾂｼｬ 大川周明　 623

ｱｼﾞｱ ﾉ ﾀｲﾖｳ ﾆﾎﾝ ウェルネル・Ａ・ロ－エ　 750

ｱｼﾞｱ ﾜ ﾋﾄﾂ ﾅﾘ 富田常雄　 1328

ｱﾀﾗｼｲ ｵﾓｼﾛｲ ｼﾝ ﾄﾞｳﾜ 湯川弘文社編集部　 262

ｱﾀﾗｼｲ ｵﾓｼﾛｲ ｼﾝ ﾄﾞｳﾜ 湯川弘文社編集部　 263

ｱﾀﾗｼｲ ｵﾓｼﾛｲ ｼﾝ ﾄﾞｳﾜ 湯川弘文社編集部　 264

ｱﾀﾗｼｲ ｼｭｳﾖｳ ｺｺﾛ ﾉ ｱｶ ｵ ﾉｿﾞｹ 前田慧雲　 429

ｱﾀﾗｼｲ ﾆﾎﾝｼﾞﾝ ﾉ ﾐﾁ 杉山平助　 1379

ｱｯﾂ ｷﾞｮｸｻｲ 川口松太郎　 1245

ｱｯﾂﾄｳ 鶴田知也　 1324

ｱﾒﾘｶ ﾆ ｵｹﾙ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ﾋｹﾞｷ 飯野紀元　 775

ｱﾒﾘｶ ﾉ ｼﾞﾂﾘｮｸ ハムブルグ世界経済研究所　 554

ｱﾒﾘｶ ﾉ ﾅｲｼﾞｮｳ 石井良一　 550

ｱﾗｼｵ ﾉ ﾜｺｳﾄﾞ 伊波南哲　 25
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

あらすか物語　 ｱﾗｽｶ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 祥瑞専一　 556 

荒鷲と母　 ｱﾗﾜｼ ﾄ ﾊﾊ 清閑寺健　 1313 

蟻地獄　 ｱﾘｼﾞｺﾞｸ 土家由岐雄　 154 

アリュ－シャン襲撃戦記　 ｱﾘｭ-ｼｬﾝ ｼｭｳｹﾞｷ ｾﾝｷ 深沢幹蔵　 1510 

アリュ－シャン戦記　 ｱﾘｭ-ｼｬﾝ ｾﾝｷ 杉山吉良　 1458 

或る職長の手記　 ｱﾙ ｼｮｸﾁｮｳ ﾉ ｼｭｷ 真下五一　 1518 

安南物語　 ｱﾝﾅﾝ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 大屋久寿雄　他 505 

イ 活かす隣組　 ｲｶｽ ﾄﾅﾘｸﾞﾐ 生田花世　 780 

生きてゐる快将・加藤寛治　 ｲｷﾃｲﾙ ｶｲｼｮｳ ｶﾄｳ ﾋﾛﾊﾙ 伊藤金次郎　 645 

生き抜く力　 ｲｷﾇｸ ﾁｶﾗ 中山亀太郎　 421 

いくさに行けば　 ｲｸｻ ﾆ ﾕｹﾊﾞ 桜井忠温　 105 

いくさ土産　 ｲｸｻ ﾐﾔｹﾞ 氏原大作　 36 

生ける魂　 ｲｹﾙ ﾀﾏｼｲ 中山義秀　 1334 

異国船撃攘秘史　 ｲｺｸｾﾝ ｹﾞｷｼﾞｮｳ ﾋｼ 茂野幽考　 453 

維新英傑伝　 ｲｼﾝ ｴｲｹﾂﾃﾞﾝ 菊池寛　 84 

維新英傑の膽ッ玉　 ｲｼﾝ ｴｲｹﾂ ﾉ ｷﾓｯﾀﾏ 藤本尚則　 620 

維新の英傑　 ｲｼﾝ ﾉ ｴｲｹﾂ 田中惣五郎　 569 

偉大なる憤怒の書　 ｲﾀﾞｲﾅﾙ ﾌﾝﾇ ﾉ ｼｮ Ａ ．Ｌ．ウオリンスキイ　 1569 

イタリア研究　 ｲﾀﾘｱ ｹﾝｷｭｳ 黒田正利　 542 

伊太利読本　 ｲﾀﾘｱ ﾄﾞｸﾎﾝ 外務省情報部　 541 

伊太利は奮起した　 ｲﾀﾘｱ ﾜ ﾌﾝｷ ｼﾀ 三島章道　 543 

イタリ－物語　 ｲﾀﾘ- ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 荏原二郎　 44 

一億の家族　 ｲﾁｵｸ ﾉ ｶｿﾞｸ 鯱城一郎　 1310 

一尺の土　 ｲｯｼｬｸ ﾉ ﾂﾁ 中山正男　 1488 

一等兵戰死　 ｲｯﾄｳﾍｲ ｾﾝｼ 松村益二　 1521 

一般軍用マレ－語会話　 ｲｯﾊﾟﾝ ｸﾞﾝﾖｳ ﾏﾚ-ｺﾞ ｶｲﾜ 上原訓蔵　 1217 

伊藤・東郷・頭山　 ｲﾄｳ ﾄｳｺﾞｳ ﾄｳﾔﾏ 中村吉蔵　 1249 

伊藤博文　 ｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾞﾐ 沢田謙　 30 

命のかぎり　第1部 ｲﾉﾁ ﾉ ｶｷﾞﾘ 大池唯雄　 1274 

衣料切符制の話　 ｲﾘｮｳ ｷｯﾌﾟｾｲ ﾉ ﾊﾅｼ 近藤止文　 823 

印度を語る　 ｲﾝﾄﾞ ｵ ｶﾀﾙ ラス・ビハリ・ボ－ス　 523 

印度・西亜に於ける英国の暴政　 ｲﾝﾄﾞ ｾｲｱ ﾆ ｵｹﾙ ｴｲｺｸ ﾉ ﾎﾞｳｾｲ ラインハルト・フランク他 529 

印度独立戦爭　 ｲﾝﾄﾞ ﾄﾞｸﾘﾂ ｾﾝｿｳ 波多野烏峰　 522 

印度の巨象ガンヂ－とネ－ル　 ｲﾝﾄﾞ ﾉ ｷｮｿﾞｳ ｶﾞﾝｼﾞ- ﾄ ﾈ-ﾙ 鍋山実　 650 

印度の新太陽　 ｲﾝﾄﾞ ﾉ ｼﾝﾀｲﾖｳ アヌ－プ・シング　 679 

ウ 初陣　 ｳｲｼﾞﾝ 辻勝三郎　 1322 

渦まく支那　 ｳｽﾞﾏｸ ｼﾅ 山本実彦　 1538 

呉淞クリ－ク　 ｳ-ｽﾝ ｸﾘ-ｸ 日比野土朗　 1346 

宇都宮黙霖　 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾓｸﾘﾝ 知切光歳　 634 

馬と特務兵　 ｳﾏ ﾄ ﾄｸﾑﾍｲ 田村元劭　 1475 

馬と兵隊　 ｳﾏ ﾄ ﾍｲﾀｲ 後堂荘四郎　 1435 

海を征く　 ｳﾐ ｵ ﾕｸ 高橋三吉　 1042 

海で仰ぐ星座　 ｳﾐ ﾃﾞ ｱｵｸﾞ ｾｲｻﾞ 住岡信義　 1312 

海の軍神特別攻撃隊　 ｳﾐ ﾉ ｸﾞﾝｼﾝ ﾄｸﾍﾞﾂ ｺｳｹﾞｷﾀｲ 土屋賢一　 1478 

海の子魂　 ｳﾐ ﾉ ｺ ﾀﾞﾏｼｲ 原道太　 195 

海の守護神菅源三郎　 ｳﾐ ﾉ ｼｭｺﾞｼﾝ ｶﾝ ｹﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 宮瀬睦夫　 649 

海の読本　第１輯 ｳﾐ ﾉ ﾄｸﾎﾝ 日本機動艇協会　 1129 

海の喇叭　 ｳﾐ ﾉ ﾗｯﾊﾟ 吉屋信子　 270 

海の若鷲　 ｳﾐ ﾉ ﾜｶﾜｼ 清閑寺健　 127 

海鷲戦記　 ｳﾐﾜｼ ｾﾝｷ 佐藤光貞　 941 

海鷲隊長の手記　 ｳﾐﾜｼ ﾀｲﾁｮｳ ﾉ ｼｭｷ 毎日新聞社社会部　 1515 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

海鷲の歌　 ｳﾐﾜｼ ﾉ ｳﾀ 福永恭助　 1350 

海は招く　 ｳﾐ ﾜ ﾏﾈｸ 津村敏行　 158 

エ 英国スパイ五百年史　 ｴｲｺｸ ｽﾊﾟｲ ｺﾞﾋｬｸﾈﾝｼ 牧勝彦　 915 

英国の極東作戦新嘉坡根據地　 ｴｲｺｸ ﾉ ｷｮｸﾄｳ ｻｸｾﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟ-ﾙ ｺﾝｷｮﾁ 池崎忠孝　 504 

英国の支那侵入　 ｴｲｺｸ ﾉ ｼﾅ ｼﾝﾆｭｳ アルブレヒト・ハウスホ－ファ－　 487 

英国の殖民政策　 ｴｲｺｸ ﾉ ｼｮｸﾐﾝ ｾｲｻｸ 斎藤栄三郎　 836 

英国の東亜據点シンガポ－ル　 ｴｲｺｸ ﾉ ﾄｳｱ ｷｮﾃﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟ-ﾙ 室賀信夫　 512 

英國敗走兵の手記　 ｴｲｺｸ ﾊｲｿｳﾍｲ ﾉ ｼｭｷ ワアナア・リイ　 1555 

英米包囲陣と日本の進路　 ｴｲﾍﾞｲ ﾎｳｲｼﾞﾝ ﾄ ﾆﾎﾝ ﾉ ｼﾝﾛ 斉藤忠　 800 

英雄日本民族の自覚　 ｴｲﾕｳ ﾆﾎﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ｼﾞｶｸ 香椎浩平　 560 

英雄名蹟展　 ｴｲﾕｳ ﾒｲｾｷﾃﾝ 日本精神発揚会　 1194 

栄養読本　 ｴｲﾖｳ ﾄﾞｸﾎﾝ 鈴木梅太郎　 1076 

英霊に祈る　 ｴｲﾚｲ ﾆ ｲﾉﾙ 佐藤鉄馬　 1444 

江田島　 ｴﾀﾞｼﾞﾏ 清閑寺健　 128 

江田島精神　 ｴﾀﾞｼﾞﾏ ｾｲｼﾝ 中條是竜　 1044 

江田島第一報　 ｴﾀﾞｼﾞﾏ ﾀﾞｲｲｯﾎﾟｳ 山本地栄　 1050 

エムデン最期の日　 ｴﾑﾃﾞﾝ ｻｲｺﾞ ﾉ ﾋ クロ－ド・フアレル　他 1564 

オ 欧洲戦と青年　 ｵｳｼｭｳｾﾝ ﾄ ｾｲﾈﾝ 浜田常二良　 973 

欧洲動乱読本　 ｵｳｼｭｳ ﾄﾞｳﾗﾝ ﾄｸﾎﾝ 太平洋協会　 802 

欧洲の首都伯林より　 ｵｳｼｭｳ ﾉ ｼｭﾄ ﾍﾞﾙﾘﾝ ﾖﾘ 薩摩雄次　 535 

応召兵　 ｵｳｼｮｳﾍｲ 森伊佐雄　 1531 

汪精衞伝　 ｵｳ ｾｲｴｲ ﾃﾞﾝ 沢田謙　 637 

王道の門　 ｵｳﾄﾞｳ ﾉ ﾓﾝ 鑓田研一　 1369 

黄土の門　 ｵｳﾄﾞ ﾉ ﾓﾝ 小生第四郎　 94 

鴨緑江　 ｵｳﾘｮｸｺｳ 湯浅克衛　 1371 

鴨緑江戦鬪戦地冩真帖　 ｵｳﾘｮｸｺｳ ｾﾝﾄｳ ｾﾝﾁ ｼｬｼﾝﾁｮｳ 国木田哲夫　 925 

大阪府警察消防職員應召者忠烈書翰集　 ｵｵｻｶﾌ ｹｲｻﾂ ｼｮｳﾎﾞｳ ｼｮｸｲﾝ ｵｳｼｮｳｼｬ ﾁｭｳﾚﾂ ｼｮｶﾝｼｭｳ 　 873 

大空を拓く　 ｵｵｿﾞﾗ ｵ ﾋﾗｸ 大久保武雄　 1107 

大空の教室　 ｵｵｿﾞﾗ ﾉ ｷｮｳｼﾂ 藤村燎　 1124 

大伴部博麻　 ｵｵﾄﾓﾍﾞ ﾉ ﾊｶﾏ 三浦藤作　 69 

大村益次郎　 ｵｵﾑﾗ ﾏｽｼﾞﾛｳ 和田政雄　 70 

大山元帥　 ｵｵﾔﾏ ｹﾞﾝｽｲ 木村毅　 1291 

大山元帥　 ｵｵﾔﾏ ｹﾞﾝｽｲ 二反長半　 67 

大山兒玉乃木　 ｵｵﾔﾏ ｺﾀﾞﾏ ﾉｷﾞ 木村毅　 565 

億兆仰皇恩　 ｵｸﾁｮｳ ｱｵｸﾞ ｺｳｵﾝ 横山功　 400 

幼き者の旗　 ｵｻﾅｷﾓﾉ ﾉ ﾊﾀ 氏原大作　 37 

おとうさんとラッパ　 ｵﾄｳｻﾝ ﾄ ﾗｯﾊﾟ 相良和子　 104 

乙女の誓　 ｵﾄﾒ ﾉ ﾁｶｲ 芹沢光治良　 133 

同じ方向へ　 ｵﾅｼﾞ ﾎｳｺｳ ｴ 高島米峰　 909 

御羽車　 ｵﾊｸﾞﾙﾏ 野村玉枝　 1497 

御民吾と日本の伝統　 ｵﾝﾀﾐ ﾜﾚ ﾄ ﾆﾎﾝ ﾉ ﾃﾞﾝﾄｳ 広浜嘉雄　 373 

恩の思想　 ｵﾝ ﾉ ｼｿｳ 川合貞一　 356 

カ 海外に雄飛した人々　 ｶｲｶﾞｲ ﾆ ﾕｳﾋｼﾀ ﾋﾄﾋﾞﾄ 菊池寛　 85 

海外発展と青年　 ｶｲｶﾞｲ ﾊｯﾃﾝ ﾄ ｾｲﾈﾝ 沢田謙　 837 

海峽　 ｶｲｷｮｳ 浜本浩　 1340 

海峽の風雲兒　 ｶｲｷｮｳ ﾉ ﾌｳｳﾝｼﾞ 木村毅　 1292 

海軍　 ｶｲｸﾞﾝ 岩田豊雄　 28 

海軍　 ｶｲｸﾞﾝ 岩田豊雄　 1264 

海軍建設の人々　 ｶｲｸﾞﾝ ｹﾝｾﾂ ﾉ ﾋﾄﾋﾞﾄ 邦枝完二　 567 

海軍航空戦　 ｶｲｸﾞﾝ ｺｳｸｳｾﾝ 阿部信夫　 1028 

海軍作戦史　 ｶｲｸﾞﾝ ｻｸｾﾝｼ 田口利介　 1043 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

海軍辞典　

海軍随筆　

海軍魂　

海軍読本　

海軍七十年史談　

海軍の科学　

海軍の生活　

海軍の父山本権兵衞　

海軍爆撃隊　

海軍報道班員現地報告珊瑚海海戦　

海國記　

開国より維新へ　

かひこの村　

海将荒井郁之助　

海上封鎖　

解説戦陣訓　

海戰　

開戦太平洋脱出記　

開戦秘話マゼラン海峡突破記　

開拓血涙史　

開拓者郡司大尉　

開拓者白瀬中尉　

開拓尖兵　

開拓団生ひ立ちの記　

害蟲防除の実際　

海底黒人　

海南島の開発者勝間田善作　

海兵團　

海防諜報戦　

外務省公表集　第１５輯

外務省公表集　第１８輯　（支那事変関係ヲ除ク）

外務省公表集　第１９輯　（支那事変関係ヲ除ク）

海洋国防地理　

海洋の征服　

還らぬ中隊　

“ 帰る”兵隊　

科学の日本的把握　

科学漫画ポンちゃんの悪戯日記　

輝く鉄十字章　

華僑襍記　

革新経済講話　

学徒出陣　

家計の數學　

橿原の遠祖　

果樹園藝　

火線を征く　

火線と共に　

ガダルカナル敢闘記　

ガダルカナル決死の伝令　

勝ち抜く日まで　

勝海舟　

ｶｲｸﾞﾝ ｼﾞﾃﾝ 山内大蔵　他 1049

ｶｲｸﾞﾝ ｽﾞｲﾋﾂ 岩田豊雄　 1374

ｶｲｸﾞﾝ ﾀﾞﾏｼｲ 植村茂夫　 1032

ｶｲｸﾞﾝ ﾄﾞｸﾎﾝ 阿部信夫　 1029

ｶｲｸﾞﾝ ﾅﾅｼﾞｭｳﾈﾝ ｼﾀﾞﾝ 沢鑑之丞　 1038

ｶｲｸﾞﾝ ﾉ ｶｶﾞｸ 佐藤光貞　 107

ｶｲｸﾞﾝ ﾉ ｾｲｶﾂ 平出英夫　 1047

ｶｲｸﾞﾝ ﾉ ﾁﾁ ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞﾝﾍﾞｴ 中村嘉寿　 721

ｶｲｸﾞﾝ ﾊﾞｸｹﾞｷﾀｲ 北村小松　 1286

ｶｲｸﾞﾝ ﾎｳﾄﾞｳ ﾊﾝｲﾝ ｹﾞﾝﾁ ﾎｳｺｸ ｻﾝｺﾞｶｲ ｶｲｾﾝ 大本営海軍報道部　 956

ｶｲｺｸｷ 左近義親　 1301

ｶｲｺｸ ﾖﾘ ｲｼﾝ ｴ 森谷秀亮　 463

ｶｲｺ ﾉ ﾑﾗ 与田準一　 271

ｶｲｼｮｳ ｱﾗｲ ｲｸﾉｽｹ 福永恭助　 631

ｶｲｼﾞｮｳ ﾌｳｻ 佐藤光貞　 1446

ｶｲｾﾂ ｾﾝｼﾞﾝｸﾝ 相馬基　 886

ｶｲｾﾝ 丹羽文雄　 1492

ｶｲｾﾝ ﾀｲﾍｲﾖｳ ﾀﾞｯｼｭﾂｷ 四至本八郎　 1450

ｶｲｾﾝ ﾋﾜ ﾏｾﾞﾗﾝ ｶｲｷｮｳ ﾄｯﾊﾟｷ 佐藤新十郎　 1188

ｶｲﾀｸ ｹﾂﾙｲｼ 大政翼賛会北海道支部　 465

ｶｲﾀｸｼｬ ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｲｲ 寺島柾史　 655

ｶｲﾀｸｼｬ ｼﾗｾ ﾁｭｳｲ 岡田三郎　 665

ｶｲﾀｸ ｾﾝﾍﾟｲ 冬木憑　 1353

ｶｲﾀｸﾀﾞﾝ ｵｲﾀﾁ ﾉ ｷ 浅川四郎　 832

ｶﾞｲﾁｭｳ ﾎﾞｳｼﾞｮ ﾉ ｼﾞｯｻｲ 石井悌　 1168

ｶｲﾃｲ ｺｸｼﾞﾝ 南沢十七　 234

ｶｲﾅﾝﾄｳ ﾉ ｶｲﾊﾂｼｬ ｶﾂﾏﾀ ｾﾞﾝｻｸ 長沼依山　 81

ｶｲﾍｲﾀﾞﾝ 関口好雄　 1041

ｶｲﾎﾞｳ ﾁｮｳﾎｳｾﾝ 茂野幽考　 1305

ｶﾞｲﾑｼｮｳ ｺｳﾋｮｳｼｭｳ 　 793

ｶﾞｲﾑｼｮｳ ｺｳﾋｮｳｼｭｳ 　 794

ｶﾞｲﾑｼｮｳ ｺｳﾋｮｳｼｭｳ 　 795

ｶｲﾖｳ ｺｸﾎﾞｳ ﾁﾘ ベルリン海洋研究所　 980

ｶｲﾖｳ ﾉ ｾｲﾌｸ 岡沢武　 1405

ｶｴﾗﾇ ﾁｭｳﾀｲ 丹羽文雄　 1336

ｶｴﾙ ﾍｲﾀｲ 難波虎一　 1490

ｶｶﾞｸ ﾉ ﾆﾎﾝﾃｷ ﾊｱｸ 橋田邦彦　 1063

ｶｶﾞｸ ﾏﾝｶﾞ ﾎﾟﾝﾁｬﾝ ﾉ ｲﾀｽﾞﾗ ﾆｯｷ 横山隆一　 265

ｶｶﾞﾔｸ ﾃﾂ ｼﾞｭｳｼﾞｼｮｳ ドイツ青少年指導局　 165

ｶｷｮｳ ｻﾞｯｷ 根岸佶　 841

ｶｸｼﾝ ｹｲｻﾞｲ ｺｳﾜ 鈴木憲久　 826

ｶﾞｸﾄ ｼｭﾂｼﾞﾝ 武野藤介　 1316

ｶｹｲ ﾉ ｽｳｶﾞｸ 小倉金之助　 849

ｶｼﾊﾗ ﾉ ﾄｵﾂﾐｵﾔ 菟田茂丸　 440

ｶｼﾞｭ ｴﾝｹﾞｲ 西田悦夫　 1173

ｶｾﾝ ｵ ﾕｸ 山口季信　 1535

ｶｾﾝ ﾄ ﾄﾓ ﾆ 能勢正信　 1496

ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ ｶﾝﾄｳｷ 柏木啓一　 1414

ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙ ｹｯｼ ﾉ ﾃﾞﾝﾚｲ 富田邦彦　 160

ｶﾁﾇｸ ﾋ ﾏﾃﾞ 熊谷幸利　 876

ｶﾂ ｶｲｼｭｳ 木村毅　 79
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

勝海舟　 ｶﾂ ｶｲｼｭｳ 和田政雄　 80 

滑空機操縦読本　 ｶｯｸｳｷ ｿｳｼﾞｭｳ ﾄﾞｸﾎﾝ 清水緑　他 1116 

学校家庭模型航空機の製作法　 ｶﾞｯｺｳ ｶﾃｲ ﾓｹｲ ｺｳｸｳｷ ﾉ ｾｲｻｸﾎｳ 高橋直二　 138 

学校少年団の理論と訓練　 ｶﾞｯｺｳ ｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ ﾉ ﾘﾛﾝ ﾄ ｸﾝﾚﾝ 大沼直輔　 863 

勝つ為に戦ふ村　 ｶﾂ ﾀﾒﾆ ﾀﾀｶｳ ﾑﾗ 斉藤弔花　 1152 

家庭国防国家問答　 ｶﾃｲ ｺｸﾎﾞｳ ｺｯｶ ﾓﾝﾄﾞｳ 鈴木庫三　 885 

家庭における子供の鍛錬　 ｶﾃｲ ﾆ ｵｹﾙ ｺﾄﾞﾓ ﾉ ﾀﾝﾚﾝ 青木誠四郎　 861 

家庭における子供の鍛錬　 ｶﾃｲ ﾆ ｵｹﾙ ｺﾄﾞﾓ ﾉ ﾀﾝﾚﾝ 青木誠四郎　 8 

加藤清正　 ｶﾄｳ ｷﾖﾏｻ 和田政雄　 642 

加藤清正　 ｶﾄｳ ｷﾖﾏｻ 張赫宙　 1320 

加藤攻撃戦鬪隊　 ｶﾄｳ ｺｳｹﾞｷ ｾﾝﾄｳﾀｲ 田中林平　 1473 

紙芝居　 ｶﾐｼﾊﾞｲ 佐木秋夫　 1208 

硝子の驚異　 ｶﾞﾗｽ ﾉ ｷｮｳｲ Ｆ ・シェッフェル　 1146 

硝子の生長　 ｶﾞﾗｽ ﾉ ｾｲﾁｮｳ 各務鉱三　 1145 

樺太風物抄　 ｶﾗﾌﾄ ﾌｳﾌﾞﾂｼｮｳ 谷内尚文　 728 

看雲録　 ｶﾝｳﾝﾛｸ 米山梅吉　 749 

寒地作戦　 ｶﾝﾁ ｻｸｾﾝ 舟橋茂　 1013 

間諜帝都に迫る　 ｶﾝﾁｮｳ ﾃｲﾄ ﾆ ｾﾏﾙ 三上紫郎　 229 

関東州施政三十年回顧座談会　 ｶﾝﾄｳｼｭｳ ｼｾｲ ｻﾝｼﾞｭｳﾈﾝ ｶｲｺ ｻﾞﾀﾞﾝｶｲ 　 779 

廣東進軍抄　 ｶﾝﾄﾝ ｼﾝｸﾞﾝｼｮｳ 火野葦平　 1505 

広東百題　 ｶﾝﾄﾝ ﾋｬｸﾀﾞｲ 西晴雲　 485 

頑張る力　 ｶﾞﾝﾊﾞﾙ ﾁｶﾗ 山田忍三　 432 

キ 機械科学の驚異　 ｷｶｲ ｶｶﾞｸ ﾉ ｷｮｳｲ 加藤弁三郎　 74 

機械化の発展は土台から　 ｷｶｲｶ ﾉ ﾊｯﾃﾝ ﾜ ﾄﾞﾀﾞｲ ｶﾗ 中島武　 893 

機械化部隊　 ｷｶｲｶ ﾌﾞﾀｲ 藤田実彦　 1138 

機械化兵器　 ｷｶｲｶ ﾍｲｷ 村田皎三　 1141 

機械化兵器読本　 ｷｶｲｶ ﾍｲｷ ﾄﾞｸﾎﾝ 吉田豊彦　 1142 

機械工作工員技術読本　 ｷｶｲ ｺｳｻｸ ｺｳｲﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ ﾄﾞｸﾎﾝ 小谷部久治郎　 1105 

旗艦先頭　 ｷｶﾝ ｾﾝﾄｳ 西村皎三　 180 

戯曲集陸奥宗光幡隨院長兵衛　 ｷﾞｷｮｸｼｭｳ ﾑﾂ ﾑﾈﾐﾂ ﾊﾞﾝｽﾞｲｲﾝ ﾁｮｳﾍﾞｴ 藤森成吉　 1250 

義肢に血の通ふまで　 ｷﾞｼ ﾆ ﾁ ﾉ ｶﾖｳ ﾏﾃﾞ 保利清　 1072 

帰順兵記新しき旗　 ｷｼﾞｭﾝﾍｲｷ ｱﾀﾗｼｷ ﾊﾀ 三浦新一郎　 1523 

北を護る兵士達　 ｷﾀ ｵ ﾏﾓﾙ ﾍｲｼﾀﾁ 高井貞二　 1462 

北支那の総蹶起　 ｷﾀ ｼﾅ ﾉ ｿｳｹｯｷ 日支問題研究会　 486 

北白川宮永久王殿下　 ｷﾀｼﾗｶﾜﾉﾐﾔ ﾅｶﾞﾋｻｵｳ ﾃﾞﾝｶ 中島武　 628 

北畠親房　 ｷﾀﾊﾞﾀｹ ﾁｶﾌｻ 那須辰造　 90 

來るべき日本　 ｷﾀﾙﾍﾞｷ ﾆﾎﾝ 下村海南　 838 

基地　 ｷﾁ 北村小松　 1287 

吉祥鹿毛　 ｷｯｼｮｳ ｶｹﾞ 長谷川伸　 5 

紀ノ上一族　 ｷﾉｶﾐ ｲﾁｿﾞｸ 久生十蘭　 1344 

君たちの力　 ｷﾐﾀﾁ ﾉ ﾁｶﾗ 平出英夫　 200 

九軍神の少年時代　 ｷｭｳｸﾞﾝｼﾝ ﾉ ｼｮｳﾈﾝ ｼﾞﾀﾞｲ 関瑞臣　 132 

急降下爆撃隊　 ｷｭｳｺｳｶ ﾊﾞｸｹﾞｷﾀｲ Ｈ ．メッフェルト　 1559 

九・一八価格停止令の解説　 ｷｭｳ ﾃﾝ ｲﾁﾊﾁ ｶｶｸ ﾃｲｼﾚｲ ﾉ ｶｲｾﾂ 商工経営研究会　 824 

胡瓜栽培の実際　 ｷｭｳﾘ ｻｲﾊﾞｲ ﾉ ｼﾞｯｻｲ 堀準爾　 1174 

教育維新　 ｷｮｳｲｸ ｲｼﾝ 伏見猛弥　 856 

驚異のドイツ　 ｷｮｳｲ ﾉ ﾄﾞｲﾂ 田畑為彦　 538 

共栄圏の北と南　 ｷｮｳｴｲｹﾝ ﾉ ｷﾀ ﾄ ﾐﾅﾐ 平貞蔵　 746 

教学叢書　第２輯〔１〕　天地の大道と親心 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 小西重直　 308 

教学叢書　第２輯〔２〕学問的方法 仏教の全体性原理・・・ ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 西田幾多郎　他 309 

教学叢書　第２輯〔３〕　思想国防 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 山本勝市　 310 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

教学叢書　第２輯〔４〕　知恩報徳 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 金子大栄　 311 

教学叢書　第３輯〔１〕　隨処真の説 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 間宮英宗　 312 

教学叢書　第３輯〔２〕　農村教育の基調 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 佐々井信太郎　 313 

教学叢書　第３輯〔３〕　鉄と文明 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 本多光太郎　 314 

教学叢書　第３輯〔４〕　日独文化交渉史の回顧 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 友枝高彦　 315 

教学叢書　第５輯〔１〕　国史より見たる国民性 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 栗田元次　 316 

教学叢書　第５輯〔２〕　日本哲学の先蹝 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 田辺元　 317 

教学叢書　第５輯〔３〕　近代生活に於ける禅堂の意義 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 鈴木大拙　 318 

教学叢書　第５輯〔４〕　近世復古思想 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 竹岡勝也　 319 

教学叢書　第５輯〔５〕　時局と産業人 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 伍堂卓雄　 320 

教学叢書　第６輯〔１〕　十七条憲法と大乗仏教 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 佐伯定胤　 321 

教学叢書　第６輯〔２〕　偉大なる神話 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 紀平正美　 322 

教学叢書　第６輯〔３〕　楠氏一門の教養 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 中村直勝　 323 

教学叢書　第６輯〔４〕　航空機発達の趨勢 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 和田小六　 324 

教学叢書　第７輯〔１〕　日本仏教の開顕と親鸞聖人 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 梅原真隆　 325 

教学叢書　第７輯〔２〕　最近物理学の問題 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 福田光治　 326 

教学叢書　第７輯〔３〕　日本人の栄養のために ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 宮入慶之助　 327 

教学叢書　第８輯〔１〕　自然科学に就いて ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 松井元興　 328 

教学叢書　第８輯〔２〕　我が国の気候と其の国民性・・・ ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 藤原咲平　 329 

教学叢書　第８輯〔３〕　日本音楽の真髄 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 田辺尚雄　 330 

教学叢書　第９輯〔１〕　神武天皇の御鴻業 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 吉田静致　 331 

教学叢書　第９輯〔２〕　惟神の大道 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 筧克彦　 332 

教学叢書　第９輯〔３〕　今上陛下御日常の一端 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 鈴木貫太郎　 333 

教学叢書　第９輯〔４〕　興亜の大業 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 松岡洋右　 334 

教学叢書　第９輯〔５〕　科学する心 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 橋田邦彦　 335 

教学叢書　特輯１３　国史上より見たる国体と国民精神 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 長沼賢海　 338 

教学叢書　第１３輯〔１〕　大東亜戦争と日本経済 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 難波田春夫　 336 

教学叢書　第１３輯〔２〕　国防と海運 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 和辻春樹　 337 

教学叢書　特輯１４　神道について ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 清原貞雄　 339 

教学叢書　特輯１７　国民道徳大意 ｷｮｳｶﾞｸ ｿｳｼｮ 西晋一郎　 340 

胸像建設紀念瓜生海軍大將を偲びて　 ｷｮｳｿﾞｳ ｹﾝｾﾂ ｷﾈﾝ ｳﾘｭｳ ｶｲｸﾞﾝ ﾀｲｼｮｳ ｵ ｼﾉﾋﾞﾃ 瓜生外吉　 635 

鏡泊湖　 ｷｮｳﾊｸｺ 鑓田研一　 1370 

巨豪・松岡洋右　 ｷｮｺﾞｳ ﾏﾂｵｶ ﾖｳｽｹ 大川三郎　 709 

霧の基地　 ｷﾘ ﾉ ｷﾁ 柴田賢次郎　 1452 

近世偉人秘話　 ｷﾝｾｲ ｲｼﾞﾝ ﾋﾜ 小野田亮正　 563 

近代科学戦　 ｷﾝﾀﾞｲ ｶｶﾞｸｾﾝ 松平道夫　 986 

近代戦と国防技術　 ｷﾝﾀﾞｲｾﾝ ﾄ ｺｸﾎﾞｳ ｷﾞｼﾞｭﾂ ハウゼル　 971 

近代戦と日本刀　 ｷﾝﾀﾞｲｾﾝ ﾄ ﾆﾎﾝﾄｳ 本阿弥光遜　 1205 

近代の化学戦　 ｷﾝﾀﾞｲ ﾉ ｶｶﾞｸｾﾝ 福井信立　 1002 

勤皇志士詩歌集　 ｷﾝﾉｳ ｼｼ ｼｲｶｼｭｳ 黒岩一郎　 1224 

勤労教育の理論と方法　 ｷﾝﾛｳ ｷｮｳｲｸ ﾉ ﾘﾛﾝ ﾄ ﾎｳﾎｳ 大倉邦彦　 387 

勤労秀歌　 ｷﾝﾛｳ ｼｭｳｶ 谷馨　 1233 

勤労青年の教養的生活　 ｷﾝﾛｳ ｾｲﾈﾝ ﾉ ｷｮｳﾖｳﾃｷ ｾｲｶﾂ 中込友美　 1094 

勤労世界観　 ｷﾝﾛｳ ｾｶｲｶﾝ 大倉邦彦　 388 

勤労文化　 ｷﾝﾛｳ ﾌﾞﾝｶ 鈴木舜一　 1092 

ク 空軍戦略　 ｸｳｸﾞﾝ ｾﾝﾘｬｸ 北川清一　 1052 

空襲荒鷲部隊　 ｸｳｼｭｳ ｱﾗﾜｼ ﾌﾞﾀｲ 三浦辰次　 228 

空中漂流一週間　 ｸｳﾁｭｳ ﾋｮｳﾘｭｳ ｲｯｼｭｳｶﾝ 海野十三　 1272 

くえびこ様　 ｸｴﾋﾞｺｻﾏ 牧野大誓　 222 

鯨　 ｸｼﾞﾗ 大村秀雄　他 1186 

楠木一族　 ｸｽﾉｷ ｲﾁｿﾞｸ 龍膽寺雄　 653 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

楠木正成　 ｸｽﾉｷ ﾏｻｼｹﾞ 武者小路実篤　 1252 

九段櫻　 ｸﾀﾞﾝｻﾞｸﾗ 権藤重義　 568 

国の護り　 ｸﾆ ﾉ ﾏﾓﾘ 福永恭助　 211 

雲と兵隊　 ｸﾓ ﾄ ﾍｲﾀｲ 西田稔　 175 

蜘蛛の糸　 ｸﾓ ﾉ ｲﾄ 芥川龍之介　 1 

苦悶する支那　 ｸﾓﾝｽﾙ ｼﾅ 中山樵夫　 1551 

グライダ－　 ｸﾞﾗｲﾀﾞ- 増田正文　 1125 

グライダ－の話　 ｸﾞﾗｲﾀﾞ- ﾉ ﾊﾅｼ 山崎好雄　 1128 

クルップ　 ｸﾙｯﾌﾟ Ｗ ・ベルドロウ　 654 

黒将軍快々譚　 ｸﾛｼｮｳｸﾞﾝ ｶｲｶｲﾀﾝ 佐藤紅緑　 106 

黒船時代　 ｸﾛﾌﾈ ｼﾞﾀﾞｲ 塚原健二郎　 112 

軍艦旗の下に　 ｸﾞﾝｶﾝｷ ﾉ ﾓﾄ ﾆ 海野十三　 41 

軍艦の驚異　 ｸﾞﾝｶﾝ ﾉ ｷｮｳｲ 広瀬彦太　 204 

軍艦の知識　 ｸﾞﾝｶﾝ ﾉ ﾁｼｷ 永松浅造　 1131 

軍旗の下に　 ｸﾞﾝｷ ﾉ ﾓﾄ ﾆ 長谷川宇一　 189 

軍国の母の姿　〔第１輯〕 ｸﾞﾝｺｸ ﾉ ﾊﾊ ﾉ ｽｶﾞﾀ 瀬尾芳夫　 877 

軍国の母の姿　第２輯 ｸﾞﾝｺｸ ﾉ ﾊﾊ ﾉ ｽｶﾞﾀ 瀬尾芳夫　 878 

軍事探偵愛国の英雄　 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀﾝﾃｲ ｱｲｺｸ ﾉ ｴｲﾕｳ 小山勝清　 101 

軍縮会議と日本　 ｸﾞﾝｼｭｸ ｶｲｷﾞ ﾄ ﾆﾎﾝ 本多熊太郎　 809 

軍縮会議の決裂と帝国の海軍　 ｸﾞﾝｼｭｸ ｶｲｷﾞ ﾉ ｹﾂﾚﾂ ﾄ ﾃｲｺｸ ﾉ ｶｲｸﾞﾝ 大日本連合青年団　 912 

軍需工場　 ｸﾞﾝｼﾞｭ ｺｳｼﾞｮｳ 藤岡一弥　 1352 

軍神加藤少将　 ｸﾞﾝｼﾝ ｶﾄｳ ｼｮｳｼｮｳ 棟田博　 644 

軍神加藤少将　 ｸﾞﾝｼﾝ ｶﾄｳ ｼｮｳｼｮｳ 大隈俊雄　 82 

軍神杉本中佐　 ｸﾞﾝｼﾝ ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｭｳｻ 藤井猪勢治　 666 

軍神杉本中佐　 ｸﾞﾝｼﾝ ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｭｳｻ 富田常雄　 126 

軍人村長　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｿﾝﾁｮｳ 富沢有為男　 1327 

軍人魂　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ﾀﾞﾏｼｲ 緒方九州男　 1407 

軍人勅諭読本　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ﾁｮｸﾕ ﾄﾞｸﾎﾝ 朝比奈策太郎　 870 

軍神伝　上巻 ｸﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝ 秦賢助　 619 

軍神西住戦車長　 ｸﾞﾝｼﾝ ﾆｼｽﾞﾐ ｾﾝｼｬﾁｮｳ 高木義賢　 182 

軍神の母　 ｸﾞﾝｼﾝ ﾉ ﾊﾊ 鈴木紀子　 6 

軍神の母　 ｸﾞﾝｼﾝ ﾉ ﾊﾊ 吉尾なつ子　 725 

軍馬と火戦　 ｸﾞﾝﾊﾞ ﾄ ｶｾﾝ 宮井佳夫　 1525 

薫風の島々　 ｸﾝﾌﾟｳ ﾉ ｼﾏｼﾞﾏ 寒川光太郎　 1449 

ケ 敬仰乃木將軍　 ｹｲｷﾞｮｳ ﾉｷﾞ ｼｮｳｸﾞﾝ 長谷川正道　 688 

経済上より見たる支那事変の本質　 ｹｲｻﾞｲｼﾞｮｳ ﾖﾘ ﾐﾀﾙ ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾉ ﾎﾝｼﾂ 木村増太郎　 477 

経済新体制の諸問題　 ｹｲｻﾞｲ ｼﾝﾀｲｾｲ ﾉ ｼｮﾓﾝﾀﾞｲ 岩崎英恭　 817 

景忠剳記　 ｹｲﾁｭｳ ｻｯｷ 進藤一　 694 

撃滅　 ｹﾞｷﾒﾂ 海野十三　 1273 

激浪を衝く　 ｹﾞｷﾛｳ ｵ ﾂｸ 高島晴雄　 417 

決死潜航十勇士　 ｹｯｼ ｾﾝｺｳ ｼﾞｭｳﾕｳｼ 海軍省黒潮会　 1413 

決死の密偵行　 ｹｯｼ ﾉ ﾐｯﾃｲｺｳ 萩原新生　 1498 

血戦　 ｹｯｾﾝ 若林虎雄　 1545 

決戦下の食糧増産　 ｹｯｾﾝｶ ﾉ ｼｮｸﾘｮｳ ｿﾞｳｻﾝ 加藤完治　 1158 

決戦下の青少年　 ｹｯｾﾝｶ ﾉ ｾｲｼｮｳﾈﾝ 原了　 424 

決戦下のドイツ婦人　 ｹｯｾﾝｶ ﾉ ﾄﾞｲﾂ ﾌｼﾞﾝ イルゼ・ブレツシユリ－ベ　 539 

決戦期の日本　 ｹｯｾﾝｷ ﾉ ﾆﾎﾝ 下村海南　 744 

元寇史話　 ｹﾞﾝｺｳ ｼﾜ 田中政喜　 456 

現時局下の防空　 ｹﾞﾝ ｼﾞｷｮｸｶ ﾉ ﾎﾞｳｸｳ 難波三十四　 1056 

元帥山本五十六伝　 ｹﾞﾝｽｲ ﾔﾏﾓﾄ ｲｿﾛｸ ﾃﾞﾝ 朝日新聞社　 715 

建設戦記　 ｹﾝｾﾂ ｾﾝｷ 上田広　 1266 
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建設戦記　続 ｹﾝｾﾂ ｾﾝｷ 上田広　 1267 

現代印度の諸問題　 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｲﾝﾄﾞ ﾉ ｼｮﾓﾝﾀﾞｲ 脇山康之助　 524 

現代印度論　 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｲﾝﾄﾞﾛﾝ 伊東敬　 521 

現代語訳葉隠全集　上 ｹﾞﾝﾀﾞｲｺﾞﾔｸ ﾊｶﾞｸﾚ ｾﾞﾝｼｭｳ 大木陽堂　 403 

現代支那人物論　 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾅ ｼﾞﾝﾌﾞﾂﾛﾝ 吉岡文六　 624 

現代諸家女性訓　 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼｮｶ ｼﾞｮｾｲｸﾝ 菊池寛　 410 

現代生活叢書　第１輯　いろいろの健康法 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｾｲｶﾂ ｿｳｼｮ 正木不如丘　 341 

現代生活叢書　第２輯　新時代の雄弁法 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｾｲｶﾂ ｿｳｼｮ 清瀬一郎　 342 

現代生活叢書　第３輯　満洲問題 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｾｲｶﾂ ｿｳｼｮ 米田実　 343 

現代生活叢書　第４輯　スポーツの話 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｾｲｶﾂ ｿｳｼｮ 吉田章信　 344 

現代生活叢書　第５輯　味噌と醤油 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｾｲｶﾂ ｿｳｼｮ 黒野勘六　 345 

現代生活叢書　第７輯　最近のソウエート・ロシア ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｾｲｶﾂ ｿｳｼｮ 秋田雨雀　 346 

現代生活叢書　第８輯　西洋音楽の聴方 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｾｲｶﾂ ｿｳｼｮ 田辺尚雄　 347 

現代生活叢書　第９輯　宗教と人生 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｾｲｶﾂ ｿｳｼｮ 高島米峰　 348 

現代生活叢書　第１０輯　我をして町村長たらしめば ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｾｲｶﾂ ｿｳｼｮ 山崎延吉　 349 

現代生活叢書　第１１輯　写真の知識 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｾｲｶﾂ ｿｳｼｮ 岡田紅陽　 350 

現代生活叢書　第１２輯　優生運動 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｾｲｶﾂ ｿｳｼｮ 池田林儀　 351 

現代生活叢書　第１３輯　手軽に出来る美容法 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｾｲｶﾂ ｿｳｼｮ 山本久栄　 352 

現代日本外交史　 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾆﾎﾝ ｶﾞｲｺｳｼ 丸山国雄　 811 

現代のアメリカ　 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾉ ｱﾒﾘｶ アンドレ・シ－グフリ－ド　 551 

現地報告農村総動員　 ｹﾞﾝﾁ ﾎｳｺｸ ﾉｳｿﾝ ｿｳﾄﾞｳｲﾝ 東京朝日新聞社　 1164 

コ 興亜経済を描く　 ｺｳｱ ｹｲｻﾞｲ ｵ ｴｶﾞｸ 東京日日新聞社経済部　 829 

興亞経済地理　 ｺｳｱ ｹｲｻﾞｲ ﾁﾘ 佐藤弘　 815 

興亞建設の基礎知識　 ｺｳｱ ｹﾝｾﾂ ﾉ ｷｿ ﾁｼｷ 楢崎観一　 484 

興亜講演集　第３輯 ｺｳｱ ｺｳｴﾝｼｭｳ 　 887 

興亜講演集　第４輯 ｺｳｱ ｺｳｴﾝｼｭｳ 　 888 

興亜少年　 ｺｳｱ ｼｮｳﾈﾝ 矢沢邦彦　 246 

興亞農民読本　 ｺｳｱ ﾉｳﾐﾝ ﾄﾞｸﾎﾝ 山崎延吉　 1155 

興亜論　 ｺｳｱﾛﾝ 吉田三郎　 381 

廣安門　 ｺｳｱﾝﾓﾝ 桜井徳太郎　 883 

號外　 ｺﾞｳｶﾞｲ 川口松太郎　 1284 

光華抄　 ｺｳｶｼｮｳ 大谷智子　 1376 

工業日本精神　 ｺｳｷﾞｮｳ ﾆﾎﾝ ｾｲｼﾝ 藤原銀次郎　 1078 

航空　 ｺｳｸｳ Ｅ．Ｋ．ガン　 1110 

航空記　 ｺｳｸｳｷ 佐藤喜一郎　 1114 

航空將校の手記　 ｺｳｸｳ ｼｮｳｺｳ ﾉ ｼｭｷ 和田政雄　 1544 

航空少年読本　 ｺｳｸｳ ｼｮｳﾈﾝ ﾄﾞｸﾎﾝ 西原勝　 177 

航空読本　 ｺｳｸｳ ﾄﾞｸﾎﾝ 小川太一郎　 1109 

航空の技術と精神　 ｺｳｸｳ ﾉ ｷﾞｼﾞｭﾂ ﾄ ｾｲｼﾝ 藤田雄蔵　 1123 

航空の驚異　 ｺｳｸｳ ﾉ ｷｮｳｲ 中正夫　 1118 

航空の書　 ｺｳｸｳ ﾉ ｼｮ 中正夫　 1119 

航空美術　 ｺｳｸｳ ﾋﾞｼﾞｭﾂ 大日本航空美術協会　 1196 

航空部隊　 ｺｳｸｳ ﾌﾞﾀｲ 榊山潤　 1298 

航空部隊二十年　 ｺｳｸｳ ﾌﾞﾀｲ ﾆｼﾞｭｳﾈﾝ 柴田真三朗　 114 

航空兵読本　 ｺｳｸｳﾍｲ ﾄﾞｸﾎﾝ 西原勝　 1057 

航空母艦　 ｺｳｸｳ ﾎﾞｶﾝ 永村清　 1132 

皇軍百萬　 ｺｳｸﾞﾝ ﾋｬｸﾏﾝ 木村毅　 1293 

工藝と工業の金屬　 ｺｳｹﾞｲ ﾄ ｺｳｷﾞｮｳ ﾉ ｷﾝｿﾞｸ 加瀬勉　 1144 

皇国海戦史海ゆかば　 ｺｳｺｸ ｶｲｾﾝｼ ｳﾐ ﾕｶﾊﾞ 永松浅造　 970 

皇国完勝の体制　 ｺｳｺｸ ｶﾝｼｮｳ ﾉ ﾀｲｾｲ 仁宮武夫　 894 

皇国二千六百年史　 ｺｳｺｸ ﾆｾﾝ ﾛｯﾋﾟｬｸﾈﾝｼ 藤谷みさを　 460 
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皇国日本の大道　 ｺｳｺｸ ﾆﾎﾝ ﾉ ﾀﾞｲﾄﾞｳ 徳富猪一郎　 364 

皇国に身を捧げて　 ｺｳｺｸ ﾆ ﾐ ｵ ｻｻｹﾞﾃ 飯田豊二　 17 

皇国農民の道　 ｺｳｺｸ ﾉｳﾐﾝ ﾉ ﾐﾁ 農村更生協会　 1154 

皇国の興廃太平洋にあり　 ｺｳｺｸ ﾉ ｺｳﾊｲ ﾀｲﾍｲﾖｳ ﾆ ｱﾘ 広瀬彦太　 979 

公爵山縣有朋伝　上巻 ｺｳｼｬｸ ﾔﾏｶﾞﾀ ｱﾘﾄﾓ ﾃﾞﾝ 徳富猪一郎　 711 

公爵山縣有朋伝　中巻 ｺｳｼｬｸ ﾔﾏｶﾞﾀ ｱﾘﾄﾓ ﾃﾞﾝ 徳富猪一郎　 712 

公爵山縣有朋伝　下巻 ｺｳｼｬｸ ﾔﾏｶﾞﾀ ｱﾘﾄﾓ ﾃﾞﾝ 徳富猪一郎　 713 

濠洲侵略史　 ｺﾞｳｼｭｳ ｼﾝﾘｬｸｼ 斑目文雄　 558 

工場生活と少年の教育　 ｺｳｼﾞｮｳ ｾｲｶﾂ ﾄ ｼｮｳﾈﾝ ﾉ ｷｮｳｲｸ 大塚好　 1085 

工場の四季　 ｺｳｼﾞｮｳ ﾉ ｼｷ 鈴木舜一　 1231 

黄塵　 ｺｳｼﾞﾝ 上田広　 1268 

抗戦の首都重慶　 ｺｳｾﾝ ﾉ ｼｭﾄ ｼﾞｭｳｹｲ 呉済生　 479 

轟沈　 ｺﾞｳﾁﾝ 小笠原淳隆　 937 

皇道精神を明かにした少国民の道　 ｺｳﾄﾞｳ ｾｲｼﾝ ｵ ｱｷﾗｶ ﾆ ｼﾀ ｼｮｳｺｸﾐﾝ ﾉ ﾐﾁ 浜口寛一　 193 

皇道日本の世界化　 ｺｳﾄﾞｳ ﾆﾎﾝ ﾉ ｾｶｲｶ 徳富猪一郎　 365 

皇道の真精神　 ｺｳﾄﾞｳ ﾉ ｼﾝｾｲｼﾝ 土肥原賢二　 891 

航南私記　 ｺｳﾅﾝ ｼｷ 広瀬武夫　 739 

江南ところどころ　 ｺｳﾅﾝ ﾄｺﾛ ﾄﾞｺﾛ 徳川義親　 1482 

皇武　 ｺｳﾌﾞ 館野覚治　 363 

後方の土　 ｺｳﾎｳ ﾉ ﾂﾁ 立野信之　 1470 

工民魂　 ｺｳﾐﾝﾀﾞﾏｼｲ 清家正　 389 

皇民の書　 ｺｳﾐﾝ ﾉ ｼｮ 武藤貞一　 378 

国際スパイ物語　 ｺｸｻｲ ｽﾊﾟｲ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 黒田礼二　 908 

国際秘密戦と防諜　 ｺｸｻｲ ﾋﾐﾂｾﾝ ﾄ ﾎﾞｳﾁｮｳ 丸山義雄　 917 

国史をつらぬく力　 ｺｸｼ ｵ ﾂﾗﾇｸ ﾁｶﾗ 遠藤元男　 45 

国史と世界史　 ｺｸｼ ﾄ ｾｶｲｼ 中村一良　 459 

黒人島　前篇 ｺｸｼﾞﾝﾄｳ 海野十三　 42 

国体の本義解釋　 ｺｸﾀｲ ﾉ ﾎﾝｷﾞ ｶｲｼｬｸ 大内地山　 390 

獄中獄外　 ｺﾞｸﾁｭｳ ｺﾞｸｶﾞｲ 児玉誉志夫　 1434 

国土の精神　 ｺｸﾄﾞ ﾉ ｾｲｼﾝ 江沢讓爾　 449 

国難と北條時宗　 ｺｸﾅﾝ ﾄ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄｷﾑﾈ 関靖　 707 

國難に直面して　 ｺｸﾅﾝ ﾆ ﾁｮｸﾒﾝｼﾃ 石原広一郎　 742 

国防経済と科学　 ｺｸﾎﾞｳ ｹｲｻﾞｲ ﾄ ｶｶﾞｸ 大河内正敏　 818 

国防の先覚阪本天山　 ｺｸﾎﾞｳ ﾉ ｾﾝｶｸ ｻｶﾓﾄ ﾃﾝｻﾞﾝ 中貞夫　 111 

国防の先覚者物語　 ｺｸﾎﾞｳ ﾉ ｾﾝｶｸｼｬ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 永島不二男　 617 

国民運動の再出発　 ｺｸﾐﾝ ｳﾝﾄﾞｳ ﾉ ｻｲｼｭｯﾊﾟﾂ 安達巌　 764 

国民海軍読本　 ｺｸﾐﾝ ｶｲｸﾞﾝ ﾄﾞｸﾎﾝ 植松尊慶　 1030 

国民学校教育論　 ｺｸﾐﾝ ｶﾞｯｺｳ ｷｮｳｲｸﾛﾝ 吉田熊次　 857 

国民学校新教材による自然觀察の教室　 ｺｸﾐﾝ ｶﾞｯｺｳ ｼﾝｷｮｳｻﾞｲ ﾆ ﾖﾙ ｼｾﾞﾝ ｶﾝｻﾂ ﾉ ｷｮｳｼﾂ 朝日新聞社科学朝日　 1064 

国民学校と家庭に於ける聴覚訓練　 ｺｸﾐﾝ ｶﾞｯｺｳ ﾄ ｶﾃｲ ﾆ ｵｹﾙ ﾁｮｳｶｸ ｸﾝﾚﾝ 山口保治　 859 

国民皇国史　 ｺｸﾐﾝ ｺｳｺｸｼ 高木元豁　 454 

国民娯楽の問題　 ｺｸﾐﾝ ｺﾞﾗｸ ﾉ ﾓﾝﾀﾞｲ 権田保之助　 1214 

国民士魂　 ｺｸﾐﾝ ｼｺﾝ 加藤咄堂　 404 

国民詩選　 ｺｸﾐﾝ ｼｾﾝ 岡本潤　 1220 

国民小訓　 ｺｸﾐﾝ ｼｮｳｸﾝ 徳富猪一郎　 397 

国民詩朗読のために　 ｺｸﾐﾝｼ ﾛｳﾄﾞｸ ﾉ ﾀﾒﾆ 榊原美文　 1226 

国民精神総動員原義　 ｺｸﾐﾝ ｾｲｼﾝ ｿｳﾄﾞｳｲﾝ ｹﾞﾝｷﾞ 三浦藤作　 918 

国民精神文化類輯　第２輯　国民精神の教養 ｺｸﾐﾝ ｾｲｼﾝ ﾌﾞﾝｶ ﾙｲｼｭｳ 吉田熊次　 383 

国民精神文化類輯　第３輯　我が国の神話 ｺｸﾐﾝ ｾｲｼﾝ ﾌﾞﾝｶ ﾙｲｼｭｳ 河野省三　 384 

国民精神文化類輯　第５輯　教学と思想統一 ｺｸﾐﾝ ｾｲｼﾝ ﾌﾞﾝｶ ﾙｲｼｭｳ 西晋一郎　 385 

国民精神文化類輯　第６輯　全体国家論の台頭 ｺｸﾐﾝ ｾｲｼﾝ ﾌﾞﾝｶ ﾙｲｼｭｳ 大串兎代夫　 386 
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国民童話東亜のまもり　 ｺｸﾐﾝ ﾄﾞｳﾜ ﾄｳｱ ﾉ ﾏﾓﾘ 白井喬二　 122 

国民童話虹の橋　 ｺｸﾐﾝ ﾄﾞｳﾜ ﾆｼﾞ ﾉ ﾊｼ 白井喬二　 123 

国民読書と図書群　 ｺｸﾐﾝ ﾄﾞｸｼｮ ﾄ ﾄｼｮｸﾞﾝ 堀内庸村　 277 

国民に叫ぶ　 ｺｸﾐﾝ ﾆ ｻｹﾌﾞ 奥村喜和男　 286 

国民の書　 ｺｸﾐﾝ ﾉ ｼｮ 永田秀次郎　 913 

国民文学代表作選集　昭和１５年度 ｺｸﾐﾝ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ﾀﾞｲﾋｮｳｻｸ ｾﾝｼｭｳ 国民文学研究会　 1218 

国民兵器読本　 ｺｸﾐﾝ ﾍｲｷ ﾄﾞｸﾎﾝ 鍋倉昇　 1137 

国民防衛の書　 ｺｸﾐﾝ ﾎﾞｳｴｲ ﾉ ｼｮ 上坂倉次　 879 

国民防空読本　 ｺｸﾐﾝ ﾎﾞｳｸｳ ﾄﾞｸﾎﾝ 内務省計画局　 1054 

護国の神詣で　 ｺﾞｺｸ ﾉ ｶﾐﾓｳﾃﾞ 高木英紀　 442 

湖沼戦区　 ｺｼｮｳ ｾﾝｸ 大江賢次　 1275 

国家総力戦防諜講話　 ｺｯｶ ｿｳﾘｮｸｾﾝ ﾎﾞｳﾁｮｳ ｺｳﾜ 大坪義勢　 907 

国旗掲揚式　 ｺｯｷ ｹｲﾖｳｼｷ ファンチュッリ　 207 

国旗と万歳　 ｺｯｷ ﾄ ﾊﾞﾝｻﾞｲ 河原万吉　 78 

孤島の冒険王　 ｺﾄｳ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝｵｳ 山中峯太郎　 250 

コドモキンラウブタイ　 ｺﾄﾞﾓ ｷﾝﾛｳ ﾌﾞﾀｲ 柴野民三　 116 

近衞時代の人物　 ｺﾉｴ ｼﾞﾀﾞｲ ﾉ ｼﾞﾝﾌﾞﾂ 山浦貫一　 622 

近衛新体制の全貌　 ｺﾉｴ ｼﾝﾀｲｾｲ ﾉ ｾﾞﾝﾎﾞｳ 小田俊与　 770 

御奉公　 ｺﾞﾎｳｺｳ 森崎善一　 379 

小村壽太郎　 ｺﾑﾗ ｼﾞｭﾀﾛｳ 黒木勇吉　 656 

小村壽太郎　 ｺﾑﾗ ｼﾞｭﾀﾛｳ 信夫淳平　 657 

小村壽太郎　 ｺﾑﾗ ｼﾞｭﾀﾛｳ 宿利重一　 658 

娯楽と集会の指針　 ｺﾞﾗｸ ﾄ ｼｭｳｶｲ ﾉ ｼｼﾝ 近藤春雄　 1213 

これからの日本､これからの世界　 ｺﾚｶﾗ ﾉ ﾆﾎﾝ ｺﾚｶﾗ ﾉ ｾｶｲ 下村宏　 119 

コレヒド－ル最後の日　 ｺﾚﾋﾄﾞ-ﾙ ｻｲｺﾞ ﾉ ﾋ ウノ・カズマロ　 1552 

権兵衛と烏　 ｺﾞﾝﾍﾞｴ ﾄ ｶﾗｽ 高島米峰　 1380 

サ 再起　 ｻｲｷ 高木勇夫　 1463 

再起の旗　 ｻｲｷ ﾉ ﾊﾀ 木村直祐　他 1223 

最近の蘇峰先生　 ｻｲｷﾝ ﾉ ｿﾎｳ ｾﾝｾｲ 蘇峰会　 674 

最近私の見て来た蘭印　 ｻｲｷﾝ ﾜﾀｸｼ ﾉ ﾐﾃ ｷﾀ ﾗﾝｲﾝ 吉屋信子　 1541 

西郷隆盛　 ｻｲｺﾞｳ ﾀｶﾓﾘ 高垣眸　 110 

西郷と勝安芳孫文　 ｻｲｺﾞｳ ﾄ ｶﾂ ﾔｽﾖｼ ｿﾝﾌﾞﾝ 白井喬二　 109 

咲きだす少年群　 ｻｷﾀﾞｽ ｼｮｳﾈﾝｸﾞﾝ 石森延男　 21 

佐久間左馬太　 ｻｸﾏ ｻﾏﾀ 佐久間財団　 663 

佐久良東雄　 ｻｸﾗ ｱｽﾞﾏｵ 望月茂　 664 

薩英戰爭　 ｻﾂｴｲ ｾﾝｿｳ 大仏次郎　 61 

薩英戦争と西郷南洲　 ｻﾂｴｲ ｾﾝｿｳ ﾄ ｻｲｺﾞｳ ﾅﾝｼｭｳ 茂野幽考　 466 

ＴＨＥ　ＭＡＮＣＨＯＵＫＵＯ　ＡＲＭＹ　ＡＮＤ　ＮＡＶＹ　 ｻﾞ ﾏﾝﾁｮｳｸｵ ｱ-ﾐ- ｱﾝﾄﾞ ﾈｲﾋﾞ- 満州国政府　 989 

山岳部隊　 ｻﾝｶﾞｸ ﾌﾞﾀｲ 荒井徳治　 1391 

産業指導読本勤労青少年の勝利　 ｻﾝｷﾞｮｳ ｼﾄﾞｳ ﾄﾞｸﾎﾝ ｷﾝﾛｳ ｾｲｼｮｳﾈﾝ ﾉ ｼｮｳﾘ 三好清司　 1100 

産業青年の書　 ｻﾝｷﾞｮｳ ｾｲﾈﾝ ﾉ ｼｮ 佐々木能理男　他 1091 

産業戦士　 ｻﾝｷﾞｮｳ ｾﾝｼ 飯田豊二　 1082 

産業戦士たち　 ｻﾝｷﾞｮｳ ｾﾝｼﾀﾁ 吉田与志雄　 1372 

産業戦士の歌　 ｻﾝｷﾞｮｳ ｾﾝｼ ﾉ ｳﾀ 富田常雄　 1329 

産業戦士の心構へ　 ｻﾝｷﾞｮｳ ｾﾝｼ ﾉ ｺｺﾛｶﾞﾏｴ 三村起一　 1099 

産業戦士物語　 ｻﾝｷﾞｮｳ ｾﾝｼ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 粟津清達　 1257 

産業武士道　 ｻﾝｷﾞｮｳ ﾌﾞｼﾄﾞｳ 菊池麟平　 1086 

珊瑚海を泳ぐ　 ｻﾝｺﾞｶｲ ｵ ｵﾖｸﾞ 天藤明　 1481 

三国干渉　 ｻﾝｺﾞｸ ｶﾝｼｮｳ 近松秋江　 1319 

三国同盟と日米戦　 ｻﾝｺﾞｸ ﾄﾞｳﾒｲ ﾄ ﾆﾁﾍﾞｲｾﾝ 松尾樹明　 984 

珊瑚の華　 ｻﾝｺﾞ ﾉ ﾊﾅ 間宮茂輔　 1522 
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三代の勤皇藤田小四郎　 ｻﾝﾀﾞｲ ﾉ ｷﾝﾉｳ ﾌｼﾞﾀ ｺｼﾛｳ 沙羅双樹　 1304 

シ 史歌太平洋戦　 ｼｶ ﾀｲﾍｲﾖｳｾﾝ 川田順　 1221 

時局と修養　 ｼﾞｷｮｸ ﾄ ｼｭｳﾖｳ 加藤咄堂　 409 

時局と農村　１ ｼﾞｷｮｸ ﾄ ﾉｳｿﾝ 日本学術振興会第２１小委員会　 1165 

資源経済地理　 ｼｹﾞﾝ ｹｲｻﾞｲ ﾁﾘ 石田竜次郎　 814 

資源と産業国の宝　 ｼｹﾞﾝ ﾄ ｻﾝｷﾞｮｳ ｸﾆ ﾉ ﾀｶﾗ 太田正孝　 49 

資源の戦争　 ｼｹﾞﾝ ﾉ ｾﾝｿｳ 名島明郎　 1097 

地獄への参戦　 ｼﾞｺﾞｸ ｴﾉ ｻﾝｾﾝ ヒュ－・エス・ジョンソン　 745 

志士のこころ　 ｼｼ ﾉ ｺｺﾛ 岡不可止　 58 

子爵齋藤實傅　第１巻 ｼｼｬｸ ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ ﾃﾞﾝ 斎藤子爵記念会　 659 

子爵齋藤實傳　第２巻 ｼｼｬｸ ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ ﾃﾞﾝ 斎藤子爵記念会　 660 

子爵齋藤實傳　第３巻 ｼｼｬｸ ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ ﾃﾞﾝ 斎藤子爵記念会　 661 

子爵齋藤實傳　第４巻 ｼｼｬｸ ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ ﾃﾞﾝ 斎藤子爵記念会　 662 

時代小説愛国の記　 ｼﾞﾀﾞｲ ｼｮｳｾﾂ ｱｲｺｸ ﾉ ｷ 伊藤松雄　 1261 

実際のマラリア学　 ｼﾞｯｻｲ ﾉ ﾏﾗﾘｱｶﾞｸ ア－・ゲ－・エ－・ツエルトリング　 1071 

実地経済多収穫米作法　 ｼﾞｯﾁ ｹｲｻﾞｲ ﾀｼｭｳｶｸ ﾍﾞｲｻｸﾎｳ 手島新十郎　 1169 

実地踏査ソ聯極東国境線　 ｼﾞｯﾁ ﾄｳｻ ｿﾚﾝ ｷｮｸﾄｳ ｺｯｷｮｳｾﾝ 平竹伝三　 926 

疾風部隊　 ｼｯﾌﾟｳ ﾌﾞﾀｲ 飯塚羚児　 1392 

実話防諜訓　 ｼﾞﾂﾜ ﾎﾞｳﾁｮｳｸﾝ 山口徹　 920 

師弟論　 ｼﾃｲﾛﾝ 菅原兵治　 855 

自動車隊　 ｼﾞﾄﾞｳｼｬﾀｲ 佐藤観次郎　 1443 

指導物語　 ｼﾄﾞｳ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 上田広　 1269 

使徒行伝　 ｼﾄｺｳﾃﾞﾝ 石川達三　 1258 

支那紀行　 ｼﾅ ｷｺｳ 木村毅　 1422 

支那事変歌集　 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ｶｼｭｳ 大日本歌人協会　 1234 

支那事変関係公表集　第１号 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ｶﾝｹｲ ｺｳﾋｮｳｼｭｳ 　 796 

支那事変関係公表集　第４号 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ｶﾝｹｲ ｺｳﾋｮｳｼｭｳ 　 797 

支那事変関係公表集　第５号 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ｶﾝｹｲ ｺｳﾋｮｳｼｭｳ 　 798 

支那事変救護員美談　第１輯 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ｷｭｳｺﾞｲﾝ ﾋﾞﾀﾞﾝ 　 895 

支那事変救護員美談　第２輯 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ｷｭｳｺﾞｲﾝ ﾋﾞﾀﾞﾝ 　 896 

支那事変救護員美談　第３輯 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ｷｭｳｺﾞｲﾝ ﾋﾞﾀﾞﾝ 　 897 

支那事変救護員美談　第４輯 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ｷｭｳｺﾞｲﾝ ﾋﾞﾀﾞﾝ 　 898 

支那事変救護員美談　第５輯 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ｷｭｳｺﾞｲﾝ ﾋﾞﾀﾞﾝ 　 899 

支那事変忠勇列伝　第１巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 570 

支那事変忠勇列伝　第２巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 571 

支那事変忠勇列伝　第１巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 572 

支那事変忠勇列伝　第２巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 573 

支那事変忠勇列伝　第３巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 574 

支那事変忠勇列伝　第４巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 575 

支那事変忠勇列伝　第５巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 576 

支那事変忠勇列伝　第６巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 577 

支那事変忠勇列伝　第７巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 578 

支那事変忠勇列伝　第８巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 579 

支那事変忠勇列伝　第９巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 580 

支那事変忠勇列伝　第１０巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 58 

支那事変忠勇列伝　第１１巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 58 

支那事変忠勇列伝　第１２巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 58 

支那事変忠勇列伝　第１３巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 58 

支那事変忠勇列伝　第１４巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 58 

支那事変忠勇列伝　第１５巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 58 

支那事変忠勇列伝　第１６巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 58 
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支那事変忠勇列伝　第１７巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 588 

支那事変忠勇列伝　第１８巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 589 

支那事変忠勇列伝　第１９巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 590 

支那事変忠勇列伝　第２０巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 591 

支那事変忠勇列伝　第２１巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 592 

支那事変忠勇列伝　第２２巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 593 

支那事変忠勇列伝　第２３巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 594 

支那事変忠勇列伝　第２４巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 595 

支那事変忠勇列伝　第２５巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 596 

支那事変忠勇列伝　第２６巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 597 

支那事変忠勇列伝　第２７巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 598 

支那事変忠勇列伝　第２８巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 599 

支那事変忠勇列伝　第２９巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 600 

支那事変忠勇列伝　第３０巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 601 

支那事変忠勇列伝　第３１巻 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 軍人援護会　 602 

支那事変に於ける帝国海軍の行動　 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾆ ｵｹﾙ ﾃｲｺｸ ｶｲｸﾞﾝ ﾉ ｺｳﾄﾞｳ 海軍省海軍軍事普及部　 1036 

支那事変の本質と見透し　 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾉ ﾎﾝｼﾂ ﾄ ﾐﾄｳｼ 三島康夫　 990 

支那事変報国美談　第１０輯 ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ﾎｳｺｸ ﾋﾞﾀﾞﾝ 　 874 

支那人に接する心得　 ｼﾅｼﾞﾝ ﾆ ｾｯｽﾙ ｺｺﾛｴ 原口統太郎　 868 

支那侵略者・英米財閥　 ｼﾅ ｼﾝﾘｬｸｼｬ ｴｲﾍﾞｲ ｻﾞｲﾊﾞﾂ 萍葉登　 845 

支那に與ふる書　 ｼﾅ ﾆ ｱﾀｳﾙ ｼｮ 花田仲之助　 371 

支那に在りて思ふ　 ｼﾅ ﾆ ｱﾘﾃ ｵﾓｳ 湯沢三千男　 501 

支那に於ける列強の競爭　 ｼﾅ ﾆ ｵｹﾙ ﾚｯｷｮｳ ﾉ ｷｮｳｿｳ 今井嘉幸　 473 

支那の奥地　 ｼﾅ ﾉ ｵｸﾁ 金久保通雄　 475 

支那の子供　 ｼﾅ ﾉ ｺﾄﾞﾓ 尾関岩二　 64 

支那辺境物語　 ｼﾅ ﾍﾝｷｮｳ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 読売新聞社　 502 

支那民衆の告白　 ｼﾅ ﾐﾝｼｭｳ ﾉ ｺｸﾊｸ 信濃憂人　 1550 

事変はどう片づくか　 ｼﾞﾍﾝ ﾜ ﾄﾞｳ ｶﾀｽﾞｸｶ 小林一三　 743 

ジャカルタ記　 ｼﾞｬｶﾙﾀｷ 横山隆一　 1540 

写真・海洋少年団　 ｼｬｼﾝ ｶｲﾖｳ ｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 植松尊慶　 862 

写真報道学鷲　 ｼｬｼﾝ ﾎｳﾄﾞｳ ｶﾞｸｼｭｳ 朝日新聞社　 1203 

ジャワを行く旗　 ｼﾞｬﾜ ｵ ﾕｸ ﾊﾀ 大江賢次　 1401 

ジャワ紗更　 ｼﾞｬﾜ ｻﾗｻ 武田麟太郎　 1469 

従軍歌集山西前線　 ｼﾞｭｳｸﾞﾝ ｶｼｭｳ ｻﾝｼｲ ｾﾞﾝｾﾝ 小泉苳三　 1225 

従軍看護婦長の手記　 ｼﾞｭｳｸﾞﾝ ｶﾝｺﾞ ﾌﾁｮｳ ﾉ ｼｭｷ 杉山りつ子　 1460 

従軍五十日　 ｼﾞｭｳｸﾞﾝ ｺﾞｼﾞｭｳﾆﾁ 岸田国士　 1418 

従軍作家より国民へ捧ぐ　 ｼﾞｭｳｸﾞﾝ ｻｯｶ ﾖﾘ ｺｸﾐﾝ ｴ ｻｻｸﾞ 白井喬二　 1455 

従軍珊瑚海々戦　 ｼﾞｭｳｸﾞﾝ ｻﾝｺﾞｶｲ ｶｲｾﾝ 宮村文雄　 1527 

銃後童話こどもの進軍　 ｼﾞｭｳｺﾞ ﾄﾞｳﾜ ｺﾄﾞﾓ ﾉ ｼﾝｸﾞﾝ 愛国児童連盟　 7 

銃後童話読本　 ｼﾞｭｳｺﾞ ﾄﾞｳﾜ ﾄﾞｸﾎﾝ 童話作家協会　 166 

銃後の愛　 ｼﾞｭｳｺﾞ ﾉ ｱｲ 加藤武雄　 1281 

修養と青年　 ｼｭｳﾖｳ ﾄ ｾｲﾈﾝ 朝比奈策太郎　 407 

樹海　 ｼﾞｭｶｲ 柴田賢次郎　 1453 

手技錬成防空戦と兵器の作り方　 ｼｭｷﾞ ﾚﾝｾｲ ﾎﾞｳｸｳｾﾝ ﾄ ﾍｲｷ ﾉ ﾂｸﾘｶﾀ 森本二泉　 245 

祝賀弔祭文章読本　 ｼｭｸｶﾞ ﾁｮｳｻｲ ﾌﾞﾝｼｮｳ ﾄﾞｸﾎﾝ 正富謹治　 1216 

殊勲の荒鷲　 ｼｭｸﾝ ﾉ ｱﾗﾜｼ 毎日新聞社　 220 

出征将兵作品集戦線点描　 ｼｭｯｾｲ ｼｮｳﾍｲ ｻｸﾋﾝｼｭｳ ｾﾝｾﾝ ﾃﾝﾋﾞｮｳ 桝井伍六　 1519 

殉職記録赤十字旗　 ｼﾞｭﾝｼｮｸ ｷﾛｸ ｾｷｼﾞｭｳｼﾞｷ 矢木沢健　 1533 

純忠乃木将軍　 ｼﾞｭﾝﾁｭｳ ﾉｷﾞ ｼｮｳｸﾞﾝ 渋沢青花　 187 

傷痍軍人再起奉公の手記　 ｼｮｳｲ ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｻｲｷ ﾎｳｺｳ ﾉ ｼｭｷ 軍事保護院　 1430 

傷痍軍人聖戦歌集　第２輯 ｼｮｳｲ ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｾｲｾﾝ ｶｼｭｳ 佐佐木信綱　他 1227 
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松陰先生の教育　 ｼｮｳｲﾝ ｾﾝｾｲ ﾉ ｷｮｳｲｸ 広瀬豊　 858 

常会立国論　 ｼﾞｮｳｶｲ ﾘｯｺｸﾛﾝ 平林久男　 784 

松花江　 ｼｮｳｶｺｳ 福田清人　 1348 

少国民手紙読本　 ｼｮｳｺｸﾐﾝ ﾃｶﾞﾐ ﾄﾞｸﾎﾝ 服部嘉香　 192 

少国民の科学軍艦の話　 ｼｮｳｺｸﾐﾝ ﾉ ｶｶﾞｸ ｸﾞﾝｶﾝ ﾉ ﾊﾅｼ 原田三夫　 196 

少国民の神社読本　 ｼｮｳｺｸﾐﾝ ﾉ ｼﾞﾝｼﾞｬ ﾄﾞｸﾎﾝ 竹内武雄　 140 

少国民翼賛劇集　 ｼｮｳｺｸﾐﾝ ﾖｸｻﾝ ｹﾞｷｼｭｳ 長谷山峻彦　 190 

常在戦場の人山本五十六　 ｼﾞｮｳｻﾞｲ ｾﾝｼﾞｮｳ ﾉ ﾋﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｲｿﾛｸ 伊東峻一郎　 717 

聖徳太子　 ｼｮｳﾄｸﾀｲｼ 高嶋米峰　 629 

昭南島の日章旗　 ｼｮｳﾅﾝﾄｳ ﾉ ﾆｯｼｮｳｷ 平栗竹男　 202 

昭南日本学園　 ｼｮｳﾅﾝ ﾆﾎﾝ ｶﾞｸｴﾝ 神保光太郎　 1456 

少年愛国詩集　 ｼｮｳﾈﾝ ｱｲｺｸ ｼｼｭｳ 西条八十　 103 

少年大空への道　 ｼｮｳﾈﾝ ｵｵｿﾞﾗ ｴﾉ ﾐﾁ 蕗谷虹児　 209 

少年開拓士　 ｼｮｳﾈﾝ ｶｲﾀｸｼ 浅見隆平　 14 

少年輝く白虎隊　 ｼｮｳﾈﾝ ｶｶﾞﾔｸ ﾋﾞｬｯｺﾀｲ 高木英一郎　 136 

少年航空科学の話　 ｼｮｳﾈﾝ ｺｳｸｳ ｶｶﾞｸ ﾉ ﾊﾅｼ 筑紫二郎　 153 

少年航空兵の手記　 ｼｮｳﾈﾝ ｺｳｸｳﾍｲ ﾉ ｼｭｷ 野口昂　 1494 

少年国史物語　１ ｼｮｳﾈﾝ ｺｸｼ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 前田晁　 221 

少年重砲兵　 ｼｮｳﾈﾝ ｼﾞｭｳﾎｳﾍｲ 大内直通　他 46 

少年少女国体の本義読本　 ｼｮｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞｮ ｺｸﾀｲ ﾉ ﾎﾝｷﾞ ﾄﾞｸﾎﾝ 塚本勝義　 152 

少年少女国民機械工本　 ｼｮｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞｮ ｺｸﾐﾝ ｷｶｲ ｺｳﾎﾝ 機械国防工作研究会　 83 

少年少女世界地理　上巻 ｼｮｳﾈﾝ ｼｮｳｼﾞｮ ｾｶｲ ﾁﾘ 浅井治平　 11 

少年戦車兵　 ｼｮｳﾈﾝ ｾﾝｼｬﾍｲ 清閑寺健　 129 

少年地理支那だより　 ｼｮｳﾈﾝ ﾁﾘ ｼﾅ ﾀﾞﾖﾘ 武田雪夫　 141 

少年に語る　 ｼｮｳﾈﾝ ﾆ ｶﾀﾙ 松岡洋右　 223 

少年フイリッピン史　 ｼｮｳﾈﾝ ﾌｲﾘｯﾋﾟﾝｼ 野村愛正　 185 

少年武士道　 ｼｮｳﾈﾝ ﾌﾞｼﾄﾞｳ 大坪草二郎　 52 

少年兵魂　 ｼｮｳﾈﾝﾍｲ ﾀﾞﾏｼｲ 松本要蔵　 226 

将兵を泣かせた軍馬・犬鳩武勳物語　 ｼｮｳﾍｲ ｵ ﾅｶｾﾀ ｸﾞﾝﾊﾞ ｲﾇﾊﾞﾄ ﾌﾞｸﾝ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 上沢謙二　 32 

勝利への道　 ｼｮｳﾘ ｴﾉ ﾐﾁ 宮本守雄　 867 

勝利のヒトラ－　 ｼｮｳﾘ ﾉ ﾋﾄﾗ- 池田林儀　 696 

昭和維新　 ｼｮｳﾜ ｲｼﾝ 松岡洋右　 765 

昭和国民読本　 ｼｮｳﾜ ｺｸﾐﾝ ﾄﾞｸﾎﾝ 徳富猪一郎　 366 

昭和三年陸軍特別大演習記録　 ｼｮｳﾜ ｻﾝﾈﾝ ﾘｸｸﾞﾝ ﾄｸﾍﾞﾂ ﾀﾞｲｴﾝｼｭｳ ｷﾛｸ 岩手県　 1004 

昭和の軍神西住戦車長伝　 ｼｮｳﾜ ﾉ ｸﾞﾝｼﾝ ﾆｼｽﾞﾐ ｾﾝｼｬﾁｮｳ ﾃﾞﾝ 菊池寛　 677 

昭和風雲録　 ｼｮｳﾜ ﾌｳｳﾝﾛｸ 満田巌　 462 

職域奉公人生道場寄宿舎生活の鑑　 ｼｮｸｲｷ ﾎｳｺｳ ｼﾞﾝｾｲ ﾄﾞｳｼﾞｮｳ ｷｼｭｸｼｬ ｾｲｶﾂ ﾉ ｶｶﾞﾐ 大谷幸作　 1084 

職場現地報告　 ｼｮｸﾊﾞ ｹﾞﾝﾁ ﾎｳｺｸ 池田さぶろ　 1083 

職場の教育　 ｼｮｸﾊﾞ ﾉ ｷｮｳｲｸ 中村悳　 1095 

女子勤労　 ｼﾞｮｼ ｷﾝﾛｳ 桐原葆見　 1087 

女子作業心得　 ｼﾞｮｼ ｻｷﾞｮｳ ｺｺﾛｴ 国民工業学院　 1089 

女子挺身記　 ｼﾞｮｼ ﾃｲｼﾝｷ 料治花子　 1101 

敍伝汪兆銘　 ｼﾞｮﾃﾞﾝ ｵｳ ﾁｮｳﾒｲ 沢田謙　 640 

女流十人歌集　 ｼﾞｮﾘｭｳ ｼﾞｭｳﾆﾝ ｶｼｭｳ 中河与一　 1237 

司令部南進　 ｼﾚｲﾌﾞ ﾅﾝｼﾝ 長生俊良　 1484 

史話北條時宗　 ｼﾜ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄｷﾑﾈ 関靖　 708 

シンガポ－ル　 ｼﾝｶﾞﾎﾟ-ﾙ 内藤英雄　 508 

シンガポ－ル三十五年　 ｼﾝｶﾞﾎﾟ-ﾙ ｻﾝｼﾞｭｳｺﾞﾈﾝ 西村竹四郎　 676 

新技術者精神　 ｼﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂｼｬ ｾｲｼﾝ 宮本武之輔　 1077 

成吉思汗　 ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ 尾崎士郎　 1279 

進撃　 ｼﾝｹﾞｷ くろがね会　 1428 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

新国際読本　 ｼﾝ ｺｸｻｲ ﾄｸﾎﾝ 平野等　 807 

神国二千六百年史　 ｼﾝｺｸ ﾆｾﾝ ﾛｯﾋﾟｬｸﾈﾝｼ 大島正健　 458 

新時代のクオレ　 ｼﾝｼﾞﾀﾞｲ ﾉ ｸｵﾚ ファンチュッリ　 208 

新支那と新生活運動　 ｼﾝ ｼﾅ ﾄ ｼﾝｾｲｶﾂ ｳﾝﾄﾞｳ 池崎忠孝　 472 

新支那の建設と汪精衞　 ｼﾝ ｼﾅ ﾉ ｹﾝｾﾂ ﾄ ｵｳ ｾｲｴｲ 松山悦三　 638 

神社参拝　 ｼﾞﾝｼﾞｬ ｻﾝﾊﾟｲ 西嶋東洲　 444 

神社読本　 ｼﾞﾝｼﾞｬ ﾄﾞｸﾎﾝ 全国神職会　 441 

神州少年記　 ｼﾝｼｭｳ ｼｮｳﾈﾝｷ 服部静雄　 191 

真珠の村　 ｼﾝｼﾞｭ ﾉ ﾑﾗ 上田広　 1270 

真珠湾　 ｼﾝｼﾞｭﾜﾝ ブレ－ク・クラ－ク　 1553 

真珠湾潜航　 ｼﾝｼﾞｭﾜﾝ ｾﾝｺｳ 読売新聞社出版部　 1542 

真正なる国家　 ｼﾝｼｮｳﾅﾙ ｺｯｶ 西晋一郎　 398 

新生活の設計　 ｼﾝ ｾｲｶﾂ ﾉ ｾｯｹｲ 高良富子　 850 

新世紀の思想　 ｼﾝｾｲｷ ﾉ ｼｿｳ 原勝　他 806 

新青年の書　 ｼﾝ ｾｲﾈﾝ ﾉ ｼｮ 室伏高信　 431 

新撰学校劇集　 ｼﾝｾﾝ ｶﾞｯｺｳ ｹﾞｷｼｭｳ 宮崎靖　 1207 

新戦場　 ｼﾝｾﾝｼﾞｮｳ 桜井忠温　 1441 

新選童話５年生　 ｼﾝｾﾝ ﾄﾞｳﾜ ｺﾞﾈﾝｾｲ 小出正吾　 96 

人造纎維　 ｼﾞﾝｿﾞｳ ｾﾝｲ 隅田武彦　 1147 

新体制期の構想　 ｼﾝﾀｲｾｲｷ ﾉ ｺｳｿｳ 津久井竜雄　 771 

新体制講話　 ｼﾝﾀｲｾｲ ｺｳﾜ 室伏高信　 773 

新体制と全体主義　 ｼﾝﾀｲｾｲ ﾄ ｾﾞﾝﾀｲ ｼｭｷﾞ 安達巌　 769 

新体制とはどんなことか　 ｼﾝﾀｲｾｲ ﾄﾜ ﾄﾞﾝﾅ ｺﾄｶ 松山幸逸　 772 

新中国の大指導者汪精衞　 ｼﾝ ﾁｭｳｺﾞｸ ﾉ ﾀﾞｲ ｼﾄﾞｳｼｬ ｵｳ ｾｲｴｲ 山中峯太郎　 639 

尽忠報国の精神　 ｼﾞﾝﾁｭｳ ﾎｳｺｸ ﾉ ｾｲｼﾝ 近衛文麿　 754 

陣中漫画刻む軍靴　 ｼﾞﾝﾁｭｳ ﾏﾝｶﾞ ｷｻﾞﾑ ｸﾞﾝｶ 坂本守弘　 1199 

陣中漫画・スケッチ甕風呂　 ｼﾞﾝﾁｭｳ ﾏﾝｶﾞ ｽｹｯﾁ ｶﾒﾌﾞﾛ 三上卯之介　 1201 

死んで生きよ　 ｼﾝﾃﾞ ｲｷﾖ 武本喜代蔵　 447 

神典高天原　 ｼﾝﾃﾝ ﾀｶﾏｶﾞﾊﾗ 玉井孝三郎　 437 

神典附夜見　第４ ｼﾝﾃﾝ ﾂｸﾖﾐ 玉井孝三郎　 438 

神典附夜見　第５ ｼﾝﾃﾝ ﾂｸﾖﾐ 玉井孝三郎　 439 

新東亞建設を中心とせる帝国外交條約輯　 ｼﾝ ﾄｳｱ ｹﾝｾﾂ ｵ ﾁｭｳｼﾝ ﾄ ｾﾙ ﾃｲｺｸ ｶﾞｲｺｳ ｼﾞｮｳﾔｸｼｭｳ 東京行政学会　 812 

神道思想史　 ｼﾝﾄｳ ｼｿｳｼ 山田孝雄　 436 

臣道実践　 ｼﾝﾄﾞｳ ｼﾞｯｾﾝ 小磯国昭　 392 

臣道実踐と農村婦人の立場　 ｼﾝﾄﾞｳ ｼﾞｯｾﾝ ﾄ ﾉｳｿﾝ ﾌｼﾞﾝ ﾉ ﾀﾁﾊﾞ 紀平正美　 1159 

新南方資源論　 ｼﾝ ﾅﾝﾎﾟｳ ｼｹﾞﾝﾛﾝ 経済統計研究所　 730 

新日本外史　 ｼﾝ ﾆﾎﾝ ｶﾞｲｼ 菊池寛　 450 

神皇正統記　 ｼﾞﾝﾉｳ ｼｮｳﾄｳｷ 安里延　 12 

新農村の建設　 ｼﾝ ﾉｳｿﾝ ﾉ ｹﾝｾﾂ 朝日新聞社　 1156 

新兵器　 ｼﾝﾍｲｷ 大熊武雄　 1135 

身辺雑話　 ｼﾝﾍﾟﾝ ｻﾞﾂﾜ 宇垣一成　 1375 

新歐羅巴の誕生　 ｼﾝ ﾖ-ﾛｯﾊﾟ ﾉ ﾀﾝｼﾞｮｳ 山本実彦　 1539 

ス 西瓜栽培の実際　 ｽｲｶ ｻｲﾊﾞｲ ﾉ ｼﾞｯｻｲ 堀準爾　 1175 

隨筆仰ぐ楠公　 ｽﾞｲﾋﾂ ｱｵｸﾞ ﾅﾝ ｺｳ 川嶋禾舟　 652 

数学茶話　 ｽｳｶﾞｸ ｻﾜ 吉岡修一郎　 1065 

数学遊戯考へ物　 ｽｳｶﾞｸ ﾕｳｷﾞ ｶﾝｶﾞｴﾓﾉ 柴山雄三郎　 117 

スタ－リン政権　 ｽﾀ-ﾘﾝ ｾｲｹﾝ 吉村柳里　 768 

スタ－リン治下のソ聯邦　 ｽﾀ-ﾘﾝ ﾁｶ ﾉ ｿﾚﾝﾎﾟｳ Ｍ ．イヴォン　 544 

スラバヤ・バタビヤ沖海戦　 ｽﾗﾊﾞﾔ ﾊﾞﾀﾋﾞﾔｵｷ ｶｲｾﾝ 大本営海軍報道部　 957 

セ 征夷と勤皇の武将　 ｾｲｲ ﾄ ｷﾝﾉｳ ﾉ ﾌﾞｼｮｳ 矢田挿雲　 464 

制海万里　 ｾｲｶｲ ﾊﾞﾝﾘ 松島慶三　 985 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

世紀の決戦　 ｾｲｷ ﾉ ｹｯｾﾝ 伊藤金次郎　 933 

世紀の預言　 ｾｲｷ ﾉ ﾖｹﾞﾝ 藤沢親雄　 374 

聖訓と国民　 ｾｲｸﾝ ﾄ ｺｸﾐﾝ 亘理章三郎　 433 

星港攻略記　 ｾｲｺｳ ｺｳﾘｬｸｷ 筑紫二郎　 1477 

青少年学徒ニ賜ハリタル勅語謹解　 ｾｲｼｮｳﾈﾝ ｶﾞｸﾄ ﾆ ﾀﾏﾜﾘﾀﾙ ﾁｮｸｺﾞ ｷﾝｶｲ 三浦藤作　 461 

青少年南洋物語　 ｾｲｼｮｳﾈﾝ ﾅﾝﾖｳ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 田中青士　 148 

正常歩　 ｾｲｼﾞｮｳﾎ 大谷武一　 1210 

聖將山本元帥伝　 ｾｲｼｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｽｲ ﾃﾞﾝ 秦賢助　 719 

征人　 ｾｲｼﾞﾝ 桜井忠温　 1300 

聖戦　 ｾｲｾﾝ 田中正明　 1472 

聖戦五周年　 ｾｲｾﾝ ｺﾞｼｭｳﾈﾝ 大日本興亜同盟　 923 

聖戦忠話　 ｾｲｾﾝ ﾁｭｳﾜ 小笠原長生　 1406 

聖戦美術　 ｾｲｾﾝ ﾋﾞｼﾞｭﾂ 陸軍美術協会　 1197 

聖戦美術　第２輯 ｾｲｾﾝ ﾋﾞｼﾞｭﾂ 陸軍美術協会　 1198 

成層圏と亜成層圏の飛行　 ｾｲｿｳｹﾝ ﾄ ｱｾｲｿｳｹﾝ ﾉ ﾋｺｳ 北川清一　 1111 

西天開教ビルマ獄中記　 ｾｲﾃﾝ ｶｲｷｮｳ ﾋﾞﾙﾏ ｺﾞｸﾁｭｳｷ 永井行慈　 1483 

青年川原大尉　 ｾｲﾈﾝ ｶﾜﾊﾗ ﾀｲｲ 丸尾長顕　 647 

青年訓練参考書　 ｾｲﾈﾝ ｸﾝﾚﾝ ｻﾝｺｳｼｮ 海軍省　 1034 

青年と日本精神　 ｾｲﾈﾝ ﾄ ﾆﾎﾝ ｾｲｼﾝ 川島益太郎　 358 

青年に檄す　 ｾｲﾈﾝ ﾆ ｹﾞｷｽ ア－ドルフ・ヒトラ－　 757 

青年日露戦史　 ｾｲﾈﾝ ﾆﾁﾛ ｾﾝｼ 矢儀万喜多　 992 

青年に呼びかく　 ｾｲﾈﾝ ﾆ ﾖﾋﾞｶｸ 熊谷辰治郎　 412 

青年のための修養　 ｾｲﾈﾝ ﾉ ﾀﾒﾉ ｼｭｳﾖｳ 伏見韶望　 427 

青年の旗のまへに　 ｾｲﾈﾝ ﾉ ﾊﾀ ﾉ ﾏｴ ﾆ バルデゥ－ル・フォン・シ－ラッハ　 536 

青年の錬成と衞生　 ｾｲﾈﾝ ﾉ ﾚﾝｾｲ ﾄ ｴｲｾｲ 岡田道一　 1075 

青年は想ふ　 ｾｲﾈﾝ ﾜ ｵﾓｳ 園田豊　 287 

政府公表集　昭和１６年度 ｾｲﾌ ｺｳﾋｮｳｼｭｳ 　 801 

西方の忠臣　 ｾｲﾎｳ ﾉ ﾁｭｳｼﾝ 平川虎臣　 1347 

征野千里　 ｾｲﾔ ｾﾝﾘ 谷口勝　 1474 

世界観の確立　 ｾｶｲｶﾝ ﾉ ｶｸﾘﾂ 　 395 

世界潜水艦ものがたり　 ｾｶｲ ｾﾝｽｲｶﾝ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 広瀬彦太　 205 

世界大戦を語る「ル－デンドルフ回想録」　 ｾｶｲ ﾀｲｾﾝ ｵ ｶﾀﾙ ﾙ-ﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾌ ｶｲｿｳﾛｸ ル－デンドルフ　 998 

世界と日本　 ｾｶｲ ﾄ ﾆﾎﾝ 伊藤正徳　 787 

世界の海軍　 ｾｶｲ ﾉ ｶｲｸﾞﾝ アサヒグラフ　 1027 

世界の空軍　 ｾｶｲ ﾉ ｸｳｸﾞﾝ 中原稔生　 1055 

世界の翼　 ｾｶｲ ﾉ ﾂﾊﾞｻ 山本地栄　 1061 

世界の光・日本　 ｾｶｲ ﾉ ﾋｶﾘ ﾆﾎﾝ 大類伸　 57 

世界歴史の話　 ｾｶｲ ﾚｷｼ ﾉ ﾊﾅｼ 赤木健介　 10 

隻手に生きる　 ｾｷｼｭ ﾆ ｲｷﾙ 小川真吉　 1409 

赤道従軍　 ｾｷﾄﾞｳ ｼﾞｭｳｸﾞﾝ 太田恒也　 1402 

石油　 ｾｷﾕ 大村一蔵　 54 

積乱雲　 ｾｷﾗﾝｳﾝ 尾崎士郎　 1280 

斥候　 ｾｯｺｳ 高田修　 1465 

錢屋五兵衛　 ｾﾞﾆﾔ ｺﾞﾍｴ 永井柳太郎　 1248 

船員かく戦へり　 ｾﾝｲﾝ ｶｸ ﾀﾀｶｴﾘ 日本海運報国団　 1191 

戦火　 ｾﾝｶ 木村毅　 1294 

戦火の世界一周記　 ｾﾝｶ ﾉ ｾｶｲ ｲｯｼｭｳｷ 山田わか　 1537 

先遣隊　 ｾﾝｹﾝﾀｲ 徳永直　 1326 

戦国の名将　 ｾﾝｺﾞｸ ﾉ ﾒｲｼｮｳ 吉田正子　 268 

戦国名将記徳川家康　 ｾﾝｺﾞｸ ﾒｲｼｮｳｷ ﾄｸｶﾞﾜ ｲｴﾔｽ 野村政夫　 1337 

全国模範工場視察記　 ｾﾞﾝｺｸ ﾓﾊﾝ ｺｳｼﾞｮｳ ｼｻﾂｷ 日本産業経済新聞社政経部　 1098 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

戦後はどうなるか　 ｾﾝｺﾞ ﾜ ﾄﾞｳﾅﾙｶ 小林一三　 813 

戦死　 ｾﾝｼ 柴田賢次郎　 1306 

戦時慨言　 ｾﾝｼﾞ ｶﾞｲｹﾞﾝ 徳富猪一郎　 367 

戦時下に於ける国民の税法　 ｾﾝｼﾞｶ ﾆ ｵｹﾙ ｺｸﾐﾝ ﾉ ｾﾞｲﾎｳ 片岡政一　 848 

戦時下の経済生活　 ｾﾝｼﾞｶ ﾉ ｹｲｻﾞｲ ｾｲｶﾂ 賀屋興宣　 822 

戦時下の国民におくる近衛首相演説集　 ｾﾝｼﾞｶ ﾉ ｺｸﾐﾝ ﾆ ｵｸﾙ ｺﾉｴ ｼｭｼｮｳ ｴﾝｾﾞﾂｼｭｳ 岡十万男　 753 

戦時下の食糧と体位　 ｾﾝｼﾞｶ ﾉ ｼｮｸﾘｮｳ ﾄ ﾀｲｲ 井上兼雄　 1073 

戦時経済講話　 ｾﾝｼﾞ ｹｲｻﾞｲ ｺｳﾜ 高橋亀吉　 828 

戦時経済の実相　 ｾﾝｼﾞ ｹｲｻﾞｲ ﾉ ｼﾞｯｿｳ 比佐友香　 831 

戦時結婚教程　 ｾﾝｼﾞ ｹｯｺﾝ ｷｮｳﾃｲ 安井洋　 853 

戦時財政講話　 ｾﾝｼﾞ ｻﾞｲｾｲ ｺｳﾜ 井藤半弥　 816 

戦時食餌訓　 ｾﾝｼﾞ ｼｮｸｼﾞｸﾝ 佐々一成　 413 

戦時女性訓　 ｾﾝｼﾞ ｼﾞｮｾｲｸﾝ 菊池寛　 411 

戦時体制下の農村対策　 ｾﾝｼﾞ ﾀｲｾｲｶ ﾉ ﾉｳｿﾝ ﾀｲｻｸ 助川啓四郎　 1163 

戦時の嘘　 ｾﾝｼﾞ ﾉ ｳｿ ポンソンビ－　 982 

戦時婦女訓　 ｾﾝｼﾞ ﾌｼﾞｮｸﾝ 苦瓜恵三郎　 422 

戦車兵読本　 ｾﾝｼｬﾍｲ ﾄﾞｸﾎﾝ 浅井寿平　 1003 

戦車旅団全滅　 ｾﾝｼｬ ﾘｮﾀﾞﾝ ｾﾞﾝﾒﾂ マキシム・ホ－ソン　 1570 

戦車は進む　 ｾﾝｼｬ ﾜ ｽｽﾑ ゴ－ドン・ベツクルス　 1140 

前将軍退去　 ｾﾞﾝｼｮｳｸﾞﾝ ﾀｲｷｮ 宇井無愁　 1265 

艦上日誌　 ｾﾝｼﾞｮｳ ﾆｯｼ 桜田常久　 1442 

戦時労務管理　 ｾﾝｼﾞ ﾛｳﾑ ｶﾝﾘ 桐原葆見　 1088 

戦陣訓本義　 ｾﾝｼﾞﾝｸﾝ ﾎﾝｷﾞ 井上哲次郎　 872 

前進する心　 ｾﾞﾝｼﾝｽﾙ ｺｺﾛ ミルリ－・ダンドロ　 151 

潜水艦　 ｾﾝｽｲｶﾝ 福田一郎　 1133 

戦線に母あり　 ｾﾝｾﾝ ﾆ ﾊﾊ ｱﾘ 中路ちか　 1485 

宣戦布告　 ｾﾝｾﾝ ﾌｺｸ 土岐愛作　 1325 

戦争・経済・生活　 ｾﾝｿｳ ｹｲｻﾞｲ ｾｲｶﾂ 高木友三郎　 827 

戦争とからだ　 ｾﾝｿｳ ﾄ ｶﾗﾀﾞ 石津誠　 19 

戦争の知識　 ｾﾝｿｳ ﾉ ﾁｼｷ 松平道雄　 987 

宣伝技術と欧洲大戦　 ｾﾝﾃﾞﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ ﾄ ｵｳｼｭｳ ﾀｲｾﾝ ハロルド・ラスウエル　 995 

戦鬪　 ｾﾝﾄｳ 大橋城　 1195 

戦歿将士陣中だより　 ｾﾝﾎﾞﾂ ｼｮｳｼ ｼﾞﾝﾁｭｳ ﾀﾞﾖﾘ 東京日日新聞社　 1547 

殲滅戦　 ｾﾝﾒﾂｾﾝ 大場弥平　 934 

戦野に舞ふ　 ｾﾝﾔ ﾆ ﾏｳ 宮操子　 1524 

戦友記　 ｾﾝﾕｳｷ 安田貞雄　 1365 

戦友に愬ふ　 ｾﾝﾕｳ ﾆ ｳｯﾀｳ 火野葦平　 1382 

ソ 綜合基本図書目録　昭和１４年度 ｿｳｺﾞｳ ｷﾎﾝ ﾄｼｮ ﾓｸﾛｸ 巌松堂書店古典部　 278 

装甲巡洋艦　 ｿｳｺｳ ｼﾞｭﾝﾖｳｶﾝ フランツ・シアウウエッカ－　 1558 

創作集帰順　 ｿｳｻｸｼｭｳ ｷｼﾞｭﾝ 上田広　 1271 

創作集百姓魂　 ｿｳｻｸｼｭｳ ﾋｬｸｼｮｳ ﾀﾞﾏｼｲ 荒木巍　 1256 

増産進軍　 ｿﾞｳｻﾝ ｼﾝｸﾞﾝ 山崎英一　 1536 

増産の旅　 ｿﾞｳｻﾝ ﾉ ﾀﾋﾞ 木村毅　 1423 

増産要訣甘藷の栽培法　 ｿﾞｳｻﾝ ﾖｳｹﾂ ｶﾝｼｮ ﾉ ｻｲﾊﾞｲﾎｳ 大石俊雄　 1170 

桑樹栽培　 ｿｳｼﾞｭ ｻｲﾊﾞｲ 岡部康之　 1182 

創造への培ひ　 ｿｳｿﾞｳ ｴﾉ ﾂﾁｶｲ 隈部一雄　 1079 

創造の民・日本民族　 ｿｳｿﾞｳ ﾉ ﾀﾐ ﾆﾎﾝ ﾐﾝｿﾞｸ 豊沢豊雄　 1080 

壯丁皆泳読本　 ｿｳﾃｲ ｶｲｴｲ ﾄﾞｸﾎﾝ 大日本体育会　 1211 

総統ヒットラァ　 ｿｳﾄｳ ﾋｯﾄﾗｧ 黒田礼二　 697 

草莽寸心　 ｿｳﾓｳ ｽﾝｼﾝ 吉川英治　 1387 

草莽の臣高山彦九郎　 ｿｳﾓｳ ﾉ ｵﾐ ﾀｶﾔﾏ ﾋｺｸﾛｳ 萩原進　 669 
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祖国を護る人々　 ｿｺｸ ｵ ﾏﾓﾙ ﾋﾄﾋﾞﾄ 軍事保護院　 1431 

外蒙古脱出記　 ｿﾄﾓｳｺ ﾀﾞｯｼｭﾂｷ ビンバ－　 927 

其の日の心得　 ｿﾉ ﾋ ﾉ ｺｺﾛｴ 荷見秋次郎　 1001 

空翔ける神兵　 ｿﾗ ｶｹﾙ ｼﾝﾍﾟｲ 古川真治　 1354 

空と国　 ｿﾗ ﾄ ｸﾆ 田辺平学　 922 

空の艦長　 ｿﾗ ﾉ ｶﾝﾁｮｳ 山岡荘八　 248 

空の軍神　 ｿﾗ ﾉ ｸﾞﾝｼﾝ 加藤正雄　 643 

空の少年兵　 ｿﾗ ﾉ ｼｮｳﾈﾝﾍｲ 倉町秋次　 91 

空の話題　 ｿﾗ ﾉ ﾜﾀﾞｲ 井原俊夫　 1262 

空ゆく少年　 ｿﾗ ﾕｸ ｼｮｳﾈﾝ 岩本喜一　 29 

空征く御楯　 ｿﾗ ﾕｸ ﾐﾀﾃ 大河内敏夫　 1276 

ソ聯極東軍は何を狙ってゐる？暴かれた赤軍公文書　 ｿﾚﾝ ｷｮｸﾄｳｸﾞﾝ ﾜ ﾅﾆ ｵ ﾈﾗｯﾃｲﾙ ｱﾊﾞｶﾚﾀ ｾｷｸﾞﾝ ｺｳﾌﾞﾝｼｮ Ｆ．Ｌ．ミュドルハムメル　 549 

ソ聯報告　 ｿﾚﾝ ﾎｳｺｸ 布施勝治　 548 

蘇聯邦大観　 ｿﾚﾝﾎﾟｳ ﾀｲｶﾝ 日蘇通信社　 546 

ソロモン海上決戦　 ｿﾛﾓﾝ ｶｲｼﾞｮｳ ｹｯｾﾝ 平出英夫　 977 

ソロモン海戦　 ｿﾛﾓﾝ ｶｲｾﾝ 丹羽文雄　 181 

ソロモン海戦従軍　 ｿﾛﾓﾝ ｶｲｾﾝ ｼﾞｭｳｸﾞﾝ 清水進　 1454 

ソロモン戦記　 ｿﾛﾓﾝ ｾﾝｷ 泉毅一　 1395 

尊皇の大義　 ｿﾝﾉｳ ﾉ ﾀｲｷﾞ 　 396 

孫文の生涯と国民革命　 ｿﾝﾌﾞﾝ ﾉ ｼｮｳｶﾞｲ ﾄ ｺｸﾐﾝ ｶｸﾒｲ 河野密　 668 

タ 大宇宙の旅　 ﾀﾞｲｳﾁｭｳ ﾉ ﾀﾋﾞ Ｊ．Ｈ ．ジ－ンス　 1067 

大英帝国を支配する百家族　 ﾀﾞｲｴｲ ﾃｲｺｸ ｵ ｼﾊｲｽﾙ ﾋｬｯｶｿﾞｸ ギ－ゼレル・ウイジング　 526 

タイ王国　 ﾀｲ ｵｳｺｸ 松井政平　 511 

對外國是樹立の急務　 ﾀｲｶﾞｲ ｺｸｾﾞ ｼﾞｭﾘﾂ ﾉ ｷｭｳﾑ 内田良平　 751 

大義　 ﾀｲｷﾞ 杉本五郎　 361 

対空防衞空襲　 ﾀｲｸｳ ﾎﾞｳｴｲ ｸｳｼｭｳ 竹村文祥　 1053 

大軍需廠滿洲国　 ﾀﾞｲｸﾞﾝｼﾞｭｼｮｳ ﾏﾝｼｭｳｺｸ 高橋源一　 483 

第三十四回海軍記念日を迎へて　 ﾀﾞｲｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｶｲ ｶｲｸﾞﾝ ｷﾈﾝﾋﾞ ｵ ﾑｶｴﾃ 海軍省海軍軍事普及部　 1037 

第三戦線　 ﾀﾞｲｻﾝ ｾﾝｾﾝ ヘルベルト・スク－ルラ　 953 

大衆維新史読本　上巻 ﾀｲｼｭｳ ｲｼﾝｼ ﾄﾞｸﾎﾝ 菊池寛　 451 

大将の少年時代　 ﾀｲｼｮｳ ﾉ ｼｮｳﾈﾝ ｼﾞﾀﾞｲ 中田千畝　 167 

大将の母　 ﾀｲｼｮｳ ﾉ ﾊﾊ 福田善念　 703 

大政翼賛運動提要　 ﾀｲｾｲ ﾖｸｻﾝ ｳﾝﾄﾞｳ ﾃｲﾖｳ 　 911 

大戦外交読本　 ﾀｲｾﾝ ｶﾞｲｺｳ ﾄｸﾎﾝ 外務省情報部　 792 

大戦の詩　 ﾀｲｾﾝ ﾉ ｼ 中勘助　 1236 

大戦の鳥瞰図説世界大戦　 ﾀｲｾﾝ ﾉ ﾁｮｳｶﾝ ｽﾞｾﾂ ｾｶｲ ﾀｲｾﾝ Ｊ．Ｆ．ハラビン　 975 

大地の意志　 ﾀﾞｲﾁ ﾉ ｲｼ 伊地知進　 1259 

大東亜会議演説集　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｶｲｷﾞ ｴﾝｾﾞﾂｼｭｳ 　 889 

大東亜海戦記海戦　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｶｲｾﾝｷ ｶｲｾﾝ 読売新聞社出版部　 1543 

大東亜少年軍　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｼｮｳﾈﾝｸﾞﾝ 山中峯太郎　 251 

大東亜戦記　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｷ 誠文堂新光社　 954 

大東亞戦史　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｼ 堀田吉明　 981 

大東亜戦史比島作戦　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｼ ﾋﾄｳ ｻｸｾﾝ 読売新聞社出版部　 994 

大東亜戦争　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ 佐藤春夫　 1230 

大東亜戦争海軍戦記　第３輯 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ｶｲｸﾞﾝ ｾﾝｷ 大本営海軍報道部　 958 

大東亜戦争海軍戦記　第４輯 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ｶｲｸﾞﾝ ｾﾝｷ 大本営海軍報道部　 959 

大東亞戰爭海戰史　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ｶｲｾﾝｼ 東京日日新聞社　 924 

大東亜戦争私感　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ｼｶﾝ 武者小路実篤　 1384 

大東亜戦争傷痍軍人歌集御楯　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ｼｮｳｲ ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｶｼｭｳ ﾐﾀﾃ 佐佐木信綱　他 1228 

大東亜戦争勝利の記録　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ｼｮｳﾘ ﾉ ｷﾛｸ 原田杏太郎　 974 

大東亜戦争昭和十六年十二年八日　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ｼｮｳﾜ ｼﾞｭｳﾛｸﾈﾝ ｼﾞｭｳﾆｶﾞﾂ ﾖｳｶ 増永遥　 983 
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大東亜戦争第一歌集　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ﾀﾞｲｲﾁ ｶｼｭｳ 内藤鋠策　 1235 

大東亜戦争とわれら　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ﾄ ﾜﾚﾗ 　 875 

大東亞戦争と吾等の認識　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ﾄ ﾜﾚﾗ ﾉ ﾆﾝｼｷ 国分習也　 880 

大東亜戦争陸軍報道班員手記　従軍随想　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ﾘｸｸﾞﾝ ﾎｳﾄﾞｳ ﾊﾝｲﾝ ｼｭｷ 文化奉公会　 1513 

大東亜戦争陸軍報道班員手記　ビルマ建設戦　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ﾘｸｸﾞﾝ ﾎｳﾄﾞｳ ﾊﾝｲﾝ ｼｭｷ 文化奉公会　 1514 

大東亜戦争陸軍報道班員手記　マレー電撃戦　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ﾘｸｸﾞﾝ ﾎｳﾄﾞｳ ﾊﾝｲﾝ ｼｭｷ 文化奉公会　 1512 

大東亜戦争陸鷲戦記　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ ﾘｸﾜｼ ｾﾝｷ 航空文学会　 1432 

大東亜戦日誌　第１輯 ﾀﾞｲﾄｳｱｾﾝ ﾆｯｼ 岸田信吉　 939 

大東亞戦日誌　第２輯 ﾀﾞｲﾄｳｱｾﾝ ﾆｯｼ 六芸社　 997 

大東亜地理読本　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ﾁﾘ ﾄﾞｸﾎﾝ 大高常彦　他 50 

大東亜の聖戦　 ﾀﾞｲﾄｳｱ ﾉ ｾｲｾﾝ 国民新聞社　 881 

大東郷　 ﾀﾞｲ ﾄｳｺﾞｳ 小笠原淳隆　 672 

大楠公　 ﾀﾞｲﾅﾝｺｳ 大西利夫　 651 

大南洋圏　 ﾀﾞｲ ﾅﾝﾖｳｹﾝ 南洋協会　 733 

大南洋の全貌　 ﾀﾞｲﾅﾝﾖｳ ﾉ ｾﾞﾝﾎﾞｳ 山田毅一　 736 

第二次欧洲大戦の経済的影響　 ﾀﾞｲﾆｼﾞ ｵｳｼｭｳ ﾀｲｾﾝ ﾉ ｹｲｻﾞｲﾃｷ ｴｲｷｮｳ 勝田貞次　 821 

第二次世界大戦事典　 ﾀﾞｲﾆｼﾞ ｾｶｲ ﾀｲｾﾝ ｼﾞﾃﾝ 中外商業新報社政治部　 457 

大日本海戦史談　 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ｶｲｾﾝ ｼﾀﾞﾝ 三笠保存会　 1048 

大日本皇道大要　 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ｺｳﾄﾞｳ ﾀｲﾖｳ 高橋雄治　 434 

大日本皇道大要　 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ｺｳﾄﾞｳ ﾀｲﾖｳ 高橋雄治　 435 

大日本国体物語　 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ｺｸﾀｲ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 白井勇　 121 

大日本戦史　第２巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ｾﾝｼ 高柳光寿　 966 

大日本戦史　第４巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ｾﾝｼ 高柳光寿　 967 

大日本戦史　第５巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ｾﾝｼ 高柳光寿　 968 

大日本戦史　第６巻 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ｾﾝｼ 高柳光寿　 969 

太平洋海軍問答　 ﾀｲﾍｲﾖｳ ｶｲｸﾞﾝ ﾓﾝﾄﾞｳ 杉本健　 1040 

太平洋海戦二万キロ　 ﾀｲﾍｲﾖｳ ｶｲｾﾝ ﾆﾏﾝｷﾛ 三宅俊夫　 1526 

太平洋航空路　 ﾀｲﾍｲﾖｳ ｺｳｸｳﾛ 北村小松　 1288 

太平洋挺身隊　 ﾀｲﾍｲﾖｳ ﾃｲｼﾝﾀｲ 福永恭助　 1351 

太平洋島の解剖　 ﾀｲﾍｲﾖｳﾄｳ ﾉ ｶｲﾎﾞｳ 佐藤定勝　 557 

太平洋ひとめぐり　 ﾀｲﾍｲﾖｳ ﾋﾄﾒｸﾞﾘ 辻井源三郎　 1190 

太平洋歴史物語　 ﾀｲﾍｲﾖｳ ﾚｷｼ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 石原時雄　 20 

太陽をかこむ子供たち　 ﾀｲﾖｳ ｵ ｶｺﾑ ｺﾄﾞﾓﾀﾁ 川崎大治　 77 

大陸　 ﾀｲﾘｸ 村上知行　 1386 

大陸合笑隊　 ﾀｲﾘｸ ｶﾞｯｼｮｳﾀｲ 謝花凡太郎　 120 

大陸經綸　 ﾀｲﾘｸ ｹｲﾘﾝ 白須皓　 359 

大陸建設の人々　 ﾀｲﾘｸ ｹﾝｾﾂ ﾉ ﾋﾄﾋﾞﾄ 木村毅　 1424 

大陸航路　 ﾀｲﾘｸ ｺｳﾛ 近藤春雄　 1246 

大陸国策　 ﾀｲﾘｸ ｺｸｻｸ 比佐友香　 843 

大陸巡游吟　 ﾀｲﾘｸ ｼﾞｭﾝﾕｳｷﾞﾝ 吉植庄亮　 1243 

大陸戦史　 ﾀｲﾘｸ ｾﾝｼ 陸軍省報道部　 996 

大陸に育つ　 ﾀｲﾘｸ ﾆ ｿﾀﾞﾂ 華北日本教育会　 76 

大陸の曙　 ﾀｲﾘｸ ﾉ ｱｹﾎﾞﾉ 浅原六朗　 1254 

大陸の青春　 ﾀｲﾘｸ ﾉ ｾｲｼｭﾝ 福田清人　 1511 

大陸の花嫁　 ﾀｲﾘｸ ﾉ ﾊﾅﾖﾒ 林房雄　 1342 

体力章合格練習法　 ﾀｲﾘｮｸｼｮｳ ｺﾞｳｶｸ ﾚﾝｼｭｳﾎｳ 上野徳太郎　 1074 

第六十七回帝國議會ニ於ケル廣田外務大臣演説　 ﾀﾞｲﾛｸｼﾞｭｳﾅﾅｶｲ ﾃｲｺｸ ｷﾞｶｲ ﾆ ｵｹﾙ ﾋﾛﾀ ｶﾞｲﾑ ﾀﾞｲｼﾞﾝ ｴﾝｾﾞﾂ 外務省　 791 

高山彦九郎　 ﾀｶﾔﾏ ﾋｺｸﾛｳ 唐沢道隆　 149 

高山彦九郎　 ﾀｶﾔﾏ ﾋｺｸﾛｳ 前田晁　 150 

逞しき朝　 ﾀｸﾏｼｷ ｱｻ 一の瀬直行　 1260 

逞しき内原　 ﾀｸﾏｼｷ ｳﾁﾊﾗ 伊藤金次郎　 1149 
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逞しき関東部隊　 ﾀｸﾏｼｷ ｶﾝﾄｳ ﾌﾞﾀｲ 新井紀一　 1255 

鬪ふ火砲　 ﾀﾀｶｳ ｶﾎｳ 中村新太郎　 1136 

戦ふ教室　 ﾀﾀｶｳ ｷｮｳｼﾂ 岩城謙二　 26 

戦ふ国の子供　 ﾀﾀｶｳ ｸﾆ ﾉ ｺﾄﾞﾓ 松田いせ路　 224 

鬪ふ航空母艦　 ﾀﾀｶｳ ｺｳｸｳ ﾎﾞｶﾝ 牧島貞一　 1517 

鬪ふ商船隊　 ﾀﾀｶｳ ｼｮｳｾﾝﾀｲ 日本海運報国団普及課　 1192 

鬪ふ少年　 ﾀﾀｶｳ ｼｮｳﾈﾝ 古川真治　 215 

鬪ふ少年飛行兵　 ﾀﾀｶｳ ｼｮｳﾈﾝ ﾋｺｳﾍｲ 南洋一郎　 230 

闘ふ少年部隊　 ﾀﾀｶｳ ｼｮｳﾈﾝ ﾌﾞﾀｲ 小沢滋　 62 

戦ふ新兵器　 ﾀﾀｶｳ ｼﾝﾍｲｷ 大森三平　 56 

戦ふ水雷戦隊　 ﾀﾀｶｳ ｽｲﾗｲ ｾﾝﾀｲ 日暮豊年　 198 

戦ふ青少年　 ﾀﾀｶｳ ｾｲｼｮｳﾈﾝ 岩瀬正雄　 27 

戦ふ魂　 ﾀﾀｶｳ ﾀﾏｼｲ 沖邑良彦　 1410 

鬪ふ翼　 ﾀﾀｶｳ ﾂﾊﾞｻ 団野信夫　 1476 

戦ふ天使　 ﾀﾀｶｳ ﾃﾝｼ 横沢千秋　 1242 

戦ふ日本海員　 ﾀﾀｶｳ ﾆﾎﾝ ｶｲｲﾝ 関口好雄　 1189 

戦ふ日本の子供　 ﾀﾀｶｳ ﾆﾎﾝ ﾉ ｺﾄﾞﾓ 中村又一　 171 

戦ふ日本の女性　 ﾀﾀｶｳ ﾆﾎﾝ ﾉ ｼﾞｮｾｲ 樋上亮一　 425 

鬪ふヒットラ－　 ﾀﾀｶｳ ﾋｯﾄﾗ- 菅井近男　 698 

戦ふ兵隊蟻　 ﾀﾀｶｳ ﾍｲﾀｲ ｱﾘ 与田準一　 272 

ダバオの父太田恭三郎　 ﾀﾞﾊﾞｵ ﾉ ﾁﾁ ｵｵﾀ ｷｮｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 野村愛正　 68 

たましひをきたへる少国民の戦陣訓　 ﾀﾏｼｲ ｵ ｷﾀｴﾙ ｼｮｳｺｸﾐﾝ ﾉ ｾﾝｼﾞﾝｸﾝ 山田真雄　 249 

魂の外交　 ﾀﾏｼｲ ﾉ ｶﾞｲｺｳ 本多熊太郎　 810 

玉葱・葱類栽培の実際　 ﾀﾏﾈｷﾞ ﾈｷﾞﾙｲ ｻｲﾊﾞｲ ﾉ ｼﾞｯｻｲ 堀準爾　 1176 

擔架列車　 ﾀﾝｶ ﾚｯｼｬ 伊豆徳蔵　 1394 

チ 小さな船長さん　 ﾁｲｻﾅ ｾﾝﾁｮｳｻﾝ 横山隆一　 266 

力ある子　 ﾁｶﾗ ｱﾙ ｺ 宮脇紀雄　 236 

力を合はせて　 ﾁｶﾗ ｵ ｱﾜｾﾃ 上沢謙二　 33 

地球の生れるまで　 ﾁｷｭｳ ﾉ ｳﾏﾚﾙ ﾏﾃﾞ 松山基範　 1069 

畜産　 ﾁｸｻﾝ 美川重夫　他 1183 

千島　 ﾁｼﾏ 吉尾なつ子　 741 

父なきあと　 ﾁﾁ ﾅｷ ｱﾄ 氏原大作　 38 

衂られし花　 ﾁﾇﾗﾚｼ ﾊﾅ 鈴木英夫　 1311 

千葉周作遺稿　 ﾁﾊﾞ ｼｭｳｻｸ ｲｺｳ 千葉周作　 1212 

地平線を行く　 ﾁﾍｲｾﾝ ｵ ﾕｸ 浅見淵　 1390 

萬歳　 ﾁｬｲﾖｳ 岩崎栄　 1263 

中アジアの風雲　 ﾁｭｳ ｱｼﾞｱ ﾉ ﾌｳｳﾝ 内藤智秀　 468 

中華民国国立新民学院便覽　 ﾁｭｳｶ ﾐﾝｺｸ ｺｸﾘﾂ ｼﾝﾐﾝ ｶﾞｸｲﾝ ﾍﾞﾝﾗﾝ 　 860 

中国文明史物語　 ﾁｭｳｺﾞｸ ﾌﾞﾝﾒｲｼ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 大林重信　 53 

忠魂義膽元寇皇国之偉傑竹崎季長公伝　 ﾁｭｳｺﾝ ｷﾞﾀﾝ ｹﾞﾝｺｳ ｺｳｺｸ ﾉ ｲｹﾂ ﾀｹｻﾞｷ ｽｴﾅｶﾞ ｺｳ ﾃﾞﾝ 広田哲堂　 670 

中支風土記　 ﾁｭｳｼ ﾌﾄﾞｷ 高井貞二　 482 

忠臣蔵　 ﾁｭｳｼﾝｸﾞﾗ 菊池寛　 86 

中等日本国体読本　 ﾁｭｳﾄｳ ﾆﾎﾝ ｺｸﾀｲ ﾄﾞｸﾎﾝ 里見岸雄　 394 

忠勇列伝　第４巻 ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 603 

忠勇列伝　第５巻 ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 604 

忠勇列伝　第６巻 ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 605 

忠勇列伝　第７巻 ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 606 

忠勇列伝　第８巻 ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 607 

忠勇列伝　第９巻 ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 608 

忠勇列伝　第１０巻 ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 609 

忠勇列伝　第１１巻 ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 610 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

忠勇列伝　第１２巻 ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 611 

忠勇列伝　第１３巻 ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 612 

忠勇列伝　第１４巻 ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 613 

忠勇列伝　第１５巻 ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 614 

忠勇列伝　第１６巻 ﾁｭｳﾕｳ ﾚﾂﾃﾞﾝ 忠勇顕彰会　 615 

忠靈塔図案　 ﾁｭｳﾚｲﾄｳ ｽﾞｱﾝ 朝日新聞社アサヒグラフ　 1104 

忠烈美譚輝く肉弾　 ﾁｭｳﾚﾂ ﾋﾞﾀﾝ ｶｶﾞﾔｸ ﾆｸﾀﾞﾝ 長沼依山　 1486 

長期戦必勝　 ﾁｮｳｷｾﾝ ﾋｯｼｮｳ 池崎忠孝　 931 

長駆強行五百粁　 ﾁｮｳｸ ｷｮｳｺｳ ｺﾞﾋｬｯｷﾛﾒ-ﾄﾙ 西田稔　 1491 

長江デルタ　 ﾁｮｳｺｳ ﾃﾞﾙﾀ 多田裕計　 1317 

諜報記　 ﾁｮｳﾎｳｷ 石光真清　 1393 

徴用日記　 ﾁｮｳﾖｳ ﾆｯｷ 大石善次　 1400 

沈黙の戦士　 ﾁﾝﾓｸ ﾉ ｾﾝｼ 小松清　 1436 

ツ 綴方子供風土記　 ﾂｽﾞﾘｶﾀ ｺﾄﾞﾓ ﾌﾄﾞｷ 坪田譲二　 157 

土と戦ふ　 ﾂﾁ ﾄ ﾀﾀｶｳ 菅野正男　 1417 

土と兵隊　 ﾂﾁ ﾄ ﾍｲﾀｲ 火野葦平　 1506 

土より鉄へ　 ﾂﾁ ﾖﾘ ﾃﾂ ｴ 大西藤米治　 1404 

翼の門　 ﾂﾊﾞｻ ﾉ ﾓﾝ 山田浩　 1368 

燕たち　 ﾂﾊﾞﾒﾀﾁ 石森延男　 22 

ツバメノオハナシ　 ﾂﾊﾞﾒ ﾉ ｵﾊﾅｼ 武田雪夫　 142 

テ 帝国及列国の陸軍　昭和８年版 ﾃｲｺｸ ｵﾖﾋﾞ ﾚｯｺｸ ﾉ ﾘｸｸﾞﾝ 陸軍省　 1015 

帝国及列国の陸軍　昭和９年版 ﾃｲｺｸ ｵﾖﾋﾞ ﾚｯｺｸ ﾉ ﾘｸｸﾞﾝ 陸軍省　 1016 

帝国及列国の陸軍　昭和１０年版 ﾃｲｺｸ ｵﾖﾋﾞ ﾚｯｺｸ ﾉ ﾘｸｸﾞﾝ 陸軍省　 1017 

帝国及列国の陸軍　昭和１１年版 ﾃｲｺｸ ｵﾖﾋﾞ ﾚｯｺｸ ﾉ ﾘｸｸﾞﾝ 陸軍省　 1018 

帝国及列国の陸軍　昭和１２年版 ﾃｲｺｸ ｵﾖﾋﾞ ﾚｯｺｸ ﾉ ﾘｸｸﾞﾝ 陸軍省　 1019 

帝国及列国の陸軍　昭和１３年版 ﾃｲｺｸ ｵﾖﾋﾞ ﾚｯｺｸ ﾉ ﾘｸｸﾞﾝ 陸軍省　 1020 

帝国及列国の陸軍　昭和１４年版 ﾃｲｺｸ ｵﾖﾋﾞ ﾚｯｺｸ ﾉ ﾘｸｸﾞﾝ 陸軍省　 1021 

帝国及列国の陸軍　昭和１５年度版 ﾃｲｺｸ ｵﾖﾋﾞ ﾚｯｺｸ ﾉ ﾘｸｸﾞﾝ 陸軍省　 928 

帝国の外交と大東亜共栄圏　 ﾃｲｺｸ ﾉ ｶﾞｲｺｳ ﾄ ﾀﾞｲﾄｳｱ ｷｮｳｴｲｹﾝ 鹿島守之助　 790 

帝国之前途　 ﾃｲｺｸ ﾉ ｾﾞﾝﾄ 大谷光瑞　 285 

泥濘　 ﾃﾞｲﾈｲ 佐藤観次郎　 1303 

泥濘二百八十里　 ﾃﾞｲﾈｲ ﾆﾋｬｸﾊﾁｼﾞｭｳﾘ 前山賢二　 1516 

定本愛国百人一首解説　 ﾃｲﾎﾝ ｱｲｺｸ ﾋｬｸﾆﾝ ｲｯｼｭ ｶｲｾﾂ 日本文学報国会　 1239 

定本国民座右銘　 ﾃｲﾎﾝ ｺｸﾐﾝ ｻﾞﾕｳ ﾉ ﾒｲ 日本文学報国会　 423 

鐵　 ﾃﾂ 中村武志　 1333 

鉄牛と荒鷲　 ﾃﾂｷﾞｭｳ ﾄ ｱﾗﾜｼ 同盟通信社　 1143 

鉄血陸戦隊　 ﾃｯｹﾂ ﾘｸｾﾝﾀｲ 中満義親　 1487 

鉄道部隊　 ﾃﾂﾄﾞｳ ﾌﾞﾀｲ 上田広　 35 

鉄砲伝来　 ﾃｯﾎﾟｳ ﾃﾞﾝﾗｲ 小笠原秀昱　 1278 

鉄路の少年　 ﾃﾂﾛ ﾉ ｼｮｳﾈﾝ 高野てつじ　 137 

天鬼将軍　 ﾃﾝｷ ｼｮｳｸﾞﾝ 徳川夢声　 159 

天祖高天原御神蹟考　 ﾃﾝｿ ﾀｶﾏｶﾞﾊﾗ ｺﾞｼﾝｾｷ ｺｳ 山口真臣　 445 

天兵に敵なし　 ﾃﾝﾍﾟｲ ﾆ ﾃｷ ﾅｼ 平泉澄　 372 

ト ドイツ愛国物語　 ﾄﾞｲﾂ ｱｲｺｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 池田宣政　 18 

独逸軍神プリィン少佐　 ﾄﾞｲﾂ ｸﾞﾝｼﾝ ﾌﾟﾘｨﾝ ｼｮｳｻ 浜野修　 706 

獨逸国防軍　 ﾄﾞｲﾂ ｺｸﾎﾞｳｸﾞﾝ ヘルバ－ト・ロジンスキ－　 929 

独逸国防漫画傑作集　 ﾄﾞｲﾂ ｺｸﾎﾞｳ ﾏﾝｶﾞ ｹｯｻｸｼｭｳ 中西賢三　 1200 

独逸国民と音楽生活　 ﾄﾞｲﾂ ｺｸﾐﾝ ﾄ ｵﾝｶﾞｸ ｾｲｶﾂ 津川主一　 1206 

獨逸事情早わかり　１９４２年版 ﾄﾞｲﾂ ｼﾞｼﾞｮｳ ﾊﾔﾜｶﾘ 池田慶四郎　 532 

独逸戦史　 ﾄﾞｲﾂ ｾﾝｼ 亜細亜画報社　 930 

ドイツ潜水艦長の手記　 ﾄﾞｲﾂ ｾﾝｽｲ ｶﾝﾁｮｳ ﾉ ｼｭｷ Ｍ．ヴアレンテイネル　 1563 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

獨逸的人間　 ﾄﾞｲﾂﾃｷ ﾆﾝｹﾞﾝ ゲオルク・ブランデス　 561 

獨逸読本　 ﾄﾞｲﾂ ﾄﾞｸﾎﾝ 外務省情報部　 533 

ドイツの食糧対策　 ﾄﾞｲﾂ ﾉ ｼｮｸﾘｮｳ ﾀｲｻｸ ヘルマン・フリッシュ　 1167 

ドイツの新資材　 ﾄﾞｲﾂ ﾉ ｼﾝ ｼｻﾞｲ カ－ル・ドルン　 1093 

独逸の砂　 ﾄﾞｲﾂ ﾉ ｽﾅ 青山一郎　 530 

ドイツの青年宿泊所に就て　 ﾄﾞｲﾂ ﾉ ｾｲﾈﾝ ｼｭｸﾊｸｼﾞｮ ﾆ ﾂｲﾃ 南大路謙一　 866 

獨逸の文化政策　 ﾄﾞｲﾂ ﾉ ﾌﾞﾝｶ ｾｲｻｸ 山本浩　 852 

ドイツ防空・科学・国民生活　 ﾄﾞｲﾂ ﾎﾞｳｸｳ ｶｶﾞｸ ｺｸﾐﾝ ｾｲｶﾂ 田辺平学　 537 

ドイツ民族　 ﾄﾞｲﾂ ﾐﾝｿﾞｸ アントン・オ－ホルン　 1556 

東亞新秩序の建設と滿洲国経営論　 ﾄｳｱ ｼﾝ ﾁﾂｼﾞｮ ﾉ ｹﾝｾﾂ ﾄ ﾏﾝｼｭｳｺｸ ｹｲｴｲﾛﾝ 東一朗　 471 

東亜地政学序説　 ﾄｳｱ ﾁｾｲｶﾞｸ ｼﾞｮｾﾂ 米倉二郎　 766 

東亜の曙　 ﾄｳｱ ﾉ ｱｹﾎﾞﾉ 福田宗児　 210 

東亜の理想　 ﾄｳｱ ﾉ ﾘｿｳ 下村海南　 1378 

東亜ブロック読本　 ﾄｳｱ ﾌﾞﾛｯｸ ﾄﾞｸﾎﾝ 大阪毎日新聞社　 467 

桃園記　 ﾄｳｴﾝｷ 玉井政雄　 1318 

灯火管制指針　 ﾄｳｶ ｶﾝｾｲ ｼｼﾝ 川上和吉　他 1051 

東郷平八郎　 ﾄｳｺﾞｳ ﾍｲﾊﾁﾛｳ 田中周二　 162 

東郷平八郎　 ﾄｳｺﾞｳ ﾍｲﾊﾁﾛｳ エドウィン・Ａ・フォ－ク　 673 

東郷平八郎　 ﾄｳｺﾞｳ ﾍｲﾊﾁﾛｳ 山中峯太郎　 161 

鬪魂　 ﾄｳｺﾝ くろがね会　 1429 

鬪魂　 ﾄｳｺﾝ 田中栄次　 1471 

闘魂録　 ﾄｳｺﾝﾛｸ 尾崎士郎　 1377 

東條首相声明録　 ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｭｼｮｳ ｾｲﾒｲﾛｸ 山中峯太郎　 755 

銅像出征　 ﾄﾞｳｿﾞｳ ｼｭｯｾｲ 川島順平　 1285 

灯台の知識　 ﾄｳﾀﾞｲ ﾉ ﾁｼｷ 藤川洋　 1103 

洞庭湖　 ﾄﾞｳﾃｲｺ 柴田賢次郎　 1307 

尊い参謀の宮さま　 ﾄｳﾄｲ ｻﾝﾎﾞｳ ﾉ ﾐﾔｻﾏ 渡辺善房　 275 

尊い日本の女性　 ﾄｳﾄｲ ﾆﾎﾝ ﾉ ｼﾞｮｾｲ 中野八十八　 420 

東部軍軍医部指導空襲下の救護法　 ﾄﾞｳﾌﾞｸﾞﾝ ｸﾞﾝｲﾌﾞ ｼﾄﾞｳ ｸｳｼｭｳｶ ﾉ ｷｭｳｺﾞﾎｳ 東京都青少年団　 1000 

道府縣国民精神總動員實施状況　 ﾄﾞｳﾌｹﾝ ｺｸﾐﾝ ｾｲｼﾝ ｿｳﾄﾞｳｲﾝ ｼﾞｯｼ ｼﾞｮｳｷｮｳ 文部省　 919 

稻米増産の方策　 ﾄｳﾏｲ ｿﾞｳｻﾝ ﾉ ﾎｳｻｸ 日本評論社　 1172 

東宮鉄男伝　 ﾄｳﾐﾔ ｶﾈｵ ﾃﾞﾝ 東宮鉄男　 671 

東洋のふるさと　 ﾄｳﾖｳ ﾉ ﾌﾙｻﾄ 萱原信雄　 355 

東洋の満月　 ﾄｳﾖｳ ﾉ ﾏﾝｹﾞﾂ 林房雄　 1343 

東洋文化研究会時局講演会講演集　１ ﾄｳﾖｳ ﾌﾞﾝｶ ｹﾝｷｭｳｶｲ ｼﾞｷｮｸ ｺｳｴﾝｶｲ ｺｳｴﾝｼｭｳ 　 892 

童話教室５年生　 ﾄﾞｳﾜ ｷｮｳｼﾂ ｺﾞﾈﾝｾｲ 梅田祐一　 39 

童話ドイツ人形　 ﾄﾞｳﾜ ﾄﾞｲﾂ ﾆﾝｷﾞｮｳ 土家由岐雄　 155 

時ぞ待たるる　 ﾄｷ ｿﾞ ﾏﾀﾙﾙ 坂本浩　 1299 

獨戦車猛進　 ﾄﾞｸｾﾝｼｬ ﾓｳｼﾝ ボルヘルト　 1567 

特派員決死撮影支那事変写真帖　 ﾄｸﾊｲﾝ ｹｯｼ ｻﾂｴｲ ｼﾅ ｼﾞﾍﾝ ｼｬｼﾝﾁｮｳ 読売新聞社　 993 

特別攻撃隊軍神岩佐中佐物語　 ﾄｸﾍﾞﾂ ｺｳｹﾞｷﾀｲ ｸﾞﾝｼﾝ ｲﾜｻ ﾁｭｳｻ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 村田亨　 31 

都市覆滅団　 ﾄｼ ﾌｸﾒﾂﾀﾞﾝ 野村胡堂　 186 

図書時報　第１輯 ﾄｼｮ ｼﾞﾎｳ 　 279 

図書時報　第２輯 ﾄｼｮ ｼﾞﾎｳ 　 280 

図書時報　第３輯 ﾄｼｮ ｼﾞﾎｳ 　 281 

図書時報　第４輯 ﾄｼｮ ｼﾞﾎｳ 　 282 

図書時報　第５輯 ﾄｼｮ ｼﾞﾎｳ 　 283 

図書時報　第６輯 ﾄｼｮ ｼﾞﾎｳ 　 284 

怒涛　 ﾄﾞﾄｳ フリ－ドリツヒ・グリ－ゼ　 1557 

隣組魂　 ﾄﾅﾘｸﾞﾐﾀﾞﾏｼｲ 山本初太郎　 785 

隣組読本　 ﾄﾅﾘｸﾞﾐ ﾄｸﾎﾝ 片岡純治　 781 
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隣組読本　 ﾄﾅﾘｸﾞﾐ ﾄｸﾎﾝ 熊谷次郎　 782 

隣組と常会　 ﾄﾅﾘｸﾞﾐ ﾄ ｼﾞｮｳｶｲ 鈴木嘉一　 783 

図南挺進軍　 ﾄﾅﾝ ﾃｲｼﾝｸﾞﾝ 滝田憲次　 1466 

飛ばぬ荒鷲実戦手記　 ﾄﾊﾞﾇ ｱﾗﾜｼ ｼﾞｯｾﾝ ｼｭｷ 岡地義道　 1408 

豊臣秀吉成吉思汗　 ﾄﾖﾄﾐ ﾋﾃﾞﾖｼ ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ 白井喬二　 164 

＄の国アメリカ　 ﾄﾞﾙ ﾉ ｸﾆ ｱﾒﾘｶ 芝染太郎　 552 

ナ 中江藤樹孔子　 ﾅｶｴ ﾄｳｼﾞｭ ｺｳｼ 白井喬二　 174 

長崎丸船長　 ﾅｶﾞｻｷﾏﾙ ｾﾝﾁｮｳ 耶止説夫　 1534 

茄子栽培の実際　 ﾅｽ ｻｲﾊﾞｲ ﾉ ｼﾞｯｻｲ 堀準爾　 1177 

謎の機械化兵団　 ﾅｿﾞ ﾉ ｷｶｲｶ ﾍｲﾀﾞﾝ 山中峯太郎　 252 

ナチス厚生團（ＫｄＦ）　 ﾅﾁｽ ｺｳｾｲﾀﾞﾝ 権田保之助　 851 

ナチス思想論　 ﾅﾁｽ ｼｿｳﾛﾝ 山本幹夫　 763 

ナチス独逸を動かす人々　 ﾅﾁｽ ﾄﾞｲﾂ ｵ ｳｺﾞｶｽ ﾋﾄﾋﾞﾄ 百々已之助　 625 

ナチス独逸の建設者　 ﾅﾁｽ ﾄﾞｲﾂ ﾉ ｹﾝｾﾂｼｬ Ｅ ・Ｇ・Ｅ・ロレンツ　 626 

ナチス獨逸の防空　 ﾅﾁｽ ﾄﾞｲﾂ ﾉ ﾎﾞｳｸｳ 浜田稔　 1059 

ナチスの青年運動　 ﾅﾁｽ ﾉ ｾｲﾈﾝ ｳﾝﾄﾞｳ 近藤春雄　 864 

ナチとは何か　 ﾅﾁ ﾄﾜ ﾅﾆｶ アドルフ・ヒトラ－　 762 

ナルヴイク　 ﾅﾙﾋﾞｸ クルト・マアレク　 1568 

南海の日章旗　 ﾅﾝｶｲ ﾉ ﾆｯｼｮｳｷ 津村敏行　 1479 

南海の隼　 ﾅﾝｶｲ ﾉ ﾊﾔﾌﾞｻ 里木悦郎　 108 

南海封鎖　 ﾅﾝｶｲ ﾌｳｻ 津村敏行　 1480 

楠公ヲ語ル　 ﾅﾝｺｳ ｵ ｶﾀﾙ 林弥三吉　 691 

南支仏印風土記　 ﾅﾝｼ ﾌﾂｲﾝ ﾌﾄﾞｷ 長沼依山　 169 

南進政策の再認識　 ﾅﾝｼﾝ ｾｲｻｸ ﾉ ｻｲﾆﾝｼｷ 飯沢章治　 834 

南進第一歩　 ﾅﾝｼﾝ ﾀﾞｲｲｯﾎﾟ 山田忍三　 737 

南進日本　 ﾅﾝｼﾝ ﾆﾎﾝ 茂野幽考　 869 

南進の旗　 ﾅﾝｼﾝ ﾉ ﾊﾀ 矢木沢健　 1364 

南方移民村　 ﾅﾝﾎﾟｳ ｲﾐﾝﾑﾗ 浜田隼雄　 1339 

南方共栄圏とその性格　 ﾅﾝﾎﾟｳ ｷｮｳｴｲｹﾝ ﾄ ｿﾉ ｾｲｶｸ 早坂義雄　 842 

南方圏の資源　１ ﾅﾝﾎﾟｳｹﾝ ﾉ ｼｹﾞﾝ 小林碧　 734 

南方圏の人々　 ﾅﾝﾎﾟｳｹﾝ ﾉ ﾋﾄﾋﾞﾄ 北村宗之助　 1421 

南方読本　 ﾅﾝﾎﾟｳ ﾄｸﾎﾝ 台湾南方協会　 731 

南方のうた　 ﾅﾝﾎﾟｳ ﾉ ｳﾀ 柴田錬三郎　 1308 

南方の国めぐり　 ﾅﾝﾎﾟｳ ﾉ ｸﾆ ﾒｸﾞﾘ 武富邦茂　 144 

南方の軍政　 ﾅﾝﾎﾟｳ ﾉ ｸﾞﾝｾｲ 竹田光次　 955 

南方雄飛案内　 ﾅﾝﾎﾟｳ ﾕｳﾋ ｱﾝﾅｲ 田原春次　 732 

南方要塞　 ﾅﾝﾎﾟｳ ﾖｳｻｲ 火野葦平　 1507 

南溟　 ﾅﾝﾒｲ 森三千代　 1362 

南洋の常識　 ﾅﾝﾖｳ ﾉ ｼﾞｮｳｼｷ 神戸商工会議所　 506 

ニ 虹の工場　 ﾆｼﾞ ﾉ ｺｳｼﾞｮｳ 獅子文六　 113 

虹の出帆　 ﾆｼﾞ ﾉ ｼｭｯﾊﾟﾝ 土家由岐雄　 156 

西の第一線　 ﾆｼ ﾉ ﾀﾞｲｲｯｾﾝ 柴田賢一　 1451 

日米英決戦青年よ起て　 ﾆﾁﾍﾞｲｴｲ ｹｯｾﾝ ｾｲﾈﾝ ﾖ ﾀﾃ 秦賢助　 900 

日米英大決戦物語　 ﾆﾁﾍﾞｲｴｲ ﾀﾞｲｹｯｾﾝ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 和田政雄　 274 

日米戦はゞ　 ﾆﾁﾍﾞｲ ﾀﾀｶﾜﾊﾞ 池崎忠孝　 932 

日米短艇競漕　 ﾆﾁﾍﾞｲ ﾀﾝﾃｲ ｷｮｳｿｳ 梶野正義　 71 

日滿華興亜団体会合記録　 ﾆﾁﾏﾝｶ ｺｳｱ ﾀﾞﾝﾀｲ ｶｲｺﾞｳ ｷﾛｸ 　 890 

日輪兵舎　 ﾆﾁﾘﾝ ﾍｲｼｬ 福田清人　 1349 

日露樺太外交戦　 ﾆﾁﾛ ｶﾗﾌﾄ ｶﾞｲｺｳｾﾝ 太田三郎　 789 

日露戦役海軍写真帖　 ﾆﾁﾛ ｾﾝｴｷ ｶｲｸﾞﾝ ｼｬｼﾝﾁｮｳ 海軍省　 938 

日露戦役写真帖　１ ﾆﾁﾛ ｾﾝｴｷ ｼｬｼﾝﾁｮｳ 大本営写真班　 960 
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日露戦役写真帖　２ ﾆﾁﾛ ｾﾝｴｷ ｼｬｼﾝﾁｮｳ 大本営写真班　 961 

日露戦役写真帖　３ ﾆﾁﾛ ｾﾝｴｷ ｼｬｼﾝﾁｮｳ 大本営写真班　 962 

日露戦役写真帖　４ ﾆﾁﾛ ｾﾝｴｷ ｼｬｼﾝﾁｮｳ 大本営写真班　 963 

日露戦役写真帖　５ ﾆﾁﾛ ｾﾝｴｷ ｼｬｼﾝﾁｮｳ 大本営写真班　 964 

日露戦役写真帖　６ ﾆﾁﾛ ｾﾝｴｷ ｼｬｼﾝﾁｮｳ 大本営写真班　 965 

日露戦役と大山、兒玉　 ﾆﾁﾛ ｾﾝｴｷ ﾄ ｵｵﾔﾏ ｺﾀﾞﾏ 田中巌　 641 

日記より観たる乃木將軍　 ﾆｯｷ ﾖﾘ ﾐﾀﾙ ﾉｷﾞ ｼｮｳｸﾞﾝ 川崎紫山　 685 

日支事変と次に來るもの　 ﾆｯｼ ｼﾞﾍﾝ ﾄ ﾂｷﾞ ﾆ ｸﾙ ﾓﾉ 武藤貞一　 905 

日支政治経済読本　 ﾆｯｼ ｾｲｼﾞ ｹｲｻﾞｲ ﾄｸﾎﾝ 大阪毎日新聞社　 819 

日章旗南方に翻へり　 ﾆｯｼｮｳｷ ﾅﾝﾎﾟｳ ﾆ ﾋﾙｶﾞｴﾘ 南平八郎　 991 

日清戦争と陸奥外交　 ﾆｯｼﾝ ｾﾝｿｳ ﾄ ﾑﾂ ｶﾞｲｺｳ 深谷博治　 808 

新田義貞　 ﾆｯﾀ ﾖｼｻﾀﾞ 池田宣政　 183 

二宮忠八伝　 ﾆﾉﾐﾔ ﾁｭｳﾊﾁ ﾃﾞﾝ 関猛　 678 

日本愛国唱歌集　 ﾆﾎﾝ ｱｲｺｸ ｼｮｳｶｼｭｳ 小松耕輔　 100 

日本仇討物語　上 ﾆﾎﾝ ｱﾀﾞｳﾁ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 直木三十五　 1330 

日本を知れ　 ﾆﾎﾝ ｵ ｼﾚ 徳富猪一郎　 368 

日本及び日本人のために　 ﾆﾎﾝ ｵﾖﾋﾞ ﾆﾎﾝｼﾞﾝ ﾉ ﾀﾒﾆ 水野武夫　 1383 

日本海員魂　 ﾆﾎﾝ ｶｲｲﾝﾀﾞﾏｼｲ 大沢卯三郎　 648 

日本海軍航空隊　 ﾆﾎﾝ ｶｲｸﾞﾝ ｺｳｸｳﾀｲ 植松尊慶　 1031 

日本海軍始　 ﾆﾎﾝ ｶｲｸﾞﾝ ﾊｼﾞﾒ 邦枝完二　 1297 

日本外交史話　 ﾆﾎﾝ ｶﾞｲｺｳ ｼﾜ 京口元吉　 799 

日本科学英雄伝海国兵談　 ﾆﾎﾝ ｶｶﾞｸ ｴｲﾕｳﾃﾞﾝ ｶｲｺｸ ﾍｲﾀﾞﾝ 貴司山治　 88 

日本建国物語　 ﾆﾎﾝ ｹﾝｺｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 菊池寛　 87 

日本航空の驚異　 ﾆﾎﾝ ｺｳｸｳ ﾉ ｷｮｳｲ 永松浅造　他 1120 

日本航空発達史　 ﾆﾎﾝ ｺｳｸｳ ﾊｯﾀﾂｼ 竹内正虎　 1117 

日本語の世界化　 ﾆﾎﾝｺﾞ ﾉ ｾｶｲｶ 石黒修　 1215 

日本重工業読本　 ﾆﾎﾝ ｼﾞｭｳｺｳｷﾞｮｳ ﾄﾞｸﾎﾝ 小島精一　 1090 

日本出征学生の手紙　 ﾆﾎﾝ ｼｭｯｾｲ ｶﾞｸｾｲ ﾉ ﾃｶﾞﾐ 革新社　 1546 

日本新少年団　 ﾆﾎﾝ ｼﾝ ｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 牧野靖史　 865 

日本人の海外発展　 ﾆﾎﾝｼﾞﾝ ﾉ ｶｲｶﾞｲ ﾊｯﾃﾝ 村上莞爾　 243 

日本人の死　 ﾆﾎﾝｼﾞﾝ ﾉ ｼ 亀井勝一郎　 564 

日本人の本領　 ﾆﾎﾝｼﾞﾝ ﾉ ﾎﾝﾘｮｳ 伏見韶望　 428 

日本精神と新聞　 ﾆﾎﾝ ｾｲｼﾝ ﾄ ｼﾝﾌﾞﾝ 刀祢館正雄　 369 

日本精神に還れ　 ﾆﾎﾝ ｾｲｼﾝ ﾆ ｶｴﾚ 白須皓　 360 

日本精神発揚講演集　 ﾆﾎﾝ ｾｲｼﾝ ﾊﾂﾖｳ ｺｳｴﾝｼｭｳ 瀬尾芳夫　 882 

日本的人間　 ﾆﾎﾝﾃｷ ﾆﾝｹﾞﾝ 山中峯太郎　 380 

日本刀　 ﾆﾎﾝﾄｳ 武藤貞一　 906 

日本と携へて　 ﾆﾎﾝ ﾄ ﾀｽﾞｻｴﾃ 汪精衛　 752 

日本の偉人　第２輯 ﾆﾎﾝ ﾉ ｲｼﾞﾝ 奈良島知堂　 172 

日本の海軍　 ﾆﾎﾝ ﾉ ｶｲｸﾞﾝ 小山武　 102 

日本の外交　 ﾆﾎﾝ ﾉ ｶﾞｲｺｳ 伊藤述史　 786 

日本の経済はどうなるか　 ﾆﾎﾝ ﾉ ｹｲｻﾞｲ ﾜ ﾄﾞｳﾅﾙｶ 東京日日新聞社経済部　 830 

日本の決意　 ﾆﾎﾝ ﾉ ｹﾂｲ 細井肇　 377 

日本の躾　 ﾆﾎﾝ ﾉ ｼﾂｹ 武田勘治　 418 

日本の臣道・アメリカの国民性　 ﾆﾎﾝ ﾉ ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾒﾘｶ ﾉ ｺｸﾐﾝｾｲ 和辻哲郎　 382 

日本の新方向　 ﾆﾎﾝ ﾉ ｼﾝﾎｳｺｳ 加藤一夫　 354 

日本の前進　 ﾆﾎﾝ ﾉ ｾﾞﾝｼﾝ 永田秀次郎　 747 

日本の翼　 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾂﾊﾞｻ 中村新太郎　 170 

日本の船　 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾌﾈ 住田正一　 125 

日本の方向　 ﾆﾎﾝ ﾉ ﾎｳｺｳ 馬淵逸雄　 903 

日本発明発見物語　 ﾆﾎﾝ ﾊﾂﾒｲ ﾊｯｹﾝ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 豊沢豊雄　 1081 
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日本武将物語　 ﾆﾎﾝ ﾌﾞｼｮｳ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 大木雄二　 47 

日本婦道の教育　 ﾆﾎﾝ ﾌﾄﾞｳ ﾉ ｷｮｳｲｸ 平田華蔵　 426 

日本兵ここにあり　 ﾆﾎﾝﾍｲ ｺｺ ﾆ ｱﾘ 上沢謙二　 34 

二本松少年隊秘話　 ﾆﾎﾝﾏﾂ ｼｮｳﾈﾝﾀｲ ﾋﾜ 佐藤利雄　 1445 

日本民族の新目標　 ﾆﾎﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ｼﾝﾓｸﾋｮｳ 国際思想研究所　 393 

日本民族の力　 ﾆﾎﾝ ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ﾁｶﾗ 田中寛一　 1070 

日本豫言　 ﾆﾎﾝ ﾖｹﾞﾝ 室伏高信　 748 

日本論　 ﾆﾎﾝﾛﾝ 戴天仇　 362 

入営読本　 ﾆｭｳｴｲ ﾄﾞｸﾎﾝ 小原正忠　 1007 

人間即家国の説　 ﾆﾝｹﾞﾝ ｽﾅﾜﾁ ｶｺｸ ﾉ ｾﾂ 西晋一郎　 399 

人間東湖先生　 ﾆﾝｹﾞﾝ ﾄｳｺ ｾﾝｾｲ 薄田斬雲　 375 

人間ヒットラ－物語　 ﾆﾝｹﾞﾝ ﾋｯﾄﾗ- ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ワ－ド・プライス　 700 

ヌ 布引丸　 ﾇﾉﾋﾞｷﾏﾙ 木村毅　 1295 

ネ 濘路を征く　 ﾈｲﾛ ｵ ﾕｸ 阪上安太郎　 1439 

熱帯圏　 ﾈｯﾀｲｹﾝ 中河与一　 1332 

ネ－ル自敍伝　上 ﾈ-ﾙ ｼﾞｼﾞｮﾃﾞﾝ ジャワハルラ－ル・ネ－ル　 680 

ノ 農士道　 ﾉｳｼﾄﾞｳ 菅原兵治　 1153 

農村現地報告　 ﾉｳｿﾝ ｹﾞﾝﾁ ﾎｳｺｸ 有馬頼寧　 1157 

農村青年に与ふ　 ﾉｳｿﾝ ｾｲﾈﾝ ﾆ ｱﾀｳ 下位春吉　 1162 

農村青年報告　第１集 ﾉｳｿﾝ ｾｲﾈﾝ ﾎｳｺｸ 信濃毎日新聞社　 1160 

農村青年報告　第２集 ﾉｳｿﾝ ｾｲﾈﾝ ﾎｳｺｸ 信濃毎日新聞社　 1161 

農人乃木　 ﾉｳﾆﾝ ﾉｷﾞ 木村毅　 686 

農民魂　 ﾉｳﾐﾝ ﾀﾞﾏｼｲ 小野武夫　 1151 

乃木　 ﾉｷﾞ スタンレ－・ウォシュバン　 684 

乃木靜子　 ﾉｷﾞ ｼｽﾞｺ 宿利重一　 681 

乃木将軍　 ﾉｷﾞ ｼｮｳｸﾞﾝ 木村毅　 1296 

乃木将軍詩歌物語　 ﾉｷﾞ ｼｮｳｸﾞﾝ ｼｲｶ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 高須芳次郎　 1232 

乃木將軍残る面影　 ﾉｷﾞ ｼｮｳｸﾞﾝ ﾉｺﾙ ｵﾓｶｹﾞ 岩田九郎　 683 

乃木大將　１ ﾉｷﾞ ﾀｲｼｮｳ 東岩美　 682 

乃木大將と孝道　 ﾉｷﾞ ﾀｲｼｮｳ ﾄ ｺｳﾄﾞｳ 渡部求　 690 

乃木希典　 ﾉｷﾞ ﾏﾚｽｹ 宿利重一　 687 

乃木希典　 ﾉｷﾞ ﾏﾚｽｹ 山中峯太郎　 188 

ノモンハン実戦記　 ﾉﾓﾝﾊﾝ ｼﾞｯｾﾝｷ 樋口紅陽　 1503 

ノモンハン実戦記　続 ﾉﾓﾝﾊﾝ ｼﾞｯｾﾝｷ 樋口紅陽　 1504 

ノロ高地　 ﾉﾛ ｺｳﾁ 草葉栄　 1425 

ハ 葉隠の哲人山本常朝　 ﾊｶﾞｸﾚ ﾉ ﾃﾂｼﾞﾝ ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾈﾄﾓ 川上清吉　 357 

葉隠武士道　 ﾊｶﾞｸﾚ ﾌﾞｼﾄﾞｳ 松波治郎　 406 

白衣の兵隊　 ﾊｸｲ ﾉ ﾍｲﾀｲ 竹井竜治　 1315 

爆撃　 ﾊﾞｸｹﾞｷ 野口昂　 1058 

爆撃機出動　 ﾊﾞｸｹﾞｷｷ ｼｭﾂﾄﾞｳ 金谷恭三　 1415 

伯爵山本權兵衛伝　巻上 ﾊｸｼｬｸ ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞﾝﾍﾞｴ ﾃﾞﾝ 故伯爵山本海軍大将伝記編纂会　 722 

伯爵山本權兵衛伝　巻下 ﾊｸｼｬｸ ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞﾝﾍﾞｴ ﾃﾞﾝ 故伯爵山本海軍大将伝記編纂会　 723 

漠北と南海　 ﾊﾞｸﾎｸ ﾄ ﾅﾝｶｲ 松田寿男　 469 

薄暮攻撃　 ﾊｸﾎﾞ ｺｳｹﾞｷ 松村益二　 1356 

幕末愛国歌　 ﾊﾞｸﾏﾂ ｱｲｺｸｶ 川田順　 1222 

幕末勤王史　 ﾊﾞｸﾏﾂ ｷﾝﾉｳｼ 高橋茂　 455 

働く教へ子への手紙　 ﾊﾀﾗｸ ｵｼｴｺﾞ ｴﾉ ﾃｶﾞﾐ 松永健哉　 1548 

働く人　 ﾊﾀﾗｸ ﾋﾄ 中村悳　 1096 

発火した欧洲　 ﾊｯｶｼﾀ ｵｳｼｭｳ バ－ナ－ド・ニュ－マン　 525 

発明と工業の日本　 ﾊﾂﾒｲ ﾄ ｺｳｷﾞｮｳ ﾉ ﾆﾎﾝ 大河内正敏　 48 

母ごころ　 ﾊﾊ ｺﾞｺﾛ 村上寛　 1359 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

母と戦争　 ﾊﾊ ﾄ ｾﾝｿｳ 本堂英吉　 1355 

母と娘の教養　 ﾊﾊ ﾄ ﾑｽﾒ ﾉ ｷｮｳﾖｳ 長義正　 419 

母の愛行　 ﾊﾊ ﾉ ｱｲｺｳ 村岡花子　他 1530 

母の従軍　 ﾊﾊ ﾉ ｼﾞｭｳｸﾞﾝ 岩井節子　 1397 

母の錬成　 ﾊﾊ ﾉ ﾚﾝｾｲ 岩松五良　 408 

肚でやれ　 ﾊﾗ ﾃﾞ ﾔﾚ 品川義介　 414 

肚でやれ　 ﾊﾗ ﾃﾞ ﾔﾚ 品川義介　 415 

バルカン戦記　 ﾊﾞﾙｶﾝ ｾﾝｷ ペ－タ－・アルグス　 1561 

バルシャガル草原　 ﾊﾞﾙｼｬｶﾞﾙ ｿｳｹﾞﾝ 高島正雄　 1464 

パレスチナに於ける英国の恐怖政治　 ﾊﾟﾚｽﾁﾅ ﾆ ｵｹﾙ ｴｲｺｸ ﾉ ｷｮｳﾌ ｾｲｼﾞ ゲルト・ヴィンシュ　 528 

布哇　 ﾊﾜｲ 芳賀雄　 559 

ハワイ・マレ－沖海戦　 ﾊﾜｲ ﾏﾚ-ｵｷ ｶｲｾﾝ 山崎謙太　 1367 

パンポン高地　 ﾊﾟﾝﾎﾟﾝ ｺｳﾁ 山本和夫　 255 

萬里の秋　 ﾊﾞﾝﾘ ﾉ ｱｷ 岩野喜久代　 1398 

ヒ 日出づる国　 ﾋ ｲｽﾞﾙ ｸﾆ 沼田利三郎　 184 

日出づる国の子　 ﾋ ｲｽﾞﾙ ｸﾆ ﾉ ｺ 山中峯太郎　 253 

光ある道　 ﾋｶﾘ ｱﾙ ﾐﾁ 森英夫　 1361 

光と愛の戦士　 ﾋｶﾘ ﾄ ｱｲ ﾉ ｾﾝｼ 竹山道雄　 145 

光と生物　 ﾋｶﾘ ﾄ ｾｲﾌﾞﾂ 藤浪剛一　 1066 

光に立つ子　 ﾋｶﾘ ﾆ ﾀﾂ ｺ 後藤楢根　 98 

ヒカウキ　 ﾋｺｳｷ 小川菊松　 59 

飛行機　 ﾋｺｳｷ 西原勝　 178 

飛行機読本　 ﾋｺｳｷ ﾄﾞｸﾎﾝ 松浦四郎　 1126 

飛行機の驚異　 ﾋｺｳｷ ﾉ ｷｮｳｲ 島津久英　 118 

飛行機の知識　 ﾋｺｳｷ ﾉ ﾁｼｷ 佐波次郎　 1115 

飛行機の話　 ﾋｺｳｷ ﾉ ﾊﾅｼ 岡本哲史　 1108 

飛行機の歴史　 ﾋｺｳｷ ﾉ ﾚｷｼ 南波辰夫　 1121 

美談教室　二年生 ﾋﾞﾀﾞﾝ ｷｮｳｼﾂ 水谷まさる　 237 

美談教室　三年生 ﾋﾞﾀﾞﾝ ｷｮｳｼﾂ 水谷まさる　 238 

美談教室　四年生 ﾋﾞﾀﾞﾝ ｷｮｳｼﾂ 水谷まさる　 239 

必勝増産戦　 ﾋｯｼｮｳ ｿﾞｳｻﾝｾﾝ 労力新聞編輯部　 1102 

ヒットラ－　 ﾋｯﾄﾗ- 池田宣政　 206 

ヒットラァの横顔　 ﾋｯﾄﾗｧ ﾉ ﾖｺｶﾞｵ 正富汪洋　 701 

ヒットラ－の言葉　 ﾋｯﾄﾗ- ﾉ ｺﾄﾊﾞ 西村隆三郎　 699 

比島戦記　 ﾋﾄｳ ｾﾝｷ 比島派遣軍報道部　 976 

ヒトラ－総統演説集　 ﾋﾄﾗ- ｿｳﾄｳ ｴﾝｾﾞﾂｼｭｳ ヒトラ－　 758 

ヒトラ－とその運動　 ﾋﾄﾗ- ﾄ ｿﾉ ｳﾝﾄﾞｳ セオドル・アベル　 774 

一人一刀　 ﾋﾄﾘ ｲｯﾄｳ 武富邦茂　 1204 

火の赤十字　 ﾋ ﾉ ｾｷｼﾞｭｳｼﾞ 松坂忠則　 1520 

日の丸船　 ﾋﾉﾏﾙｾﾝ 岸井紫浪　 1457 

日の丸の下に　 ﾋﾉﾏﾙ ﾉ ﾓﾄ ﾆ 武田雪夫　 143 

悲風千里　 ﾋﾌｳ ｾﾝﾘ 尾崎士郎　 1412 

非武装艦隊　 ﾋﾌﾞｿｳ ｶﾝﾀｲ 那珂良二　 1331 

白衣魂　 ﾋﾞｬｸｲ ﾀﾞﾏｼｲ 古屋糸子　 1241 

白夜の海戦　 ﾋﾞｬｸﾔ ﾉ ｶｲｾﾝ Ｆ．Ｏ．ブッシュ　 1565 

白虎隊とその教育　 ﾋﾞｬｯｺﾀｲ ﾄ ｿﾉ ｷｮｳｲｸ 大久保竜　 402 

白虎部隊　 ﾋﾞｬｯｺ ﾌﾞﾀｲ 秦賢助　 1500 

病院船　 ﾋﾞｮｳｲﾝｾﾝ 大岳康子　 1403 

縹渺　 ﾋｮｳﾋﾞｮｳ 小倉竜男　 1411 

平野国臣　 ﾋﾗﾉ ｸﾆｵﾐ 大坪草二郎　 1277 

ひろがる雲　 ﾋﾛｶﾞﾙ ｸﾓ 石森延男　 23 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

日は昇る　 ﾋ ﾜ ﾉﾎﾞﾙ 相馬御風　 134 

フ ファシスタの母　 ﾌｧｼｽﾀ ﾉ ﾊﾊ マリア・ルイザ・フィウミ　 901 

フィッシュミ－ル読本　 ﾌｨｯｼｭﾐ-ﾙ ﾄﾞｸﾎﾝ 清水淳三　 1187 

フィリッピン　 ﾌｨﾘｯﾋﾟﾝ 松下正寿　 519 

フィリッピン読本　 ﾌｨﾘｯﾋﾟﾝ ﾄﾞｸﾎﾝ 奥間徳一　 514 

フィリッピン物語　 ﾌｨﾘｯﾋﾟﾝ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 宮下正美　 235 

比島絵だより　 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｴﾀﾞﾖﾘ 滝田要吉　 139 

封鎖五千海里　 ﾌｳｻ ｺﾞｾﾝ ｶｲﾘ 佐藤光貞　 1447 

風洞の話　 ﾌｳﾄﾞｳ ﾉ ﾊﾅｼ 村上勇次郎　 1127 

フオン・ヒンデンブルグ元帥　 ﾌｵﾝ ﾋﾝﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞ ｹﾞﾝｽｲ 安達堅造　 702 

武教に生きた山鹿素行　 ﾌﾞｷｮｳ ﾆ ｲｷﾀ ﾔﾏｶﾞ ｿｺｳ 寺島荘二　 261 

福山航空兵大尉　 ﾌｸﾔﾏ ｺｳｸｳﾍｲ ﾀｲｲ 野口昂　 704 

藤田小四郎　 ﾌｼﾞﾀ ｺｼﾛｳ 西村文則　 705 

藤田東湖　 ﾌｼﾞﾀ ﾄｳｺ 肥後和男　 376 

武士道読本　 ﾌﾞｼﾄﾞｳ ﾄﾞｸﾎﾝ 武士道学会　 405 

武人の典型飯塚部隊長の学生時代　 ﾌﾞｼﾞﾝ ﾉ ﾃﾝｹｲ ｲｲｽﾞｶ ﾌﾞﾀｲﾁｮｳ ﾉ ｶﾞｸｾｲ ｼﾞﾀﾞｲ 山下邦雄　 632 

婦人必携　 ﾌｼﾞﾝ ﾋｯｹｲ 本堂英吉　 902 

豚の病気とその予防法　 ﾌﾞﾀ ﾉ ﾋﾞｮｳｷ ﾄ ｿﾉ ﾖﾎﾞｳﾎｳ 石井冨士雄　 1184 

物価問題と国民生活　 ﾌﾞｯｶ ﾓﾝﾀﾞｲ ﾄ ｺｸﾐﾝ ｾｲｶﾂ 河上丈太郎　 847 

物価は今後どうなるか　 ﾌﾞｯｶ ﾜ ｺﾝｺﾞ ﾄﾞｳﾅﾙｶ 岩崎松義　 846 

復興亜細亜の諸問題　 ﾌｯｺｳ ｱｼﾞｱ ﾉ ｼｮﾓﾝﾀﾞｲ 大川周明　 788 

佛領印度支那　 ﾌﾂﾘｮｳ ｲﾝﾄﾞｼﾅ 南方産業調査会　 509 

佛領印度支那事情　 ﾌﾂﾘｮｳ ｲﾝﾄﾞｼﾅ ｼﾞｼﾞｮｳ 博文館編集局　 510 

武道流祖伝　 ﾌﾞﾄﾞｳ ﾘｭｳｿﾃﾞﾝ 鷲尾雨工　 1373 

船と航海老船長の話　 ﾌﾈ ﾄ ｺｳｶｲ ﾛｳｾﾝﾁｮｳ ﾉ ﾊﾅｼ 小門和之助　 97 

吹雪の中の兵隊　 ﾌﾌﾞｷ ﾉ ﾅｶ ﾉ ﾍｲﾀｲ 関波啓悦　 1461 

不滅の戦果　 ﾌﾒﾂ ﾉ ｾﾝｶ 大平秀雄　 936 

文化と政治　 ﾌﾞﾝｶ ﾄ ｾｲｼﾞ 津久井竜雄　 1381 

文芸銃後運動講演集　 ﾌﾞﾝｹﾞｲ ｼﾞｭｳｺﾞ ｳﾝﾄﾞｳ ｺｳｴﾝｼｭｳ 文芸家協会　 1219 

ヘ 米英艦隊撃滅　 ﾍﾞｲｴｲ ｶﾝﾀｲ ｹﾞｷﾒﾂ 平出英夫　 978 

米英東亜侵略史　 ﾍﾞｲｴｲ ﾄｳｱ ｼﾝﾘｬｸｼ 大川周明　 835 

兵営の記録　 ﾍｲｴｲ ﾉ ｷﾛｸ 権藤実　 1438 

兵器　 ﾍｲｷ 古河幸雄　 1139 

米機来らば　 ﾍﾞｲｷ ｷﾀﾗﾊﾞ 海野十三　 43 

兵器読本　 ﾍｲｷ ﾄﾞｸﾎﾝ 青木保　 1134 

米国外交上の諸主義　 ﾍﾞｲｺｸ ｶﾞｲｺｳｼﾞｮｳ ﾉ ｼｮｼｭｷﾞ 立作太郎　 804 

米国の参戦　 ﾍﾞｲｺｸ ﾉ ｻﾝｾﾝ シムス　 952 

米国の正体　 ﾍﾞｲｺｸ ﾉ ｼｮｳﾀｲ 冨永謙吾　 553 

米国の対日動向を探る　 ﾍﾞｲｺｸ ﾉ ﾀｲﾆﾁ ﾄﾞｳｺｳ ｵ ｻｸﾞﾙ 橋本徹馬　 805 

米国の太平洋作戦　 ﾍﾞｲｺｸ ﾉ ﾀｲﾍｲﾖｳ ｻｸｾﾝ 花田鉄太郎　 972 

米国の野望を撃つ　 ﾍﾞｲｺｸ ﾉ ﾔﾎﾞｳ ｵ ｳﾂ 吉田三郎　 555 

兵隊先生　 ﾍｲﾀｲ ｾﾝｾｲ 森川賢司　 1363 

兵隊とともに　 ﾍｲﾀｲ ﾄ ﾄﾓ ﾆ 栗林農夫　 1426 

兵隊と豹　 ﾍｲﾀｲ ﾄ ﾋｮｳ 成岡正久　 173 

兵隊について　 ﾍｲﾀｲ ﾆ ﾂｲﾃ 火野葦平　 1508 

兵隊の撮った戦線写真報告　 ﾍｲﾀｲ ﾉ ﾄｯﾀ ｾﾝｾﾝ ｼｬｼﾝ ﾎｳｺｸ アサヒカメラ　 1202 

兵站に戦ふ　 ﾍｲﾀﾝ ﾆ ﾀﾀｶｳ 北出純雄　 1419 

兵とその家族　 ﾍｲ ﾄ ｿﾉ ｶｿﾞｸ 関田生吉　 1314 

別格官幣社物語　 ﾍﾞｯｶｸ ｶﾝﾍﾟｲｼｬ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 新妻伊都子　 443 

伯林奪取　 ﾍﾞﾙﾘﾝ ﾀﾞｯｼｭ ゲツベルス　 777 

ベンガル湾の巌牢　 ﾍﾞﾝｶﾞﾙﾜﾝ ﾉ ｶﾞﾝﾛｳ 南洋一郎　 231 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

ペンで征く　 ﾍﾟﾝ ﾃﾞ ﾕｸ 海野十三　 1399 

ペンの従軍　 ﾍﾟﾝ ﾉ ｼﾞｭｳｸﾞﾝ 根津菊治郎　 1493 

ホ 防空科学の常識　 ﾎﾞｳｸｳ ｶｶﾞｸ ﾉ ｼﾞｮｳｼｷ 若杉吉五郎　他 1062 

防空監視哨記　 ﾎﾞｳｸｳ ｶﾝｼ ｼｮｳｷ 野沢孝作　 1495 

冒険小説密林の烽火　 ﾎﾞｳｹﾝ ｼｮｳｾﾂ ﾐﾂﾘﾝ ﾉ ﾉﾛｼ 金井正　 1283 

砲車 ﾎｳｼｬ 長谷川素逝　 1240 

北條時宗　 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄｷﾑﾈ 伊藤佐喜雄　 217 

北條時宗　 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄｷﾑﾈ 貴司山治　 218 

北條時宗忽必烈　 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄｷﾑﾈ ﾌﾋﾞﾗｲ 白井喬二　 219 

防諜劇名作選　 ﾎﾞｳﾁｮｳｹﾞｷ ﾒｲｻｸｾﾝ 三谷節次　 1251 

防諜読本　 ﾎﾞｳﾁｮｳ ﾄﾞｸﾎﾝ 高橋邦太郎　 910 

報道戦線　 ﾎｳﾄﾞｳ ｾﾝｾﾝ 馬淵逸雄　 988 

防毒救護毒瓦斯の知識　 ﾎﾞｳﾄﾞｸ ｷｭｳｺﾞ ﾄﾞｸｶﾞｽ ﾉ ﾁｼｷ 竹村文祥　 999 

暴風の島　 ﾎﾞｳﾌｳ ﾉ ｼﾏ 小倉卯之助　 515 

暴風の島　 ﾎﾞｳﾌｳ ﾉ ｼﾏ 小倉卯之助　 740 

北岸部隊　 ﾎｸｶﾞﾝ ﾌﾞﾀｲ 林芙美子　 1501 

北支戦線赤柴部隊分隊長の手記　 ﾎｸｼ ｾﾝｾﾝ ｱｶｼﾊﾞ ﾌﾞﾀｲ ﾌﾞﾝﾀｲﾁｮｳ ﾉ ｼｭｷ 棟田博　 1529 

僕の戦場日記　 ﾎﾞｸ ﾉ ｾﾝｼﾞｮｳ ﾆｯｷ 赤川武助　 9 

僕の兵器学　 ﾎﾞｸ ﾉ ﾍｲｷｶﾞｸ 福永恭助　 212 

僕の木船見学　 ﾎﾞｸ ﾉ ﾓｸｾﾝ ｹﾝｶﾞｸ 小泉紫郎　 95 

僕の木造船日記　 ﾎﾞｸ ﾉ ﾓｸｿﾞｳｾﾝ ﾆｯｷ 芳谷勝　 269 

北辺の防人　 ﾎｸﾍﾝ ﾉ ｻｷﾓﾘ 永松浅造　 618 

北洋　 ﾎｸﾖｳ 佐藤光貞　 1448 

僕等の開墾地　 ﾎﾞｸﾗ ﾉ ｶｲｺﾝﾁ 中田秀夫　 168 

僕らの航空読本　 ﾎﾞｸﾗ ﾉ ｺｳｸｳ ﾄﾞｸﾎﾝ 古川真治　 216 

僕らの戦場　 ﾎﾞｸﾗ ﾉ ｾﾝｼﾞｮｳ 松永健哉　 225 

ぼくらの大東亜戦争　その１ ﾎﾞｸﾗ ﾉ ﾀﾞｲﾄｳｱ ｾﾝｿｳ 藤井隆章　 213 

僕らの翼　 ﾎﾞｸﾗ ﾉ ﾂﾊﾞｻ 小野春雄　 65 

僕らは海の子　 ﾎﾞｸﾗ ﾜ ｳﾐ ﾉ ｺ 原種道　 194 

僕等は国の子　 ﾎﾞｸﾗ ﾜ ｸﾆ ﾉ ｺ 後藤楢根　 99 

僕は原子である　 ﾎﾞｸ ﾜ ｹﾞﾝｼ ﾃﾞ ｱﾙ 原田三夫　 197 

星と兵隊　 ﾎｼ ﾄ ﾍｲﾀｲ 原口氏雄　 1068 

星の生徒　 ﾎｼ ﾉ ｾｲﾄ 山中峯太郎　 254 

母心随想　 ﾎﾞｼﾝ ｽﾞｲｿｳ 村岡花子　 1385 

ホセ・リサ－ル伝　 ﾎｾ ﾘｻ-ﾙ ﾃﾞﾝ 花野富蔵　 727 

北海に叫ぶ　 ﾎｯｶｲ ﾆ ｻｹﾌﾞ 村上元三　 1358 

北海の鷹　 ﾎｯｶｲ ﾉ ﾀｶ 大木直太郎　 93 

譽の家に　 ﾎﾏﾚ ﾉ ｲｴ ﾆ 宮沢英心　 904 

ホロンバイルの荒鷲　 ﾎﾛﾝﾊﾞｲﾙ ﾉ ｱﾗﾜｼ 入江徳郎　 1396 

マ 負けない少年　 ﾏｹﾅｲ ｼｮｳﾈﾝ 朝日壮吉　 13 

真直ぐに行け　 ﾏｯｽｸﾞ ﾆ ﾕｹ 中野正剛　 756 

学べ！独逸国民生活　 ﾏﾅﾍﾞ ﾄﾞｲﾂ ｺｸﾐﾝ ｾｲｶﾂ 森崎善一　 540 

間宮林藏　 ﾏﾐﾔ ﾘﾝｿﾞｳ 和田政雄　 227 

マライの健ちゃん　 ﾏﾗｲ ﾉ ｹﾝﾁｬﾝ 金子光晴　 75 

マレ－沖海戦　 ﾏﾚ-ｵｷ ｶｲｾﾝ 堀尾勉　 3 

馬来半島の経済事情　 ﾏﾚ- ﾊﾝﾄｳ ﾉ ｹｲｻﾞｲ ｼﾞｼﾞｮｳ 神戸商工会議所　 507 

マレ蘭印紀行　 ﾏﾚ- ﾗﾝｲﾝ ｷｺｳ 金子光晴　 1416 

滿支紀行和平來々　 ﾏﾝｼ ｷｺｳ ﾜﾍｲ ﾗｲﾗｲ 鷲尾よし子　 738 

滿洲移住読本　 ﾏﾝｼｭｳ ｲｼﾞｭｳ ﾄｸﾎﾝ 三浦悦郎　 844 

満洲開拓年鑑　康徳７年版（昭和１５年） ﾏﾝｼｭｳ ｶｲﾀｸ ﾈﾝｶﾝ 　 489 

満洲開拓の父東宮大佐伝　 ﾏﾝｼｭｳ ｶｲﾀｸ ﾉ ﾁﾁ ﾄｳﾐﾔ ﾀｲｻ ﾃﾞﾝ 長沼依山　 163 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

滿洲建国の真意義　

滿洲建設勤労奉仕隊漫画現地報告　

滿洲国大系　第１２輯

滿洲国大系　第１３輯

滿洲国大系　第１４輯

滿洲国大系　第２０輯

滿洲国大系　第２１輯

滿洲国大系　第２３輯

滿洲国大系　第２４輯

滿洲国大系　第２５輯

滿洲国大系　第２６輯

滿洲国大系　第２７輯

滿洲国の容相　

滿洲事変国防獻品記念録　

満洲童話作品集　第１集

満洲読本　

満洲農業移民十講　

満洲のお友達　

マンシウノコドモ　

滿洲風雲録　

満蒙開拓青少年義勇軍　

ミ 身を捨てゝこそ　

禊の理論と実際　

御盾　

水戸学入門　

港の旗　

南十字星の下に　

南太平洋読本　

南太平洋の血戦　

源義経　

源義経　

源義経　

妙国寺事変　

民間航空　

民族外交の顔　

民族と国家　

民族の凱歌　

ミンダナオ島の発見　

ム 麥と兵隊　

麥と兵隊　

麥は死なず　

無條約時代と我海軍　

ムッソリニ傳　

無敵荒鷲魂　

無敵海軍の父　

無敵潜水艦　

無敵日本海軍兵　

村の演劇　

メ 明治卅七八年日露戦史　第２巻－１

明治卅七八年日露戦史　第２巻－２

明治卅七八年日露戦史　第３巻

ﾏﾝｼｭｳ ｹﾝｺｸ ﾉ ｼﾝｲｷﾞ 　 490

ﾏﾝｼｭｳ ｹﾝｾﾂ ｷﾝﾛｳ ﾎｳｼﾀｲ ﾏﾝｶﾞ ｹﾞﾝﾁ ﾎｳｺｸ 阪本牙城　 480

ﾏﾝｼｭｳｺｸ ﾀｲｹｲ 　 491

ﾏﾝｼｭｳｺｸ ﾀｲｹｲ 　 492

ﾏﾝｼｭｳｺｸ ﾀｲｹｲ 　 493

ﾏﾝｼｭｳｺｸ ﾀｲｹｲ 　 494

ﾏﾝｼｭｳｺｸ ﾀｲｹｲ 　 495

ﾏﾝｼｭｳｺｸ ﾀｲｹｲ 　 496

ﾏﾝｼｭｳｺｸ ﾀｲｹｲ 　 497

ﾏﾝｼｭｳｺｸ ﾀｲｹｲ 　 498

ﾏﾝｼｭｳｺｸ ﾀｲｹｲ 　 499

ﾏﾝｼｭｳｺｸ ﾀｲｹｲ 　 500

ﾏﾝｼｭｳｺｸ ﾉ ﾖｳｿｳ 陸軍省調査班　 503

ﾏﾝｼｭｳ ｼﾞﾍﾝ ｺｸﾎﾞｳ ｹﾝﾋﾟﾝ ｷﾈﾝﾛｸ 陸軍省　 921

ﾏﾝｼｭｳ ﾄﾞｳﾜ ｻｸﾋﾝｼｭｳ 鹿島佐太郎　 72

ﾏﾝｼｭｳ ﾄﾞｸﾎﾝ 外務省情報部　 474

ﾏﾝｼｭｳ ﾉｳｷﾞｮｳ ｲﾐﾝ ｼﾞｭｯｺｳ 永雄策郎　 840

ﾏﾝｼｭｳ ﾉ ｵﾄﾓﾀﾞﾁ 大谷藤子　 51

ﾏﾝｼｭｳ ﾉ ｺﾄﾞﾓ 巽聖歌　 146

ﾏﾝｼｭｳ ﾌｳｳﾝﾛｸ 金丸精哉　 476

ﾏﾝﾓｳ ｶｲﾀｸ ｾｲｼｮｳﾈﾝ ｷﾞﾕｳｸﾞﾝ 朝日新聞社　 833

ﾐ ｵ ｽﾃﾃ ｺｿ 荒木貞夫　 871

ﾐｿｷﾞ ﾉ ﾘﾛﾝ ﾄ ｼﾞｯｻｲ 座田司氏　 446

ﾐﾀﾃ 山岡荘八　 1366

ﾐﾄｶﾞｸ ﾆｭｳﾓﾝ 西村文則　 370

ﾐﾅﾄ ﾉ ﾊﾀ 北原白秋　 89

ﾐﾅﾐ ｼﾞｭｳｼﾞｾｲ ﾉ ﾓﾄ ﾆ 南洋一郎　 232

ﾐﾅﾐ ﾀｲﾍｲﾖｳ ﾄｸﾎﾝ 外務省情報部　 729

ﾐﾅﾐ ﾀｲﾍｲﾖｳ ﾉ ｹｯｾﾝ 滝田憲次　 1467

ﾐﾅﾓﾄ ﾖｼﾂﾈ 太田黒克彦　 240

ﾐﾅﾓﾄ ﾖｼﾂﾈ 楠山正雄　 241

ﾐﾅﾓﾄ ﾖｼﾂﾈ 吉川英治　 242

ﾐｮｳｺｸｼﾞ ｼﾞﾍﾝ 坪内士行　 1247

ﾐﾝｶﾝ ｺｳｸｳ 中正夫　 1193

ﾐﾝｿﾞｸ ｶﾞｲｺｳ ﾉ ｶｵ 竹内夏積　 803

ﾐﾝｿﾞｸ ﾄ ｺｯｶ 藤岡淳吉　 767

ﾐﾝｿﾞｸ ﾉ ｶﾞｲｶ 榊原孝　他 1440

ﾐﾝﾀﾞﾅｵﾄｳ ﾉ ﾊｯｹﾝ Ｖ ．ハ－リ－　 1554

ﾑｷﾞ ﾄ ﾍｲﾀｲ 火野葦平　 1509

ﾑｷﾞ ﾄ ﾍｲﾀｲ 火野葦平　 199

ﾑｷﾞ ﾜ ｼﾅｽﾞ 日本教育紙芝居協会　 4

ﾑｼﾞｮｳﾔｸ ｼﾞﾀﾞｲ ﾄ ﾜｶﾞ ｶｲｸﾞﾝ 海軍省海軍軍事普及部　 1035

ﾑｯｿﾘﾆ ﾃﾞﾝ 沢田謙　 710

ﾑﾃｷ ｱﾗﾜｼ ﾀﾞﾏｼｲ 伊藤松雄　 24

ﾑﾃｷ ｶｲｸﾞﾝ ﾉ ﾁﾁ 東京新聞社　 616

ﾑﾃｷ ｾﾝｽｲｶﾝ 黒崎貞治郎　 92

ﾑﾃｷ ﾆﾎﾝ ｶｲｸﾞﾝﾍｲ 内田丈一郎　 1033

ﾑﾗ ﾉ ｴﾝｹﾞｷ 遠藤慎吾　 1244

ﾒｲｼﾞ ｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅﾊﾁﾈﾝ ﾆﾁﾛ ｾﾝｼ 参謀本部　 942

ﾒｲｼﾞ ｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅﾊﾁﾈﾝ ﾆﾁﾛ ｾﾝｼ 参謀本部　 943

ﾒｲｼﾞ ｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅﾊﾁﾈﾝ ﾆﾁﾛ ｾﾝｼ 参謀本部　 944
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

明治卅七八年日露戦史　第４巻－１ ﾒｲｼﾞ ｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅﾊﾁﾈﾝ ﾆﾁﾛ ｾﾝｼ 参謀本部　 945 

明治卅七八年日露戦史　第４巻－２ ﾒｲｼﾞ ｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅﾊﾁﾈﾝ ﾆﾁﾛ ｾﾝｼ 参謀本部　 946 

明治卅七八年日露戦史　第７巻－１ ﾒｲｼﾞ ｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅﾊﾁﾈﾝ ﾆﾁﾛ ｾﾝｼ 参謀本部　 947 

明治卅七八年日露戦史 第７巻－２ ﾒｲｼﾞ ｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅﾊﾁﾈﾝ ﾆﾁﾛ ｾﾝｼ 参謀本部　 948 

明治卅七八年日露戦史 第８巻 ﾒｲｼﾞ ｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅﾊﾁﾈﾝ ﾆﾁﾛ ｾﾝｼ 参謀本部　 949 

明治卅七八年日露戦史　第９巻 ﾒｲｼﾞ ｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅﾊﾁﾈﾝ ﾆﾁﾛ ｾﾝｼ 参謀本部　 950 

明治卅七八年日露戦史　第１０巻 ﾒｲｼﾞ ｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅﾊﾁﾈﾝ ﾆﾁﾛ ｾﾝｼ 参謀本部　 951 

明治の行幸　 ﾒｲｼﾞ ﾉ ｷﾞｮｳｺｳ 尾佐竹猛　 627 

明治名将伝　 ﾒｲｼﾞ ﾒｲｼｮｳﾃﾞﾝ 木村毅　 566 

名将信長　 ﾒｲｼｮｳ ﾉﾌﾞﾅｶﾞ 野村政夫　 1338 

名将兵談　 ﾒｲｼｮｳ ﾍｲﾀﾞﾝ 大場弥平　 935 

滅共読本　 ﾒｯｷｮｳ ﾄｸﾎﾝ 五来欣造　 761 

モ 蒙疆漫筆　 ﾓｳｷｭｳ ﾏﾝﾋﾟﾂ 高津彦次　 478 

蒙疆の子供　 ﾓｳｷｮｳ ﾉ ｺﾄﾞﾓ 吉田一次　 267 

蒙古読本　 ﾓｳｺ ﾄﾞｸﾎﾝ 滿洲日日新聞社　 488 

蒙古の民族と歴史　 ﾓｳｺ ﾉ ﾐﾝｿﾞｸ ﾄ ﾚｷｼ 青木富太郎　 470 

蒙古は何故救はねばならぬか　 ﾓｳｺ ﾜ ﾅｾﾞ ｽｸﾜﾈﾊﾞ ﾅﾗﾇｶ 善隣協会　 481 

盲人歌集　 ﾓｳｼﾞﾝ ｶｼｭｳ 佐佐木信綱　 1229 

模型航空機の理論と設計　 ﾓｹｲ ｺｳｸｳｷ ﾉ ﾘﾛﾝ ﾄ ｾｯｹｲ 柴田真三朗　 115 

模型船舶の作り方　 ﾓｹｲ ｾﾝﾊﾟｸ ﾉ ﾂｸﾘｶﾀ 田中正太郎　 147 

模型飛行機と滑空機の作り方　 ﾓｹｲ ﾋｺｳｷ ﾄ ｶｯｸｳｷ ﾉ ﾂｸﾘｶﾀ 関猛　 131 

悶ゆる英国　 ﾓﾀﾞﾕﾙ ｴｲｺｸ 工藤信一良　 527 

持てる国日本　 ﾓﾃﾙ ｸﾆ ﾆﾎﾝ 大河内正敏　 1148 

物語維新史黒船来航　 ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｲｼﾝｼ ｸﾛﾌﾈ ﾗｲｺｳ 足立勇　 448 

物語軍神と聖将　 ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｸﾞﾝｼﾝ ﾄ ｾｲｼｮｳ 松波治郎　 621 

物語征空記　 ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｾｲｸｳｷ 榊原良平　 1113 

物の経済はどうなるか　 ﾓﾉ ﾉ ｹｲｻﾞｲ ﾜ ﾄﾞｳﾅﾙｶ 岡崎文勲　 820 

燃ゆる大空　 ﾓﾕﾙ ｵｵｿﾞﾗ 北村小松　 1289 

燃ゆる大陸　 ﾓﾕﾙ ﾀｲﾘｸ 北村小松　 1290 

問答式衣料品切符制の解説　 ﾓﾝﾄﾞｳｼｷ ｲﾘｮｳﾋﾝ ｷｯﾌﾟｾｲ ﾉ ｶｲｾﾂ 商工経営研究会　 825 

ヤ 躍進国都　 ﾔｸｼﾝ ｺｸﾄ 滿洲帝国政府　 735 

躍進ドイツ読本　 ﾔｸｼﾝ ﾄﾞｲﾂ ﾄﾞｸﾎﾝ 黒田礼二　 534 

野戦郵便局と兵隊　 ﾔｾﾝ ﾕｳﾋﾞﾝｷｮｸ ﾄ ﾍｲﾀｲ 原四郎　 1502 

矢でも鉄砲でも　 ﾔ ﾃﾞﾓ ﾃｯﾎﾟｳ ﾃﾞﾓ 岡崎久次郎　 636 

山崎軍神部隊　 ﾔﾏｻﾞｷ ｸﾞﾝｼﾝ ﾌﾞﾀｲ 朝日新聞社　 1388 

山田長政　 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｶﾞﾏｻ 池田宣政　 256 

山田長政・張騫　 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｶﾞﾏｻ ﾁｮｳｹﾝ 白井喬二　 259 

山田長政と南進先駆者　 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｶﾞﾏｻ ﾄ ﾅﾝｼﾝ ｾﾝｸｼｬ 沢田謙　 714 

大和一家物語　 ﾔﾏﾄ ｲｯｶ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 南達彦　 1357 

やまとをみな　 ﾔﾏﾄ ｵﾐﾅ 三輪田元道　 430 

山と兵隊　 ﾔﾏ ﾄ ﾍｲﾀｲ 西田稔　 176 

山本五十六元帥伝提督とその母　 ﾔﾏﾓﾄ ｲｿﾛｸ ｹﾞﾝｽｲ ﾃﾞﾝ ﾃｲﾄｸ ﾄ ｿﾉ ﾊﾊ 清閑寺健　 260 

山本元帥　 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｽｲ 大木雄二　 258 

山本元帥言行録　 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｺｳﾛｸ 伊藤金次郎　 716 

山本元帥前線よりの書簡集　 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｽｲ ｾﾞﾝｾﾝ ﾖﾘ ﾉ ｼｮｶﾝｼｭｳ 広瀬彦太　 1549 

山本元帥伝　 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｽｲ ﾃﾞﾝ 沢田謙　 718 

ユ 夕顔は白い花　 ﾕｳｶﾞｵ ﾜ ｼﾛｲ ﾊﾅ 明石鉄也　 1253 

勇士杉山曹長の面影　 ﾕｳｼ ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳﾁｮｳ ﾉ ｵﾓｶｹﾞ 杉山英　 667 

湯地丈雄　 ﾕﾁ ﾀｹｵ 仲村久慈　 724 

ヨ 養護訓導の記録　 ﾖｳｺﾞ ｸﾝﾄﾞｳ ﾉ ｷﾛｸ 小山安江　 1437 

葉菜　 ﾖｳｻｲ 渡辺誠三　 1179 
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養蠶　 ﾖｳｻﾝ 野中幸兵衛　 1180 

養蠶栽桑相談　 ﾖｳｻﾝ ｻｲｿｳ ｿｳﾀﾞﾝ 野中幸兵衛　 1181 

揚子江艦隊従軍記　 ﾖｳｽｺｳ ｶﾝﾀｲ ｼﾞｭｳｸﾞﾝｷ 杉山平助　 1459 

予科練物語　 ﾖｶﾚﾝ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 西田利明　 1046 

翼賛一路　 ﾖｸｻﾝ ｲﾁﾛ 森九又　 1360 

翼賛運動と近衛公　 ﾖｸｻﾝ ｳﾝﾄﾞｳ ﾄ ｺﾉｴｺｳ 小田俊与　 776 

沃土滿洲を拓く　 ﾖｸﾄﾞ ﾏﾝｼｭｳ ｵ ﾋﾗｸ 半沢耕貫　他 1166 

吉田松陰兵家訓　 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｲﾝ ﾍｲ ｶｸﾝ 丹潔　 726 

甦る比律賓の経済力　 ﾖﾐｶﾞｴﾙ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾉ ｹｲｻﾞｲﾘｮｸ 神戸商工会議所　 516 

夜の進軍喇叭　 ﾖﾙ ﾉ ｼﾝｸﾞﾝ ﾗｯﾊﾟ 小川未明　 60 

四提督の最期　 ﾖﾝﾃｲﾄｸ ﾉ ｻｲｺﾞ 伊東浩三　 562 

ラ 雷撃機　 ﾗｲｹﾞｷｷ 松永寿雄　 1060 

ラヂオ時局読本　 ﾗｼﾞｵ ｼﾞｷｮｸ ﾄﾞｸﾎﾝ 日本放送協会　 914 

落下傘　 ﾗｯｶｻﾝ 平等恵了　 135 

落下傘読本　 ﾗｯｶｻﾝ ﾄﾞｸﾎﾝ 昇曙夢　 1122 

落下傘部隊　 ﾗｯｶｻﾝ ﾌﾞﾀｲ 岩田岩二　 1106 

落下傘部隊と空中歩兵　 ﾗｯｶｻﾝ ﾌﾞﾀｲ ﾄ ｸｳﾁｭｳ ﾎﾍｲ 木暮浪夫　 1112 

蘭印を斯く見たり　 ﾗﾝｲﾝ ｵ ｶｸ ﾐﾀﾘ 小林一三　 517 

蘭印現状読本　 ﾗﾝｲﾝ ｹﾞﾝｼﾞｮｳ ﾄﾞｸﾎﾝ 石沢豊　 513 

蘭印読本　 ﾗﾝｲﾝ ﾄﾞｸﾎﾝ 斎藤武治　 518 

蘭印と日本　 ﾗﾝｲﾝ ﾄ ﾆﾎﾝ 松本忠雄　 520 

蘭印に正義を叫ぶマックス・ハ－フェラ－ル　 ﾗﾝｲﾝ ﾆ ｾｲｷﾞ ｵ ｻｹﾌﾞ ﾏｯｸｽ ﾊ-ﾌｪﾗ-ﾙ ミュリタテュリ　 692 

リ 陸を征く軍艦旗　 ﾘｸ ｵ ﾕｸ ｸﾞﾝｶﾝｷ 北原晴光　 1420 

陸軍記念日講話資料　 ﾘｸｸﾞﾝ ｷﾈﾝﾋﾞ ｺｳﾜ ｼﾘｮｳ 陸軍省新聞班　 1022 

陸軍航空を語る　 ﾘｸｸﾞﾝ ｺｳｸｳ ｵ ｶﾀﾙ 西原勝　 1012 

陸軍航空士官学校　 ﾘｸｸﾞﾝ ｺｳｸｳ ｼｶﾝ ｶﾞｯｺｳ 枝法　 1005 

陸軍五十年史　 ﾘｸｸﾞﾝ ｺﾞｼﾞｭｳﾈﾝｼ 桑木崇明　 1009 

陸軍史談　 ﾘｸｸﾞﾝ ｼﾀﾞﾝ 金子空軒　 1008 

陸軍将校下士官生徒志願準備全書　 ﾘｸｸﾞﾝ ｼｮｳｺｳ ｶｼｶﾝ ｾｲﾄ ｼｶﾞﾝ ｼﾞｭﾝﾋﾞ ｾﾞﾝｼｮ 佐々木一雄　 1010 

陸軍少年通信兵　 ﾘｸｸﾞﾝ ｼｮｳﾈﾝ ﾂｳｼﾝﾍｲ 並木行夫　 1011 

陸軍少年通信兵　 ﾘｸｸﾞﾝ ｼｮｳﾈﾝ ﾂｳｼﾝﾍｲ 陸軍少年通信兵学校　 1024 

陸軍少年飛行兵　 ﾘｸｸﾞﾝ ｼｮｳﾈﾝ ﾋｺｳﾍﾝ 陸軍少年飛行兵学校　 1025 

陸軍少年砲兵　 ﾘｸｸﾞﾝ ｼｮｳﾈﾝ ﾎｳﾍｲ 陸軍野戦砲兵学校　 1023 

陸軍大將川上操六　 ﾘｸｸﾞﾝ ﾀｲｼｮｳ ｶﾜｶﾐ ｿｳﾛｸ 徳富猪一郎　 646 

陸軍魂　 ﾘｸｸﾞﾝ ﾀﾞﾏｼｲ 和田亀治　 1026 

陸軍読本　 ﾘｸｸﾞﾝ ﾄﾞｸﾎﾝ 大久保弘一　 1006 

陸上戦技　 ﾘｸｼﾞｮｳ ｾﾝｷﾞ 森田俊彦　 1209 

陸戦隊魂　 ﾘｸｾﾝﾀｲ ﾀﾞﾏｼｲ 永松浅造　 1045 

陸戦の華戦車　 ﾘｸｾﾝ ﾉ ﾊﾅ ｾﾝｼｬ 藤田実彦　他 214 

陸稻栽培の実際　 ﾘｸﾄｳ ｻｲﾊﾞｲ ﾉ ｼﾞｯｻｲ 白石代吉　 1171 

陸の少年兵　 ﾘｸ ﾉ ｼｮｳﾈﾝﾍｲ 清閑寺健　 130 

陸の若鷲　 ﾘｸ ﾉ ﾜｶﾜｼ 西原勝　 179 

陸鷲魂奇蹟の翼　 ﾘｸﾜｼ ﾀﾞﾏｼｲ ｷｾｷ ﾉ ﾂﾊﾞｻ 飯塚羚児　 16 

陸鷲南方作戦　 ﾘｸﾜｼ ﾅﾝﾎﾟｳ ｻｸｾﾝ 長谷川直美　 1499 

留魂録　 ﾘｭｳｺﾝﾛｸ 柿村峻　 353 

林業　 ﾘﾝｷﾞｮｳ 福田次郎　 1185 

隣邦ロシア　 ﾘﾝﾎﾟｳ ﾛｼｱ 秦彦三郎　 547 

ル ルックネル艦長　 ﾙｯｸﾈﾙ ｶﾝﾁｮｳ 南洋一郎　 233 

レ 歴史　 ﾚｷｼ 火野葦平　 1345 

歴史　 ﾚｷｼ 百田宗治　 244 

歴史なき国　 ﾚｷｼ ﾅｷ ｸﾆ 仁宮芳夫　 1335 
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書名　巻次 書名　ヨミ 編著者名 項番

ロ 老特務兵　 ﾛｳﾄｸﾑﾍｲ 田口精一　 1468 

六人の報道小隊　 ﾛｸﾆﾝ ﾉ ﾎｳﾄﾞｳ ｼｮｳﾀｲ 栗原信　 1427 

六原道場　 ﾛｸﾊﾗ ﾄﾞｳｼﾞｮｳ 伊藤金次郎　 1150 

ロシアの東方政策　 ﾛｼｱ ﾉ ﾄｳﾎｳ ｾｲｻｸ 内藤智秀　他 545 

露地メロン・甜瓜・越瓜・栽培の実際　 ﾛｼﾞﾒﾛﾝ ﾏｸﾜｳﾘ ｼﾛｳﾘ ｻｲﾊﾞｲ ﾉ ｼﾞｯｻｲ 堀準爾　 1178 

ロシヤ物語　 ﾛｼﾔ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 鷲尾知治　 273 

ロンドン爆撃　 ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾊﾞｸｹﾞｷ ヨアヒム・アチアス　 1560 

ロンドン爆撃　 ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾊﾞｸｹﾞｷ シュタッケン・ベルグ　 1566 

ワ わが海軍はいかに戦ふか　 ﾜｶﾞ ｶｲｸﾞﾝ ﾜ ｲｶﾆ ﾀﾀｶｳｶ 柴田勝春　 1039 

若き義勇軍　 ﾜｶｷ ｷﾞﾕｳｸﾞﾝ 田村直治　 839 

若き建設者　 ﾜｶｷ ｹﾝｾﾂｼｬ 下村湖人　 1309 

若きドイツ　 ﾜｶｷ ﾄﾞｲﾂ 朝比奈策太郎　 531 

若きドイツは鍛へる　 ﾜｶｷ ﾄﾞｲﾂ ﾜ ｷﾀｴﾙ ヘルム－ト・シュテルレヒト　 884 

若き日の山岡鉄舟　 ﾜｶｷ ﾋ ﾉ ﾔﾏｵｶ ﾃｯｼｭｳ 江馬修　 257 

わが血戦記　 ﾜｶﾞ ｹｯｾﾝｷ 朝日新聞社　 1389 

我が国体と世界法　 ﾜｶﾞ ｺｸﾀｲ ﾄ ｾｶｲﾎｳ 大串兎代夫　 391 

我が国土　 ﾜｶﾞ ｺｸﾄﾞ 矢野栄太郎　 247 

我が血我が土　 ﾜｶﾞ ﾁ ﾜｶﾞ ﾂﾁ 加藤武雄　 1282 

我が鬪争　 ﾜｶﾞ ﾄｳｿｳ Ａ．ヒットラア　 759 

わが七十年を語る　 ﾜｶﾞ ﾅﾅｼﾞｭｳﾈﾝ ｵ ｶﾀﾙ 林権助　 695 

若林東一中隊長　 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄｳｲﾁ ﾁｭｳﾀｲﾁｮｳ 毎日新聞社　 276 

我が家の風　 ﾜｶﾞﾔ ﾉ ｶｾﾞ 堤千代　 1323 

脇坂部隊　 ﾜｷｻｶ ﾌﾞﾀｲ 中山正男　 1489 

私の信念と体験　 ﾜﾀｸｼ ﾉ ｼﾝﾈﾝ ﾄ ﾀｲｹﾝ 永井柳太郎　 675 

和平を語る　 ﾜﾍｲ ｵ ｶﾀﾙ 室伏高信　 778 

我らかく戦へり　 ﾜﾚﾗ ｶｸ ﾀﾀｶｴﾘ ヘルベルト・ウ－フェン　 1562 

我等かく戦へり　 ﾜﾚﾗ ｶｸ ﾀﾀｶｴﾘ アルフレッド・クレツチメル　 940 

我ら傷つくとも　 ﾜﾚﾗ ｷｽﾞﾂｸﾄﾓ 林信一　 1341 

われ等の建設　 ﾜﾚﾗ ﾉ ｹﾝｾﾂ アドルフ・ヒトラ－　 760 

我等の航空母艦　 ﾜﾚﾗ ﾉ ｺｳｸｳ ﾎﾞｶﾝ 石井鉄之介　 1130 

我等の国防と軍備　 ﾜﾚﾗ ﾉ ｺｸﾎﾞｳ ﾄ ｸﾞﾝﾋﾞ 松下芳男　 916 

我等の少年戦車兵　 ﾜﾚﾗ ﾉ ｼｮｳﾈﾝ ｾﾝｼｬﾍｲ 水島周平　 1014 

我等の誓願　 ﾜﾚﾗ ﾉ ｾｲｶﾞﾝ 下村湖人　 416 

我等の青年学校経営　 ﾜﾚﾗ ﾉ ｾｲﾈﾝ ｶﾞｯｺｳ ｹｲｴｲ 文部省青年教育振興会　 854 

われらの戦場　 ﾜﾚﾗ ﾉ ｾﾝｼﾞｮｳ 中村巳寄　 1238 

われ等の日本陸軍　 ﾜﾚﾗ ﾉ ﾆﾎﾝ ﾘｸｸﾞﾝ 小原正忠　 66 

われ等の陸海軍　 ﾜﾚﾗ ﾉ ﾘｸｶｲｸﾞﾝ 平田晋策　 203 

我等は日本少年　 ﾜﾚﾗ ﾜ ﾆﾎﾝ ｼｮｳﾈﾝ 鈴木庫三　他 124 

我は何をなすべきか　 ﾜﾚ ﾜ ﾅﾆ ｵ ﾅｽﾍﾞｷｶ 栗原悦蔵　 452 

王の家　 ﾜﾝ ﾉ ｲｴ 平方久直　 201 

135



