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ア 愛国児童連盟　 ｱｲｺｸ ｼﾞﾄﾞｳ ﾚﾝﾒｲ 銃後童話こどもの進軍　 7 

青木誠四郎　 ｱｵｷ,ｾｲｼﾛｳ 家庭における子供の鍛錬　 8 

青木誠四郎　 ｱｵｷ,ｾｲｼﾛｳ 家庭における子供の鍛錬　 861 

青木保　 ｱｵｷ,ﾀﾓﾂ 兵器読本　 1134 

青木富太郎　 ｱｵｷ,ﾄﾐﾀﾛｳ 蒙古の民族と歴史　 470 

青山一郎　 ｱｵﾔﾏ,ｲﾁﾛｳ 独逸の砂　 530 

赤川武助　 ｱｶｶﾞﾜ, ﾌﾞｽｹ 僕の戦場日記　 9 

赤木健介　 ｱｶｷﾞ,ｹﾝｽｹ 世界歴史の話　 10 

明石鉄也　 ｱｶｼ,ﾃﾂﾔ 夕顔は白い花　 1253 

秋田雨雀　 ｱｷﾀ,ｳｼﾞｬｸ 現代生活叢書　第７輯　最近のソウエート・ロシア 346 

芥川龍之介　 ｱｸﾀｶﾞﾜ,ﾘｭｳﾉｽｹ 蜘蛛の糸　 1 

浅井治平　 ｱｻｲ,ｼﾞﾍｲ 少年少女世界地理　上巻 11 

浅井寿平　 ｱｻｲ,ﾄｼﾍｲ 戦車兵読本　 1003 

浅川四郎　 ｱｻｶﾜ,ｼﾛｳ 開拓団生ひ立ちの記　 832 

安里延　 ｱｻﾄ,ﾉﾌﾞ 神皇正統記　 12 

浅原六朗　 ｱｻﾊﾗ,ﾛｸﾛｳ 大陸の曙　 1254 

アサヒカメラ　 ｱｻﾋ ｶﾒﾗ 兵隊の撮った戦線写真報告　 1202 

アサヒグラフ　 ｱｻﾋ ｸﾞﾗﾌ 世界の海軍　 1027 

朝日新聞社　 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 元帥山本五十六伝　 715 

朝日新聞社　 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 写真報道学鷲　 1203 

朝日新聞社　 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 新農村の建設　 1156 

朝日新聞社　 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 満蒙開拓青少年義勇軍　 833 

朝日新聞社　 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 山崎軍神部隊　 1388 

朝日新聞社　 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ わが血戦記　 1389 

朝日新聞社アサヒグラフ　 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ ｱｻﾋ ｸﾞﾗﾌ 忠靈塔図案　 1104 

朝日新聞社科学朝日　 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ ｶｶﾞｸ ｱｻﾋ 国民学校新教材による自然觀察の教室　 1064 

朝日壮吉　 ｱｻﾋ,ｿｳｷﾁ 負けない少年　 13 

朝比奈策太郎　 ｱｻﾋﾅ,ｻｸﾀﾛｳ 軍人勅諭読本　 870 

朝比奈策太郎　 ｱｻﾋﾅ,ｻｸﾀﾛｳ 修養と青年　 407 

朝比奈策太郎　 ｱｻﾋﾅ,ｻｸﾀﾛｳ 若きドイツ　 531 

浅見淵　 ｱｻﾐ,ﾌｶｼ 地平線を行く　 1390 

浅見隆平　 ｱｻﾐ,ﾘｭｳﾍｲ 少年開拓士　 14 

亜細亜画報社　 ｱｼﾞｱ ｶﾞﾎｳｼｬ 独逸戦史　 930 

東一朗　 ｱｽﾞﾏ,ｲﾁﾛｳ 東亞新秩序の建設と滿洲国経営論　 471 

東岩美　 ｱｽﾞﾏ,ｲﾜﾐ 乃木大將　１ 682 

足立勇　 ｱﾀﾞﾁ,ｲｻﾑ 物語維新史黒船来航　 448 

安達巌　 ｱﾀﾞﾁ,ｲﾜｵ 国民運動の再出発　 764 

安達巌　 ｱﾀﾞﾁ,ｲﾜｵ 新体制と全体主義　 769 

安達堅造　 ｱﾀﾞﾁ,ｹﾝｿﾞｳ フオン・ヒンデンブルグ元帥　 702 

ヨアヒム・アチアス　 ｱﾁｱｽ,ﾖｱﾋﾑ ロンドン爆撃　 1560 

安倍季雄　 ｱﾍﾞ,ｽｴｵ 愛馬の進軍　 15 

阿部信夫　 ｱﾍﾞ,ﾉﾌﾞｵ 海軍航空戦　 1028 

阿部信夫　 ｱﾍﾞ,ﾉﾌﾞｵ 海軍読本　 1029 

セオドル・アベル　 ｱﾍﾞﾙ,ｾｵﾄﾞﾙ ヒトラ－とその運動　 774 

新井紀一　 ｱﾗｲ,ｷｲﾁ 逞しき関東部隊　 1255 

荒井徳治　 ｱﾗｲ,ﾄｸｼﾞ 山岳部隊　 1391 

荒木貞夫　 ｱﾗｷ,ｻﾀﾞｵ 身を捨てゝこそ　 871 

荒木巍　 ｱﾗｷ,ﾀｶｼ 創作集百姓魂　 1256 

有馬頼寧　 ｱﾘﾏ,ﾖﾘﾔｽ 農村現地報告　 1157 

ペ－タ－・アルグス　 ｱﾙｸﾞｽ,ﾍﾟ-ﾀ- バルカン戦記　 1561 

粟津清達　 ｱﾜｽﾞ,ｷﾖｻﾄ 産業戦士物語　 1257 
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イ 飯沢章治　 ｲｲｻﾞﾜ,ｼｮｳｼﾞ 南進政策の再認識　 834 

飯塚羚児　 ｲｲｽﾞｶ,ﾚｲｼﾞ 疾風部隊　 1392 

飯塚羚児　 ｲｲｽﾞｶ,ﾚｲｼﾞ 陸鷲魂奇蹟の翼　 16 

飯田豊二　 ｲｲﾀﾞ,ﾄﾖｼﾞ 皇国に身を捧げて　 17 

飯田豊二　 ｲｲﾀﾞ,ﾄﾖｼﾞ 産業戦士　 1082 

飯野紀元　 ｲｲﾉ,ﾉﾘﾓﾄ アメリカに於ける民族の悲劇　 775 

生田花世　 ｲｸﾀ,ﾊﾅﾖ 活かす隣組　 780 

池崎忠孝　 ｲｹｻﾞｷ,ﾁｭｳｺｳ 英国の極東作戦新嘉坡根據地　 504 

池崎忠孝　 ｲｹｻﾞｷ,ﾁｭｳｺｳ 新支那と新生活運動　 472 

池崎忠孝　 ｲｹｻﾞｷ,ﾁｭｳｺｳ 長期戦必勝　 931 

池崎忠孝　 ｲｹｻﾞｷ,ﾁｭｳｺｳ 日米戦はゞ　 932 

池田慶四郎　 ｲｹﾀﾞ,ｹｲｼﾛｳ 獨逸事情早わかり　１９４２年版 532 

池田さぶろ　 ｲｹﾀﾞ,ｻﾌﾞﾛ 職場現地報告　 1083 

池田宣政　 ｲｹﾀﾞ,ﾉﾌﾞﾏｻ ドイツ愛国物語　 18 

池田宣政　 ｲｹﾀﾞ,ﾉﾌﾞﾏｻ 新田義貞　 183 

池田宣政　 ｲｹﾀﾞ,ﾉﾌﾞﾏｻ ヒットラ－　 206 

池田宣政　 ｲｹﾀﾞ,ﾉﾌﾞﾏｻ 山田長政　 256 

池田林儀　 ｲｹﾀﾞ,ﾘﾝｷﾞ 現代生活叢書　第１２輯　優生運動 351 

池田林儀　 ｲｹﾀﾞ,ﾘﾝｷﾞ 勝利のヒトラ－　 696 

石井悌　 ｲｼｲ,ﾃｲ 害蟲防除の実際　 1168 

石井鉄之介　 ｲｼｲ,ﾃﾂﾉｽｹ 我等の航空母艦　 1130 

石井冨士雄　 ｲｼｲ,ﾌｼﾞｵ 豚の病気とその予防法　 1184 

石井良一　 ｲｼｲ,ﾘｮｳｲﾁ アメリカの内情　 550 

石川達三　 ｲｼｶﾜ,ﾀﾂｿﾞｳ 使徒行伝　 1258 

石川政芳　 ｲｼｶﾜ,ﾏｻﾖｼ 会津葉がくれ白虎隊を生んだ書　 401 

石川六郎　 ｲｼｶﾜ,ﾛｸﾛｳ 朝日常識講座　第二　第７巻　最新科学の話 304 

石黒修　 ｲｼｸﾞﾛ,ﾖｼﾐ 日本語の世界化　 1215 

石沢豊　 ｲｼｻﾞﾜ,ﾕﾀｶ 蘭印現状読本　 513 

石津誠　 ｲｼｽﾞ,ﾏｺﾄ 戦争とからだ　 19 

石田竜次郎　 ｲｼﾀﾞ,ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 資源経済地理　 814 

石原時雄　 ｲｼﾊﾗ,ﾄｷｵ 太平洋歴史物語　 20 

石原広一郎　 ｲｼﾊﾗ,ﾋﾛｲﾁﾛｳ 國難に直面して　 742 

石光真清　 ｲｼﾐﾂ,ﾏｷﾖ 諜報記　 1393 

石森延男　 ｲｼﾓﾘ,ﾉﾌﾞｵ 咲きだす少年群　 21 

石森延男　 ｲｼﾓﾘ,ﾉﾌﾞｵ 燕たち　 22 

石森延男　 ｲｼﾓﾘ,ﾉﾌﾞｵ ひろがる雲　 23 

伊豆徳蔵　 ｲｽﾞ,ﾄｸｿﾞｳ 擔架列車　 1394 

出石誠彦　 ｲｽﾞｼ,ﾖｼﾋｺ 哀烈録　 693 

泉毅一　 ｲｽﾞﾐ,ｷｲﾁ ソロモン戦記　 1395 

伊地知進　 ｲﾁｼﾞ,ｽｽﾑ 大地の意志　 1259 

一の瀬直行　 ｲﾁﾉｾ,ﾅｵﾕｷ 逞しき朝　 1260 

伊藤金次郎　 ｲﾄｳ,ｷﾝｼﾞﾛｳ 生きてゐる快将・加藤寛治　 645 

伊藤金次郎　 ｲﾄｳ,ｷﾝｼﾞﾛｳ 世紀の決戦　 933 

伊藤金次郎　 ｲﾄｳ,ｷﾝｼﾞﾛｳ 逞しき内原　 1149 

伊藤金次郎　 ｲﾄｳ,ｷﾝｼﾞﾛｳ 山本元帥言行録　 716 

伊藤金次郎　 ｲﾄｳ,ｷﾝｼﾞﾛｳ 六原道場　 1150 

伊東敬　 ｲﾄｳ,ｹｲ 現代印度論　 521 

伊東浩三　 ｲﾄｳ,ｺｳｿﾞｳ 四提督の最期　 562 

伊藤佐喜雄　 ｲﾄｳ,ｻｷｵ 北條時宗　 217 

伊東峻一郎　 ｲﾄｳ,ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 常在戦場の人山本五十六　 717 

伊藤述史　 ｲﾄｳ,ﾉﾌﾞﾌﾐ 日本の外交　 786 
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井藤半弥　 ｲﾄｳ,ﾊﾝﾔ 戦時財政講話　 816 

伊藤正徳　 ｲﾄｳ,ﾏｻﾉﾘ 世界と日本　 787 

伊藤松雄　 ｲﾄｳ,ﾏﾂｵ 時代小説愛国の記　 1261 

伊藤松雄　 ｲﾄｳ,ﾏﾂｵ 無敵荒鷲魂　 24 

井上兼雄　 ｲﾉｳｴ,ｶﾈｵ 戦時下の食糧と体位　 1073 

井上哲次郎　 ｲﾉｳｴ,ﾃﾂｼﾞﾛｳ 戦陣訓本義　 872 

伊波南哲　 ｲﾊﾞ,ﾅﾝﾃﾂ 荒潮の若人　 25 

井原俊夫　 ｲﾊﾗ,ﾄｼｵ 空の話題　 1262 

Ｍ．イヴォン　 ｲﾎﾞﾝ,M スタ－リン治下のソ聯邦　 544 

今井嘉幸　 ｲﾏｲ,ﾖｼﾕｷ 支那に於ける列強の競爭　 473 

入江徳郎　 ｲﾘｴ,ﾄｸﾛｳ ホロンバイルの荒鷲　 1396 

岩井節子　 ｲﾜｲ,ｾﾂｺ 母の従軍　 1397 

岩城謙二　 ｲﾜｷ,ｹﾝｼﾞ 戦ふ教室　 26 

岩崎栄　 ｲﾜｻｷ,ｻｶｴ 萬歳　 1263 

岩崎英恭　 ｲﾜｻｷ,ﾋﾃﾞﾔｽ 経済新体制の諸問題　 817 

岩崎松義　 ｲﾜｻｷ,ﾏﾂﾖｼ 物価は今後どうなるか　 846 

岩瀬正雄　 ｲﾜｾ,ﾏｻｵ 戦ふ青少年　 27 

岩田岩二　 ｲﾜﾀ,ｲﾜｼﾞ 落下傘部隊　 1106 

岩田九郎　 ｲﾜﾀ,ｸﾛｳ 乃木將軍残る面影　 683 

岩田豊雄　 ｲﾜﾀ,ﾄﾖｵ 海軍　 28 

岩田豊雄　 ｲﾜﾀ,ﾄﾖｵ 海軍　 1264 

岩田豊雄　 ｲﾜﾀ,ﾄﾖｵ 海軍随筆　 1374 

岩手県　 ｲﾜﾃｹﾝ 昭和三年陸軍特別大演習記録　 1004 

岩野喜久代　 ｲﾜﾉ,ｷｸﾖ 萬里の秋　 1398 

岩松五良　 ｲﾜﾏﾂ,ｺﾞﾛｳ 母の錬成　 408 

岩本喜一　 ｲﾜﾓﾄ,ｷｲﾁ 空ゆく少年　 29 

ウ 宇井無愁　 ｳｲ,ﾑｼｭｳ 前将軍退去　 1265 

ギ－ゼレル・ウイジング　 ｳｲｼﾞﾝｸﾞ,ｷﾞ-ｾﾞﾚﾙ 大英帝国を支配する百家族　 526 

上沢謙二　 ｳｴｻﾞﾜ,ｹﾝｼﾞ 将兵を泣かせた軍馬・犬鳩武勳物語　 32 

上沢謙二　 ｳｴｻﾞﾜ,ｹﾝｼﾞ 力を合はせて　 33 

上沢謙二　 ｳｴｻﾞﾜ,ｹﾝｼﾞ 日本兵ここにあり　 34 

上田広　 ｳｴﾀﾞ,ﾋﾛｼ 建設戦記　 1266 

上田広　 ｳｴﾀﾞ,ﾋﾛｼ 建設戦記　続 1267 

上田広　 ｳｴﾀﾞ,ﾋﾛｼ 黄塵　 1268 

上田広　 ｳｴﾀﾞ,ﾋﾛｼ 指導物語　 1269 

上田広　 ｳｴﾀﾞ,ﾋﾛｼ 真珠の村　 1270 

上田広　 ｳｴﾀﾞ,ﾋﾛｼ 創作集帰順　 1271 

上田広　 ｳｴﾀﾞ,ﾋﾛｼ 鉄道部隊　 35 

上野徳太郎　 ｳｴﾉ,ﾄｸﾀﾛｳ 体力章合格練習法　 1074 

上原訓蔵　 ｳｴﾊﾗ,ｸﾝｿﾞｳ 一般軍用マレ－語会話　 1217 

植松尊慶　 ｳｴﾏﾂ,ｿﾝｹｲ 国民海軍読本　 1030 

植松尊慶　 ｳｴﾏﾂ,ｿﾝｹｲ 写真・海洋少年団　 862 

植松尊慶　 ｳｴﾏﾂ,ｿﾝｹｲ 日本海軍航空隊　 1031 

植村茂夫　 ｳｴﾑﾗ,ｼｹﾞｵ 海軍魂　 1032 

スタンレ－・ウォシュバン　 ｳｫｼｭﾊﾞ-ﾝ,ｽﾀﾝﾚ- 乃木　 684 

Ａ．Ｌ．ウオリンスキイ　 ｳｵﾙｨﾝｽｷ-,ｱｷﾑ ﾘﾎﾞ-ﾋﾞﾁ 偉大なる憤怒の書　 1569 

宇垣一成　 ｳｶﾞｷ,ｶｽﾞﾅﾘ 身辺雑話　 1375 

氏原大作　 ｳｼﾞﾊﾗ,ﾀﾞｲｻｸ いくさ土産　 36 

氏原大作　 ｳｼﾞﾊﾗ,ﾀﾞｲｻｸ 幼き者の旗　 37 

氏原大作　 ｳｼﾞﾊﾗ,ﾀﾞｲｻｸ 父なきあと　 38 

菟田茂丸　 ｳﾀﾞ,ｲｶｼﾏﾛ 橿原の遠祖　 440 
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内田丈一郎　 ｳﾁﾀﾞ,ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 無敵日本海軍兵　 1033 

内田良平　 ｳﾁﾀﾞ,ﾘｮｳﾍｲ 對外國是樹立の急務　 751 

ウノ・カズマロ　 ｳﾉ,ｶｽﾞﾏﾛ コレヒド－ル最後の日　 1552 

ヘルベルト・ウ－フェン　 ｳ-ﾌｪﾝ,ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ 我らかく戦へり　 1562 

梅田祐一　 ｳﾒﾀﾞ,ﾕｳｲﾁ 童話教室５年生　 39 

梅原真隆　 ｳﾒﾊﾗ,ｼﾝﾘｭｳ 教学叢書　第７輯〔１〕　日本仏教の開顕と親鸞聖人 325 

瓜生外吉　 ｳﾘｭｳ,ｿﾄｷﾁ 胸像建設紀念瓜生海軍大將を偲びて　 635 

海野十三　 ｳﾝﾉ,ｼﾞｭｳｻﾞ 青い兵隊蜂　 40 

海野十三　 ｳﾝﾉ,ｼﾞｭｳｻﾞ 空中漂流一週間　 1272 

海野十三　 ｳﾝﾉ,ｼﾞｭｳｻﾞ 軍艦旗の下に　 41 

海野十三　 ｳﾝﾉ,ｼﾞｭｳｻﾞ 撃滅　 1273 

海野十三　 ｳﾝﾉ,ｼﾞｭｳｻﾞ 黒人島　前篇 42 

海野十三　 ｳﾝﾉ,ｼﾞｭｳｻﾞ 米機来らば　 43 

海野十三　 ｳﾝﾉ,ｼﾞｭｳｻﾞ ペンで征く　 1399 

エ 江沢讓爾　 ｴｻﾞﾜ,ｼﾞｮｳｼﾞ 国土の精神　 449 

枝法　 ｴﾀﾞ,ﾊｶﾙ 陸軍航空士官学校　 1005 

荏原二郎　 ｴﾊﾞﾗ,ｼﾞﾛｳ イタリ－物語　 44 

江馬修　 ｴﾏ,ﾅｶｼ 若き日の山岡鉄舟　 257 

遠藤慎吾　 ｴﾝﾄﾞｳ,ｼﾝｺﾞ 村の演劇　 1244 

遠藤元男　 ｴﾝﾄﾞｳ,ﾓﾄｵ 国史をつらぬく力　 45 

オ 汪精衛　 ｵｳ,ｾｲｴｲ 日本と携へて　 752 

大池唯雄　 ｵｵｲｹ,ﾀﾀﾞｵ 命のかぎり　第1部 1274 

大石善次　 ｵｵｲｼ,ｾﾞﾝｼﾞ 徴用日記　 1400 

大石俊雄　 ｵｵｲｼ,ﾄｼｵ 増産要訣甘藷の栽培法　 1170 

大内地山　 ｵｵｳﾁ,ﾁｻﾞﾝ 国体の本義解釋　 390 

大内直通　他 ｵｵｳﾁ,ﾅｵﾐﾁ 少年重砲兵　 46 

大江賢次　 ｵｵｴ,ｹﾝｼﾞ 湖沼戦区　 1275 

大江賢次　 ｵｵｴ,ｹﾝｼﾞ ジャワを行く旗　 1401 

大川三郎　 ｵｵｶﾜ,ｻﾌﾞﾛｳ 巨豪・松岡洋右　 709 

大川周明　 ｵｵｶﾜ,ｼｭｳﾒｲ 亞細亞建設者　 623 

大川周明　 ｵｵｶﾜ,ｼｭｳﾒｲ 復興亜細亜の諸問題　 788 

大川周明　 ｵｵｶﾜ,ｼｭｳﾒｲ 米英東亜侵略史　 835 

大木直太郎　 ｵｵｷ,ﾅｵﾀﾛｳ 北海の鷹　 93 

大木雄二　 ｵｵｷ,ﾕｳｼﾞ 日本武将物語　 47 

大木雄二　 ｵｵｷ,ﾕｳｼﾞ 山本元帥　 258 

大木陽堂　 ｵｵｷ,ﾖｳﾄﾞｳ 現代語訳葉隠全集　上 403 

大串兎代夫　 ｵｵｸﾞｼ,ﾄﾖｵ 我が国体と世界法　 391 

大串兎代夫　 ｵｵｸﾞｼ,ﾄﾖｵ 国民精神文化類輯　第６輯　全体国家論の台頭 386 

大久保弘一　 ｵｵｸﾎﾞ,ｺｳｲﾁ 陸軍読本　 1006 

大久保武雄　 ｵｵｸﾎﾞ,ﾀｹｵ 大空を拓く　 1107 

大久保竜　 ｵｵｸﾎﾞ,ﾘｭｳ 白虎隊とその教育　 402 

大熊武雄　 ｵｵｸﾏ,ﾀｹｵ 新兵器　 1135 

大隈俊雄　 ｵｵｸﾏ,ﾄｼｵ 軍神加藤少将　 82 

大倉邦彦　 ｵｵｸﾗ,ｸﾆﾋｺ 勤労教育の理論と方法　 387 

大倉邦彦　 ｵｵｸﾗ,ｸﾆﾋｺ 勤労世界観　 388 

大河内敏夫　 ｵｵｺｳﾁ,ﾄｼｵ 空征く御楯　 1276 

大河内正敏　 ｵｵｺｳﾁ,ﾏｻﾄｼ 国防経済と科学　 818 

大河内正敏　 ｵｵｺｳﾁ,ﾏｻﾄｼ 発明と工業の日本　 48 

大河内正敏　 ｵｵｺｳﾁ,ﾏｻﾄｼ 持てる国日本　 1148 

大阪毎日新聞社　 ｵｵｻｶ ﾏｲﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 東亜ブロック読本　 467 

大阪毎日新聞社　 ｵｵｻｶ ﾏｲﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 日支政治経済読本　 819 
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大沢卯三郎　 ｵｵｻﾜ,ｳｻﾌﾞﾛｳ 日本海員魂　 648 

大島正健　 ｵｵｼﾏ,ﾏｻﾀｹ 神国二千六百年史　 458 

太田三郎　 ｵｵﾀ,ｻﾌﾞﾛｳ 日露樺太外交戦　 789 

太田恒也　 ｵｵﾀ,ﾂﾈﾅﾘ 赤道従軍　 1402 

太田正孝　 ｵｵﾀ,ﾏｻﾀｶ 資源と産業国の宝　 49 

大高常彦　他 ｵｵﾀｶ,ﾂﾈﾋｺ 大東亜地理読本　 50 

太田黒克彦　 ｵｵﾀｸﾞﾛ,ｶﾂﾋｺ 源義経　 240 

大岳康子　 ｵｵﾀｹ,ﾔｽｺ 病院船　 1403 

大谷幸作　 ｵｵﾀﾆ,ｺｳｻｸ 職域奉公人生道場寄宿舎生活の鑑　 1084 

大谷光瑞　 ｵｵﾀﾆ,ｺｳｽﾞｲ 帝国之前途　 285 

大谷智子　 ｵｵﾀﾆ,ｻﾄｺ 光華抄　 1376 

大谷武一　 ｵｵﾀﾆ,ﾌﾞｲﾁ 正常歩　 1210 

大谷藤子　 ｵｵﾀﾆ,ﾌｼﾞｺ 満洲のお友達　 51 

大塚好　 ｵｵﾂｶ,ｺﾉﾑ 工場生活と少年の教育　 1085 

大坪草二郎　 ｵｵﾂﾎﾞ,ｿｳｼﾞﾛｳ 少年武士道　 52 

大坪草二郎　 ｵｵﾂﾎﾞ,ｿｳｼﾞﾛｳ 平野国臣　 1277 

大坪義勢　 ｵｵﾂﾎﾞ,ﾖｼﾄｷ 国家総力戦防諜講話　 907 

大西斎　 ｵｵﾆｼ,ｲﾂｷ 朝日常識講座　第３巻　支那の現状 290 

大西利夫　 ｵｵﾆｼ,ﾄｼｵ 大楠公　 651 

大西藤米治　 ｵｵﾆｼ,ﾄﾒｼﾞ 土より鉄へ　 1404 

大沼直輔　 ｵｵﾇﾏ,ﾅｵｽｹ 学校少年団の理論と訓練　 863 

大場弥平　 ｵｵﾊﾞ,ﾔﾍｲ 殲滅戦　 934 

大場弥平　 ｵｵﾊﾞ,ﾔﾍｲ 名将兵談　 935 

大橋城　 ｵｵﾊｼ,ｷｽﾞｸ 戦鬪　 1195 

大林重信　 ｵｵﾊﾞﾔｼ,ｼｹﾞﾉﾌﾞ 中国文明史物語　 53 

大平秀雄　 ｵｵﾋﾗ,ﾋﾃﾞｵ 不滅の戦果　 936 

大村一蔵　 ｵｵﾑﾗ,ｲﾁｿﾞｳ 石油　 54 

大村秀雄　他 ｵｵﾑﾗ,ﾋﾃﾞｵ 鯨　 1186 

大森洪太　 ｵｵﾓﾘ,ｺｳﾀ 明けゆく空　 55 

大森三平　 ｵｵﾓﾘ,ｻﾝﾍﾟｲ 戦ふ新兵器　 56 

大屋久寿雄　他 ｵｵﾔ,ｸｽｵ 安南物語　 505 

大類伸　 ｵｵﾙｲ,ﾉﾌﾞﾙ 世界の光・日本　 57 

岡十万男　 ｵｶ,ﾄﾏｵ 戦時下の国民におくる近衛首相演説集　 753 

岡不可止　 ｵｶ,ﾌｶｼ 志士のこころ　 58 

岡崎文勲　 ｵｶｻﾞｷ,ｱﾔｺﾄ 物の経済はどうなるか　 820 

岡崎久次郎　 ｵｶｻﾞｷ,ｷｭｳｼﾞﾛｳ 矢でも鉄砲でも　 636 

岡沢武　 ｵｶｻﾞﾜ,ﾀｹｼ 海洋の征服　 1405 

小笠原淳隆　 ｵｶﾞｻﾜﾗ,ｷﾖﾀｶ 轟沈　 937 

小笠原淳隆　 ｵｶﾞｻﾜﾗ,ｷﾖﾀｶ 大東郷　 672 

小笠原長生　 ｵｶﾞｻﾜﾗ,ﾅｶﾞﾅﾘ 聖戦忠話　 1406 

小笠原秀昱　 ｵｶﾞｻﾜﾗ,ﾋﾃﾞｱｷ 鉄砲伝来　 1278 

緒方九州男　 ｵｶﾞﾀ,ｸｽｵ 軍人魂　 1407 

岡田紅陽　 ｵｶﾀﾞ,ｺｳﾖｳ 現代生活叢書　第１１輯　写真の知識 350 

岡田三郎　 ｵｶﾀﾞ,ｻﾌﾞﾛｳ 開拓者白瀬中尉　 665 

緒方竹虎　 ｵｶﾞﾀ,ﾀｹﾄﾗ 朝日常識講座　第４巻　議会の話 291 

岡田道一　 ｵｶﾀﾞ,ﾄﾞｳｲﾁ 青年の錬成と衞生　 1075 

岡地義道　 ｵｶﾁ,ｷﾞﾄﾞｳ 飛ばぬ荒鷲実戦手記　 1408 

岡部康之　 ｵｶﾍﾞ,ﾔｽﾕｷ 桑樹栽培　 1182 

岡本潤　 ｵｶﾓﾄ,ｼﾞｭﾝ 国民詩選　 1220 

岡本哲史　 ｵｶﾓﾄ,ﾃﾂｼ 飛行機の話　 1108 

小川菊松　 ｵｶﾞﾜ,ｷｸﾏﾂ ヒカウキ　 59 
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小川真吉　 ｵｶﾞﾜ,ｼﾝｷﾁ 隻手に生きる　 1409 

小川太一郎　 ｵｶﾞﾜ,ﾀｲﾁﾛｳ 航空読本　 1109 

小川未明　 ｵｶﾞﾜ,ﾐﾒｲ 夜の進軍喇叭　 60 

沖邑良彦　 ｵｷﾑﾗ,ﾖｼﾋｺ 戦ふ魂　 1410 

奥間徳一　 ｵｸﾏ,ﾄｸｲﾁ フィリッピン読本　 514 

奥村喜和男　 ｵｸﾑﾗ,ｷﾜｵ 国民に叫ぶ　 286 

小倉卯之助　 ｵｸﾞﾗ,ｳﾉｽｹ 暴風の島　 515 

小倉卯之助　 ｵｸﾞﾗ,ｳﾉｽｹ 暴風の島　 740 

小倉金之助　 ｵｸﾞﾗ,ｷﾝﾉｽｹ 家計の數學　 849 

小倉竜男　 ｵｸﾞﾗ,ﾀﾂｵ 縹渺　 1411 

尾崎士郎　 ｵｻﾞｷ,ｼﾛｳ 成吉思汗　 1279 

尾崎士郎　 ｵｻﾞｷ,ｼﾛｳ 積乱雲　 1280 

尾崎士郎　 ｵｻﾞｷ,ｼﾛｳ 闘魂録　 1377 

尾崎士郎　 ｵｻﾞｷ,ｼﾛｳ 悲風千里　 1412 

尾佐竹猛　 ｵｻﾀｹ,ﾀｹｷ 明治の行幸　 627 

大仏次郎　 ｵｻﾗｷﾞ,ｼﾞﾛｳ 薩英戰爭　 61 

小沢滋　 ｵｻﾞﾜ,ｼｹﾞﾙ 闘ふ少年部隊　 62 

小津茂郎　 ｵｽﾞ,ｼｹﾞｵ 愛馬読本　 63 

尾関岩二　 ｵｾﾞｷ,ｲﾜｼﾞ 支那の子供　 64 

小田俊与　 ｵﾀﾞ,ﾄｼﾖ 近衛新体制の全貌　 770 

小田俊与　 ｵﾀﾞ,ﾄｼﾖ 翼賛運動と近衛公　 776 

小野武夫　 ｵﾉ,ﾀｹｵ 農民魂　 1151 

小野春雄　 ｵﾉ,ﾊﾙｵ 僕らの翼　 65 

小野田亮正　 ｵﾉﾀﾞ,ｽｹﾏｻ 近世偉人秘話　 563 

小原正忠　 ｵﾊﾗ,ﾏｻﾀﾀﾞ 入営読本　 1007 

小原正忠　 ｵﾊﾗ,ﾏｻﾀﾀﾞ われ等の日本陸軍　 66 

アントン・オ－ホルン　 ｵ-ﾎﾙﾝ,ｱﾝﾄﾝ ドイツ民族　 1556 

小谷部久治郎　 ｵﾔﾍﾞ,ｷｭｳｼﾞﾛｳ 機械工作工員技術読本　 1105 

カ 海軍省　 ｶｲｸﾞﾝｼｮｳ 青年訓練参考書　 1034 

海軍省　 ｶｲｸﾞﾝｼｮｳ 日露戦役海軍写真帖　 938 

海軍省海軍軍事普及部　 ｶｲｸﾞﾝｼｮｳ ｶｲｸﾞﾝ ｸﾞﾝｼﾞ ﾌｷｭｳﾌﾞ 支那事変に於ける帝国海軍の行動　 1036 

海軍省海軍軍事普及部　 ｶｲｸﾞﾝｼｮｳ ｶｲｸﾞﾝ ｸﾞﾝｼﾞ ﾌｷｭｳﾌﾞ 第三十四回海軍記念日を迎へて　 1037 

海軍省海軍軍事普及部　 ｶｲｸﾞﾝｼｮｳ ｶｲｸﾞﾝ ｸﾞﾝｼﾞ ﾌｷｭｳﾌﾞ 無條約時代と我海軍　 1035 

海軍省黒潮会　 ｶｲｸﾞﾝｼｮｳ ｸﾛｼｵｶｲ 決死潜航十勇士　 1413 

外務省　 ｶﾞｲﾑｼｮｳ 第六十七回帝國議會ニ於ケル廣田外務大臣演説　 791 

外務省情報部　 ｶﾞｲﾑｼｮｳ ｼﾞｮｳﾎｳﾌﾞ 伊太利読本　 541 

外務省情報部　 ｶﾞｲﾑｼｮｳ ｼﾞｮｳﾎｳﾌﾞ 大戦外交読本　 792 

外務省情報部　 ｶﾞｲﾑｼｮｳ ｼﾞｮｳﾎｳﾌﾞ 獨逸読本　 533 

外務省情報部　 ｶﾞｲﾑｼｮｳ ｼﾞｮｳﾎｳﾌﾞ 満洲読本　 474 

外務省情報部　 ｶﾞｲﾑｼｮｳ ｼﾞｮｳﾎｳﾌﾞ 南太平洋読本　 729 

各務鉱三　 ｶｶﾞﾐ,ｺｳｿﾞｳ 硝子の生長　 1145 

柿村峻　 ｶｷﾑﾗ,ﾀｶｼ 留魂録　 353 

革新社　 ｶｸｼﾝｼｬ 日本出征学生の手紙　 1546 

筧克彦　 ｶｹｲ,ｶﾂﾋｺ 教学叢書　第９輯〔２〕　惟神の大道 332 

香椎浩平　 ｶｼｲ,ｺｳﾍｲ 英雄日本民族の自覚　 560 

梶野正義　 ｶｼﾞﾉ,ﾏｻﾖｼ 日米短艇競漕　 71 

鹿島佐太郎　 ｶｼﾏ,ｻﾀﾛｳ 満洲童話作品集　第１集 72 

鹿島守之助　 ｶｼﾞﾏ,ﾓﾘﾉｽｹ 帝国の外交と大東亜共栄圏　 790 

柏木啓一　 ｶｼﾜｷﾞ,ｹｲｲﾁ ガダルカナル敢闘記　 1414 

加瀬勉　 ｶｾ,ﾂﾄﾑ 工藝と工業の金屬　 1144 

片岡純治　 ｶﾀｵｶ,ｼﾞｭﾝｼﾞ 隣組読本　 781 
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片岡政一　 ｶﾀｵｶ,ｾｲｲﾁ 戦時下に於ける国民の税法　 848 

片山昌造　 ｶﾀﾔﾏ,ｼｮｳｿﾞｳ 明け行く支那　 73 

勝田貞次　 ｶﾂﾀ,ﾃｲｼﾞ 第二次欧洲大戦の経済的影響　 821 

加藤一夫　 ｶﾄｳ,ｶｽﾞｵ 日本の新方向　 354 

加藤完治　 ｶﾄｳ,ｶﾝｼﾞ 決戦下の食糧増産　 1158 

加藤武雄　 ｶﾄｳ,ﾀｹｵ 銃後の愛　 1281 

加藤武雄　 ｶﾄｳ,ﾀｹｵ 我が血我が土　 1282 

加藤咄堂　 ｶﾄｳ,ﾄﾂﾄﾞｳ 国民士魂　 404 

加藤咄堂　 ｶﾄｳ,ﾄﾂﾄﾞｳ 時局と修養　 409 

加藤弁三郎　 ｶﾄｳ,ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 機械科学の驚異　 74 

加藤正雄　 ｶﾄｳ,ﾏｻｵ 空の軍神　 643 

金井正　 ｶﾅｲ,ﾀﾀﾞｼ 冒険小説密林の烽火　 1283 

金久保通雄　 ｶﾅｸﾎﾞ,ﾐﾁｵ 支那の奥地　 475 

金丸精哉　 ｶﾅﾏﾙ,ｾｲﾔ 滿洲風雲録　 476 

金谷恭三　 ｶﾅﾔ,ｷｮｳｿﾞｳ 爆撃機出動　 1415 

金子空軒　 ｶﾈｺ,ｸｳｹﾝ 陸軍史談　 1008 

金子大栄　 ｶﾈｺ,ﾀﾞｲｴｲ 教学叢書　第２輯〔４〕　知恩報徳 311 

金子光晴　 ｶﾈｺ,ﾐﾂﾊﾙ マライの健ちゃん　 75 

金子光晴　 ｶﾈｺ,ﾐﾂﾊﾙ マレ蘭印紀行　 1416 

華北日本教育会　 ｶﾎｸ ﾆﾎﾝ ｷｮｳｲｸｶｲ 大陸に育つ　 76 

亀井勝一郎　 ｶﾒｲ,ｶﾂｲﾁﾛｳ 日本人の死　 564 

賀屋興宣　 ｶﾔ,ｵｷﾉﾘ 戦時下の経済生活　 822 

萱原信雄　 ｶﾔﾊﾗ,ﾉﾌﾞｵ 東洋のふるさと　 355 

唐沢道隆　 ｶﾗｻﾜ,ﾐﾁﾀｶ 高山彦九郎　 149 

川合貞一　 ｶﾜｲ,ﾃｲｲﾁ 恩の思想　 356 

河上丈太郎　 ｶﾜｶﾐ,ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 物価問題と国民生活　 847 

川上清吉　 ｶﾜｶﾐ,ｾｲｷﾁ 葉隠の哲人山本常朝　 357 

川上和吉　他 ｶﾜｶﾐ,ﾜｷﾁ 灯火管制指針　 1051 

川口松太郎　 ｶﾜｸﾞﾁ,ﾏﾂﾀﾛｳ アッツ玉碎　 1245 

川口松太郎　 ｶﾜｸﾞﾁ,ﾏﾂﾀﾛｳ 號外　 1284 

川崎紫山　 ｶﾜｻｷ,ｼｻﾞﾝ 日記より観たる乃木將軍　 685 

川崎大治　 ｶﾜｻｷ,ﾀﾞｲｼﾞ 太陽をかこむ子供たち　 77 

川嶋禾舟　 ｶﾜｼﾏ,ｶｼｭｳ 隨筆仰ぐ楠公　 652 

川島順平　 ｶﾜｼﾏ,ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 銅像出征　 1285 

川島益太郎　 ｶﾜｼﾏ,ﾏｽﾀﾛｳ 青年と日本精神　 358 

川田順　 ｶﾜﾀﾞ,ｼﾞｭﾝ 史歌太平洋戦　 1221 

川田順　 ｶﾜﾀﾞ,ｼﾞｭﾝ 幕末愛国歌　 1222 

河原万吉　 ｶﾜﾊﾗ,ﾏﾝｷﾁ 国旗と万歳　 78 

Ｅ．Ｋ．ガン　 ｶﾞﾝ,E K 航空　 1110 

巌松堂書店古典部　 ｶﾞﾝｼｮｳﾄﾞｳ ｼｮﾃﾝ ｺﾃﾝﾌﾞ 綜合基本図書目録　昭和１４年度 278 

菅野正男　 ｶﾝﾉ,ﾏｻｵ 土と戦ふ　 1417 

キ 機械国防工作研究会　 ｷｶｲ ｺｸﾎﾞｳ ｺｳｻｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ 少年少女国民機械工本　 83 

菊池寛　 ｷｸﾁ,ｶﾝ 維新英傑伝　 84 

菊池寛　 ｷｸﾁ,ｶﾝ 海外に雄飛した人々　 85 

菊池寛　 ｷｸﾁ,ｶﾝ 現代諸家女性訓　 410 

菊池寛　 ｷｸﾁ,ｶﾝ 昭和の軍神西住戦車長伝　 677 

菊池寛　 ｷｸﾁ,ｶﾝ 新日本外史　 450 

菊池寛　 ｷｸﾁ,ｶﾝ 戦時女性訓　 411 

菊池寛　 ｷｸﾁ,ｶﾝ 大衆維新史読本　上巻 451 

菊池寛　 ｷｸﾁ,ｶﾝ 忠臣蔵　 86 

菊池寛　 ｷｸﾁ,ｶﾝ 日本建国物語　 87 
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編著者名 編著者名ヨミ 書名　巻次 項番

菊池麟平　 ｷｸﾁ,ﾘﾝﾍﾟｲ 

貴司山治　 ｷｼ,ﾔﾏｼﾞ 

貴司山治　 ｷｼ,ﾔﾏｼﾞ 

岸井紫浪　 ｷｼｲ,ｼﾛｳ 

岸田国士　 ｷｼﾀﾞ,ｸﾆｵ 

岸田信吉　 ｷｼﾀﾞ,ｼﾝｷﾁ 

北川清一　 ｷﾀｶﾞﾜ,ｾｲｲﾁ 

北川清一　 ｷﾀｶﾞﾜ,ｾｲｲﾁ 

北出純雄　 ｷﾀﾃﾞ,ｽﾐｵ 

北原晴光　 ｷﾀﾊﾗ,ｾｲｺｳ 

北原白秋　 ｷﾀﾊﾗ,ﾊｸｼｭｳ 

北村小松　 ｷﾀﾑﾗ,ｺﾏﾂ 

北村小松　 ｷﾀﾑﾗ,ｺﾏﾂ 

北村小松　 ｷﾀﾑﾗ,ｺﾏﾂ 

北村小松　 ｷﾀﾑﾗ,ｺﾏﾂ 

北村小松　 ｷﾀﾑﾗ,ｺﾏﾂ 

北村宗之助　 ｷﾀﾑﾗ,ｿｳﾉｽｹ 

紀平正美　 ｷﾋﾗ,ﾀﾀﾞﾖｼ 

紀平正美　 ｷﾋﾗ,ﾀﾀﾞﾖｼ 

木村毅　 ｷﾑﾗ,ｷ 

木村毅　 ｷﾑﾗ,ｷ 

木村毅　 ｷﾑﾗ,ｷ 

木村毅　 ｷﾑﾗ,ｷ 

木村毅　 ｷﾑﾗ,ｷ 

木村毅　 ｷﾑﾗ,ｷ 

木村毅　 ｷﾑﾗ,ｷ 

木村毅　 ｷﾑﾗ,ｷ 

木村毅　 ｷﾑﾗ,ｷ 

木村毅　 ｷﾑﾗ,ｷ 

木村毅　 ｷﾑﾗ,ｷ 

木村毅　 ｷﾑﾗ,ｷ 

木村毅　 ｷﾑﾗ,ｷ 

木村直祐　他 ｷﾑﾗ,ﾅｵｽｹ 

木村増太郎　 ｷﾑﾗ,ﾏｽﾀﾛｳ 

京口元吉　 ｷｮｳｸﾞﾁ,ﾓﾄｷﾁ 

清瀬一郎　 ｷﾖｾ,ｲﾁﾛｳ 

清原貞雄　 ｷﾖﾊﾗ,ｻﾀﾞｵ 

桐原葆見　 ｷﾘﾊﾗ,ｼｹﾞﾐ 

桐原葆見　 ｷﾘﾊﾗ,ｼｹﾞﾐ 

ク 草葉栄　 ｸｻﾊﾞ,ｻｶｴ 

楠山正雄　 ｸｽﾔﾏ,ﾏｻｵ 

工藤信一良　 ｸﾄﾞｳ,ｼﾝｲﾁﾛｳ 

邦枝完二　 ｸﾆｴﾀﾞ,ｶﾝｼﾞ 

邦枝完二　 ｸﾆｴﾀﾞ,ｶﾝｼﾞ 

国木田哲夫　 ｸﾆｷﾀﾞ,ﾃﾂｵ 

熊谷次郎　 ｸﾏｶﾞｲ,ｼﾞﾛｳ 

熊谷幸利　 ｸﾏｶﾞｲ,ﾕｷﾄｼ 

熊谷辰治郎　 ｸﾏｶﾞﾔ,ﾀﾂｼﾞﾛｳ 

隈部一雄　 ｸﾏﾍﾞ,ｶｽﾞｵ 

ブレ－ク・クラ－ク　 ｸﾗ-ｸ,ﾌﾞﾚ-ｸ 

倉町秋次　 ｸﾗﾏﾁ,ｱｷﾂｸﾞ 

産業武士道　 1086

日本科学英雄伝海国兵談　 88

北條時宗　 218

日の丸船　 1457

従軍五十日　 1418

大東亜戦日誌　第１輯 939

空軍戦略　 1052

成層圏と亜成層圏の飛行　 1111

兵站に戦ふ　 1419

陸を征く軍艦旗　 1420

港の旗　 89

海軍爆撃隊　 1286

基地　 1287

太平洋航空路　 1288

燃ゆる大空　 1289

燃ゆる大陸　 1290

南方圏の人々　 1421

教学叢書　第６輯〔２〕　偉大なる神話 322

臣道実踐と農村婦人の立場　 1159

大山元帥　 1291

大山兒玉乃木　 565

海峽の風雲兒　 1292

勝海舟　 79

皇軍百萬　 1293

支那紀行　 1422

戦火　 1294

増産の旅　 1423

大陸建設の人々　 1424

布引丸　 1295

農人乃木　 686

乃木将軍　 1296

明治名将伝　 566

再起の旗　 1223

経済上より見たる支那事変の本質　 477

日本外交史話　 799

現代生活叢書　第２輯　新時代の雄弁法 342

教学叢書　特輯１４　神道について 339

女子勤労　 1087

戦時労務管理　 1088

ノロ高地　 1425

源義経　 241

悶ゆる英国　 527

海軍建設の人々　 567

日本海軍始　 1297

鴨緑江戦鬪戦地冩真帖　 925

隣組読本　 782

勝ち抜く日まで　 876

青年に呼びかく　 412

創造への培ひ　 1079

真珠湾　 1553

空の少年兵　 91
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編著者名 編著者名ヨミ 書名　巻次 項番

フリ－ドリツヒ・グリ－ゼ　 ｸﾞﾘ-ｾﾞ,ﾌﾘ-ﾄﾞﾘｯﾋ 怒涛　 1557 

栗田元次　 ｸﾘﾀ,ﾓﾄﾂｸﾞ 教学叢書　第５輯〔１〕　国史より見たる国民性 316 

栗林農夫　 ｸﾘﾊﾞﾔｼ,ﾀﾐｵ 兵隊とともに　 1426 

栗原悦蔵　 ｸﾘﾊﾗ,ｴﾂｿﾞｳ 我は何をなすべきか　 452 

栗原信　 ｸﾘﾊﾗ,ｼﾝ 六人の報道小隊　 1427 

アルフレッド・クレツチメル　 ｸﾚｯﾁﾒﾙ,ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ 我等かく戦へり　 940 

黒岩一郎　 ｸﾛｲﾜ,ｲﾁﾛｳ 勤皇志士詩歌集　 1224 

くろがね会　 ｸﾛｶﾞﾈｶｲ 進撃　 1428 

くろがね会　 ｸﾛｶﾞﾈｶｲ 鬪魂　 1429 

黒木勇吉　 ｸﾛｷ,ﾕｳｷﾁ 小村壽太郎　 656 

黒崎貞治郎　 ｸﾛｻｷ,ﾃｲｼﾞﾛｳ 無敵潜水艦　 92 

黒田正利　 ｸﾛﾀﾞ,ﾏｻﾄｼ イタリア研究　 542 

黒田礼二　 ｸﾛﾀﾞ,ﾚｲｼﾞ 国際スパイ物語　 908 

黒田礼二　 ｸﾛﾀﾞ,ﾚｲｼﾞ 総統ヒットラァ　 697 

黒田礼二　 ｸﾛﾀﾞ,ﾚｲｼﾞ 躍進ドイツ読本　 534 

黒野勘六　 ｸﾛﾉ,ｶﾝﾛｸ 現代生活叢書　第５輯　味噌と醤油 345 

桑木崇明　 ｸﾜｷ,ﾀｶｱｷﾗ 陸軍五十年史　 1009 

軍事保護院　 ｸﾞﾝｼﾞ ﾎｺﾞｲﾝ 傷痍軍人再起奉公の手記　 1430 

軍事保護院　 ｸﾞﾝｼﾞ ﾎｺﾞｲﾝ 祖国を護る人々　 1431 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第１巻 570 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第２巻 571 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第６巻 577 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第７巻 578 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第８巻 579 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第９巻 580 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第１０巻 581 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第１１巻 582 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第１２巻 583 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第１３巻 584 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第１４巻 585 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第１５巻 586 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第１６巻 587 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第１７巻 588 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第１８巻 589 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第１９巻 590 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第２０巻 591 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第２１巻 592 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第２２巻 593 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第２３巻 594 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第２４巻 595 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第２５巻 596 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第２６巻 597 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第２７巻 598 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第２８巻 599 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第２９巻 600 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第３０巻 601 

軍人援護会　 ｸﾞﾝｼﾞﾝ ｴﾝｺﾞｶｲ 支那事変忠勇列伝　第３１巻 602 

ケ 経済統計研究所　 ｹｲｻﾞｲ ﾄｳｹｲ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 新南方資源論　 730 

ゲツベルス　 ｹﾞｯﾍﾞﾙｽ,ﾊﾟｳﾙ ﾖ-ｾﾞﾌ 伯林奪取　 777 

コ 故伯爵山本海軍大将伝記編纂会　 ｺ ﾊｸｼｬｸ ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｸﾞﾝ ﾀｲｼｮｳ ﾃﾞﾝｷ ﾍﾝ 伯爵山本權兵衛伝　巻上 722 

故伯爵山本海軍大将伝記編纂会　 ｺ ﾊｸｼｬｸ ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｸﾞﾝ ﾀｲｼｮｳ ﾃﾞﾝｷ ﾍﾝ 伯爵山本權兵衛伝　巻下 723 
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編著者名 編著者名ヨミ 書名　巻次 項番

呉済生　

小生第四郎　

小泉紫郎　

小泉苳三　

小磯国昭　

小出正吾　

航空文学会　

上坂倉次　

高津彦次　

河野省三　

河野密　

神戸商工会議所　

神戸商工会議所　

神戸商工会議所　

高良富子　

小門和之助　

国際思想研究所　

国分習也　

国民工業学院　

国民新聞社　

国民新聞社　

国民文学研究会　

木暮浪夫　

小島精一　

小高吉三郎　

児玉誉志夫　

後堂荘四郎　

伍堂卓雄　

後藤楢根　

後藤楢根　

小西重直　

近衛文麿　

小林一三　

小林一三　

小林一三　

小林碧　

小松清　

小松耕輔　

小山勝清　

小山武　

小山安江　

五来欣造　

権田保之助　

権田保之助　

権藤重義　

近藤春雄　

近藤春雄　

近藤春雄　

権藤実　

近藤止文　

サ 西条八十　

ｺﾞ,ｻｲｾｲ 

ｺｲｹ,ﾀﾞｲｼﾛｳ 

ｺｲｽﾞﾐ,ｼﾛｳ 

ｺｲｽﾞﾐ,ﾄｳｿﾞｳ 

ｺｲｿ,ｸﾆｱｷ 

ｺｲﾃﾞ,ｼｮｳｺﾞ 

ｺｳｸｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸｶｲ 

ｺｳｻｶ,ｸﾗｼﾞ 

ｺｳｽﾞ,ﾋｺﾂｸﾞ 

ｺｳﾉ,ｾｲｿﾞｳ 

ｺｳﾉ,ﾐﾂ 

ｺｳﾍﾞ ｼｮｳｺｳ ｶｲｷﾞｼｮ 

ｺｳﾍﾞ ｼｮｳｺｳ ｶｲｷﾞｼｮ 

ｺｳﾍﾞ ｼｮｳｺｳ ｶｲｷﾞｼｮ 

ｺｳﾗ,ﾄﾐｺ 

ｺｶﾄﾞ,ｶｽﾞﾉｽｹ 

ｺｸｻｲ ｼｿｳ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 

ｺｸﾌﾞ,ｼｭｳﾔ 

ｺｸﾐﾝ ｺｳｷﾞｮｳ ｶﾞｸｲﾝ 

ｺｸﾐﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 

ｺｸﾐﾝ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 

ｺｸﾐﾝ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ 

ｺｸﾞﾚ,ﾅﾐｵ 

ｺｼﾞﾏ,ｾｲｲﾁ 

ｺﾀｶ,ｷﾁｻﾌﾞﾛｳ 

ｺﾀﾞﾏ,ﾖｼｵ 

ｺﾞﾄﾞｳ,ｿｳｼﾛｳ 

ｺﾞﾄﾞｳ,ﾀｸｵ 

ｺﾞﾄｳ,ﾅﾗﾈ 

ｺﾞﾄｳ,ﾅﾗﾈ 

ｺﾆｼ,ｼｹﾞﾅｵ 

ｺﾉｴ,ﾌﾐﾏﾛ 

ｺﾊﾞﾔｼ,ｲﾁｿﾞｳ 

ｺﾊﾞﾔｼ,ｲﾁｿﾞｳ 

ｺﾊﾞﾔｼ,ｲﾁｿﾞｳ 

ｺﾊﾞﾔｼ,ﾐﾄﾞﾘ 

ｺﾏﾂ,ｷﾖｼ 

ｺﾏﾂ,ｺｳｽｹ 

ｺﾔﾏ,ｶﾂｷﾖ 

ｺﾔﾏ,ﾀｹｼ 

ｺﾔﾏ,ﾔｽｴ 

ｺﾞﾗｲ,ｷﾝｿﾞｳ 

ｺﾞﾝﾀﾞ,ﾔｽﾉｽｹ 

ｺﾞﾝﾀﾞ,ﾔｽﾉｽｹ 

ｺﾞﾝﾄﾞｳ,ｼｹﾞﾖｼ 

ｺﾝﾄﾞｳ,ﾊﾙｵ 

ｺﾝﾄﾞｳ,ﾊﾙｵ 

ｺﾝﾄﾞｳ,ﾊﾙｵ 

ｺﾞﾝﾄﾞｳ,ﾐﾉﾙ 

ｺﾝﾄﾞｳ,ﾓﾄﾌﾐ 

ｻｲｼﾞｮｳ,ﾔｿ 

抗戦の首都重慶　 479

黄土の門　 94

僕の木船見学　 95

従軍歌集山西前線　 1225

臣道実践　 392

新選童話５年生　 96

大東亜戦争陸鷲戦記　 1432

国民防衛の書　 879

蒙疆漫筆　 478

国民精神文化類輯　第３輯　我が国の神話 384

孫文の生涯と国民革命　 668

南洋の常識　 506

馬来半島の経済事情　 507

甦る比律賓の経済力　 516

新生活の設計　 850

船と航海老船長の話　 97

日本民族の新目標　 393

大東亞戦争と吾等の認識　 880

女子作業心得　 1089

鳴呼特別攻撃隊　 1433

大東亜の聖戦　 881

国民文学代表作選集　昭和１５年度 1218

落下傘部隊と空中歩兵　 1112

日本重工業読本　 1090

朝日常識講座　第二　第８巻　スポーツの話 305

獄中獄外　 1434

馬と兵隊　 1435

教学叢書　第５輯〔５〕　時局と産業人 320

光に立つ子　 98

僕等は国の子　 99

教学叢書　第２輯〔１〕　天地の大道と親心 308

尽忠報国の精神　 754

事変はどう片づくか　 743

戦後はどうなるか　 813

蘭印を斯く見たり　 517

南方圏の資源　１ 734

沈黙の戦士　 1436

日本愛国唱歌集　 100

軍事探偵愛国の英雄　 101

日本の海軍　 102

養護訓導の記録　 1437

滅共読本　 761

国民娯楽の問題　 1214

ナチス厚生團（ＫｄＦ）　 851

九段櫻　 568

娯楽と集会の指針　 1213

大陸航路　 1246

ナチスの青年運動　 864

兵営の記録　 1438

衣料切符制の話　 823

少年愛国詩集　 103
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座田司氏　 ｻｲﾀﾞ,ﾓﾘｳｼﾞ 禊の理論と実際　 446 

斎藤子爵記念会　 ｻｲﾄｳ ｼｼｬｸ ｷﾈﾝｶｲ 子爵齋藤實傅　第１巻 659 

斎藤子爵記念会　 ｻｲﾄｳ ｼｼｬｸ ｷﾈﾝｶｲ 子爵齋藤實傳　第２巻 660 

斎藤子爵記念会　 ｻｲﾄｳ ｼｼｬｸ ｷﾈﾝｶｲ 子爵齋藤實傳　第３巻 661 

斎藤子爵記念会　 ｻｲﾄｳ ｼｼｬｸ ｷﾈﾝｶｲ 子爵齋藤實傳　第４巻 662 

斎藤栄三郎　 ｻｲﾄｳ,ｴｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 英国の殖民政策　 836 

斎藤武治　 ｻｲﾄｳ,ﾀｹｼﾞ 蘭印読本　 518 

斉藤忠　 ｻｲﾄｳ,ﾁｭｳ 英米包囲陣と日本の進路　 800 

斉藤弔花　 ｻｲﾄｳ,ﾁｮｳｶ 勝つ為に戦ふ村　 1152 

佐伯定胤　 ｻｴｷ,ｼﾞｮｳｲﾝ 教学叢書　第６輯〔１〕　十七条憲法と大乗仏教 321 

阪上安太郎　 ｻｶｶﾞﾐ,ﾔｽﾀﾛｳ 濘路を征く　 1439 

榊原孝　他 ｻｶｷﾊﾞﾗ,ﾀｶｼ 民族の凱歌　 1440 

榊原美文　 ｻｶｷﾊﾞﾗ,ﾖｼﾌﾞﾐ 国民詩朗読のために　 1226 

榊原良平　 ｻｶｷﾊﾞﾗ,ﾘｮｳﾍｲ 物語征空記　 1113 

榊山潤　 ｻｶｷﾔﾏ,ｼﾞｭﾝ 航空部隊　 1298 

坂崎坦　 ｻｶｻﾞｷ,ｼｽﾞｶ 朝日常識講座　第二　第２巻　美術の話 299 

阪本牙城　 ｻｶﾓﾄ,ｶﾞｼﾞｮｳ 滿洲建設勤労奉仕隊漫画現地報告　 480 

坂本浩　 ｻｶﾓﾄ,ﾋﾛｼ 時ぞ待たるる　 1299 

坂本守弘　 ｻｶﾓﾄ,ﾓﾘﾋﾛ 陣中漫画刻む軍靴　 1199 

相良和子　 ｻｶﾞﾗ,ﾔｽｺ おとうさんとラッパ　 104 

佐木秋夫　 ｻｷ,ｱｷｵ 紙芝居　 1208 

佐久間財団　 ｻｸﾏ ｻﾞｲﾀﾞﾝ 佐久間左馬太　 663 

桜井忠温　 ｻｸﾗｲ,ﾀﾀﾞﾖｼ いくさに行けば　 105 

桜井忠温　 ｻｸﾗｲ,ﾀﾀﾞﾖｼ 新戦場　 1441 

桜井忠温　 ｻｸﾗｲ,ﾀﾀﾞﾖｼ 征人　 1300 

桜井徳太郎　 ｻｸﾗｲ,ﾄｸﾀﾛｳ 廣安門　 883 

桜田常久　 ｻｸﾗﾀﾞ,ﾂﾈﾋｻ 艦上日誌　 1442 

左近義親　 ｻｺﾝ,ﾖｼﾁｶ 海國記　 1301 

佐々井信太郎　 ｻｻｲ,ｼﾝﾀﾛｳ 教学叢書　第３輯〔２〕　農村教育の基調 313 

佐々木一雄　 ｻｻｷ,ｶｽﾞｵ 陸軍将校下士官生徒志願準備全書　 1010 

佐佐木信綱　他 ｻｻｷ,ﾉﾌﾞﾂﾅ 傷痍軍人聖戦歌集　第２輯 1227 

佐佐木信綱　他 ｻｻｷ,ﾉﾌﾞﾂﾅ 大東亜戦争傷痍軍人歌集御楯　 1228 

佐佐木信綱　 ｻｻｷ,ﾉﾌﾞﾂﾅ 盲人歌集　 1229 

佐々木能理男　他 ｻｻｷ,ﾉﾘｵ 産業青年の書　 1091 

笹本寅　 ｻｻﾓﾄ,ﾄﾗ 會津士魂　 1302 

佐々一成　 ｻｯｻ,ｲｯｾｲ 戦時食餌訓　 413 

薩摩雄次　 ｻﾂﾏ,ﾕｳｼﾞ 欧洲の首都伯林より　 535 

佐藤観次郎　 ｻﾄｳ,ｶﾝｼﾞﾛｳ 自動車隊　 1443 

佐藤観次郎　 ｻﾄｳ,ｶﾝｼﾞﾛｳ 泥濘　 1303 

佐藤喜一郎　 ｻﾄｳ,ｷｲﾁﾛｳ 航空記　 1114 

佐藤紅緑　 ｻﾄｳ,ｺｳﾛｸ 黒将軍快々譚　 106 

佐藤定勝　 ｻﾄｳ,ｻﾀﾞｶﾂ 太平洋島の解剖　 557 

佐藤新十郎　 ｻﾄｳ,ｼﾝｼﾞｭｳﾛｳ 開戦秘話マゼラン海峡突破記　 1188 

佐東大郎子　 ｻﾄｳ,ﾀﾛｳｼ 青の洞門　 2 

佐藤鉄馬　 ｻﾄｳ,ﾃﾂﾏ 英霊に祈る　 1444 

佐藤利雄　 ｻﾄｳ,ﾄｼｵ 二本松少年隊秘話　 1445 

佐藤春夫　 ｻﾄｳ,ﾊﾙｵ 大東亜戦争　 1230 

佐藤弘　 ｻﾄｳ,ﾋﾛｼ 興亞経済地理　 815 

佐藤光貞　 ｻﾄｳ,ﾐﾂｻﾀﾞ 海鷲戦記　 941 

佐藤光貞　 ｻﾄｳ,ﾐﾂｻﾀﾞ 海軍の科学　 107 

佐藤光貞　 ｻﾄｳ,ﾐﾂｻﾀﾞ 海上封鎖　 1446 
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佐藤光貞　 ｻﾄｳ,ﾐﾂｻﾀﾞ 

佐藤光貞　 ｻﾄｳ,ﾐﾂｻﾀﾞ 

里木悦郎　 ｻﾄｷ,ｴﾂﾛｳ 

里見岸雄　 ｻﾄﾐ,ｷｼｵ 

佐波次郎　 ｻﾊﾞ,ｼﾞﾛｳ 

寒川光太郎　 ｻﾑｶﾜ,ｺｳﾀﾛｳ 

沙羅双樹　 ｻﾗ,ｿｳｼﾞｭ 

沢鑑之丞　 ｻﾜ,ｶﾝﾉｼﾞｮｳ 

沢田謙　 ｻﾜﾀﾞ,ｹﾝ 

沢田謙　 ｻﾜﾀﾞ,ｹﾝ 

沢田謙　 ｻﾜﾀﾞ,ｹﾝ 

沢田謙　 ｻﾜﾀﾞ,ｹﾝ 

沢田謙　 ｻﾜﾀﾞ,ｹﾝ 

沢田謙　 ｻﾜﾀﾞ,ｹﾝ 

沢田謙　 ｻﾜﾀﾞ,ｹﾝ 

参謀本部　 ｻﾝﾎﾞｳ ﾎﾝﾌﾞ 

参謀本部　 ｻﾝﾎﾞｳ ﾎﾝﾌﾞ 

参謀本部　 ｻﾝﾎﾞｳ ﾎﾝﾌﾞ 

参謀本部　 ｻﾝﾎﾞｳ ﾎﾝﾌﾞ 

参謀本部　 ｻﾝﾎﾞｳ ﾎﾝﾌﾞ 

参謀本部　 ｻﾝﾎﾞｳ ﾎﾝﾌﾞ 

参謀本部　 ｻﾝﾎﾞｳ ﾎﾝﾌﾞ 

参謀本部　 ｻﾝﾎﾞｳ ﾎﾝﾌﾞ 

参謀本部　 ｻﾝﾎﾞｳ ﾎﾝﾌﾞ 

参謀本部　 ｻﾝﾎﾞｳ ﾎﾝﾌﾞ 

シ フランツ・シアウウエッカ－　 ｼｱｳｳｪｯｶ-,ﾌﾗﾝﾂ 

Ｆ・シェッフェル　 ｼｪｯﾌｪﾙ,F 

アンドレ・シ－グフリ－ド　 ｼﾞ-ｸﾞﾌﾘ-ﾄﾞ,ｱﾝﾄﾞﾚ 

茂野幽考　 ｼｹﾞﾉ,ﾕｳｺｳ 

茂野幽考　 ｼｹﾞﾉ,ﾕｳｺｳ 

茂野幽考　 ｼｹﾞﾉ,ﾕｳｺｳ 

茂野幽考　 ｼｹﾞﾉ,ﾕｳｺｳ 

獅子文六　 ｼｼ,ﾌﾞﾝﾛｸ 

四至本八郎　 ｼｼﾓﾄ,ﾊﾁﾛｳ 

品川義介　 ｼﾅｶﾞﾜ,ｷﾞｽｹ 

品川義介　 ｼﾅｶﾞﾜ,ｷﾞｽｹ 

信濃毎日新聞社　 ｼﾅﾉ ﾏｲﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 

信濃毎日新聞社　 ｼﾅﾉ ﾏｲﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 

信濃憂人　 ｼﾅﾉ,ﾕｳｼﾞﾝ 

信夫淳平　 ｼﾉﾌﾞ,ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 

芝染太郎　 ｼﾊﾞ,ｿﾒﾀﾛｳ 

柴田勝春　 ｼﾊﾞﾀ,ｶﾂﾊﾙ 

柴田賢一　 ｼﾊﾞﾀ,ｹﾝｲﾁ 

柴田賢次郎　 ｼﾊﾞﾀ,ｹﾝｼﾞﾛｳ 

柴田賢次郎　 ｼﾊﾞﾀ,ｹﾝｼﾞﾛｳ 

柴田賢次郎　 ｼﾊﾞﾀ,ｹﾝｼﾞﾛｳ 

柴田賢次郎　 ｼﾊﾞﾀ,ｹﾝｼﾞﾛｳ 

柴田真三朗　 ｼﾊﾞﾀ,ｼﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 

柴田真三朗　 ｼﾊﾞﾀ,ｼﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 

柴田錬三郎　 ｼﾊﾞﾀ,ﾚﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 

柴野民三　 ｼﾊﾞﾉ,ﾀﾐｿﾞｳ 

封鎖五千海里　 1447

北洋　 1448

南海の隼　 108

中等日本国体読本　 394

飛行機の知識　 1115

薫風の島々　 1449

三代の勤皇藤田小四郎　 1304

海軍七十年史談　 1038

伊藤博文　 30

汪精衞伝　 637

海外発展と青年　 837

敍伝汪兆銘　 640

ムッソリニ傳　 710

山田長政と南進先駆者　 714

山本元帥伝　 718

明治卅七八年日露戦史　第２巻－１ 942

明治卅七八年日露戦史　第２巻－２ 943

明治卅七八年日露戦史　第３巻 944

明治卅七八年日露戦史　第４巻－１ 945

明治卅七八年日露戦史　第４巻－２ 946

明治卅七八年日露戦史　第７巻－１ 947

明治卅七八年日露戦史 第７巻－２ 948

明治卅七八年日露戦史 第８巻 949

明治卅七八年日露戦史　第９巻 950

明治卅七八年日露戦史　第１０巻 951

装甲巡洋艦　 1558

硝子の驚異　 1146

現代のアメリカ　 551

異国船撃攘秘史　 453

海防諜報戦　 1305

薩英戦争と西郷南洲　 466

南進日本　 869

虹の工場　 113

開戦太平洋脱出記　 1450

肚でやれ　 414

肚でやれ　 415

農村青年報告　第１集 1160

農村青年報告　第２集 1161

支那民衆の告白　 1550

小村壽太郎　 657

＄の国アメリカ　 552

わが海軍はいかに戦ふか　 1039

西の第一線　 1451

霧の基地　 1452

樹海　 1453

戦死　 1306

洞庭湖　 1307

航空部隊二十年　 114

模型航空機の理論と設計　 115

南方のうた　 1308

コドモキンラウブタイ　 116
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柴山雄三郎　 ｼﾊﾞﾔﾏ,ﾕｳｻﾌﾞﾛｳ

渋沢青花　 ｼﾌﾞｻﾜ,ｾｲｶ

島津久英　 ｼﾏｽﾞ,ﾋｻﾋﾃﾞ

清水淳三　 ｼﾐｽﾞ,ｼﾞｭﾝｿﾞｳ

清水進　 ｼﾐｽﾞ,ｽｽﾑ

清水緑　他 ｼﾐｽﾞ,ﾐﾄﾞﾘ

シムス　 ｼﾑｽ,W S

下位春吉　 ｼﾓｲ,ﾊﾙｷﾁ

下村海南　 ｼﾓﾑﾗ,ｶｲﾅﾝ

下村海南　 ｼﾓﾑﾗ,ｶｲﾅﾝ

下村海南　 ｼﾓﾑﾗ,ｶｲﾅﾝ

下村湖人　 ｼﾓﾑﾗ,ｺｼﾞﾝ

下村湖人　 ｼﾓﾑﾗ,ｺｼﾞﾝ

下村宏　 ｼﾓﾑﾗ,ﾋﾛｼ

下村宏　 ｼﾓﾑﾗ,ﾋﾛｼ

下村宏　 ｼﾓﾑﾗ,ﾋﾛｼ

謝花凡太郎　 ｼｬｶ,ﾎﾞﾝﾀﾛｳ

鯱城一郎　 ｼｬﾁ,ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ

宿利重一　 ｼｭｸﾘ,ｼｹﾞｲﾁ

宿利重一　 ｼｭｸﾘ,ｼｹﾞｲﾁ

宿利重一　 ｼｭｸﾘ,ｼｹﾞｲﾁ

ヘルム－ト・シュテルレヒト　 ｼｭﾃﾙﾚﾋﾄ,ﾍﾙﾑ-ﾄ

商工経営研究会　 ｼｮｳｺｳ ｹｲｴｲ ｹﾝｷｭｳｶｲ

商工経営研究会　 ｼｮｳｺｳ ｹｲｴｲ ｹﾝｷｭｳｶｲ

祥瑞専一　 ｼｮｳｽﾞｲ,ｾﾝｲﾁ

ヒュ－・エス・ジョンソン　 ｼﾞｮﾝｿﾝ,ﾋｭ- ｴｽ

白井勇　 ｼﾗｲ,ｲｻﾑ

白井喬二　 ｼﾗｲ,ｷｮｳｼﾞ

白井喬二　 ｼﾗｲ,ｷｮｳｼﾞ

白井喬二　 ｼﾗｲ,ｷｮｳｼﾞ

白井喬二　 ｼﾗｲ,ｷｮｳｼﾞ

白井喬二　 ｼﾗｲ,ｷｮｳｼﾞ

白井喬二　 ｼﾗｲ,ｷｮｳｼﾞ

白井喬二　 ｼﾗｲ,ｷｮｳｼﾞ

白井喬二　 ｼﾗｲ,ｷｮｳｼﾞ

白石代吉　 ｼﾗｲｼ,ﾀﾞｲｷﾁ

白須皓　 ｼﾗｽ,ｱｷﾗ

白須皓　 ｼﾗｽ,ｱｷﾗ

バルデゥ－ル・フォン・シ－ラッハ　 ｼ-ﾗｯﾊ,ﾊﾞﾙﾃﾞｩ-ﾙ ﾌｫﾝ

アヌ－プ・シング　 ｼﾝｸﾞ,ｱﾇ-ﾌﾟ


数学遊戯考へ物　 117

純忠乃木将軍　 187

飛行機の驚異　 118

フィッシュミ－ル読本　 1187

ソロモン海戦従軍　 1454

滑空機操縦読本　 1116

米国の参戦　 952

農村青年に与ふ　 1162

來るべき日本　 838

決戦期の日本　 744

東亜の理想　 1378

若き建設者　 1309

我等の誓願　 416

朝日常識講座　第１巻　人口問題講話 288

朝日常識講座　第二　第１０巻　食糧問題の話 307

これからの日本､これからの世界　 119

大陸合笑隊　 120

一億の家族　 1310

小村壽太郎　 658

乃木靜子　 681

乃木希典　 687

若きドイツは鍛へる　 884

九・一八価格停止令の解説　 824

問答式衣料品切符制の解説　 825

あらすか物語　 556

地獄への参戦　 745

大日本国体物語　 121

国民童話東亜のまもり　 122

国民童話虹の橋　 123

西郷と勝安芳孫文　 109

従軍作家より国民へ捧ぐ　 1455

豊臣秀吉成吉思汗　 164

中江藤樹孔子　 174

北條時宗忽必烈　 219

山田長政張騫　 259

陸稻栽培の実際　 1171

大陸經綸　 359

日本精神に還れ　 360

青年の旗のまへに　 536

印度の新太陽　 679


Ｊ．Ｈ． ジ－ンス　 ｼﾞ-ﾝｽﾞ,ｼﾞｪ-ﾑｽﾞ H 

進藤一　 ｼﾝﾄﾞｳ,ﾊｼﾞﾒ 

神保光太郎　 ｼﾞﾝﾎﾞ,ｺｳﾀﾛｳ 

ス 菅井近男　 ｽｶﾞｲ,ﾁｶｵ 

菅原兵治　 ｽｶﾞﾜﾗ,ﾋｮｳｼﾞ 

菅原兵治　 ｽｶﾞﾜﾗ,ﾋｮｳｼﾞ 

杉村広太郎　 ｽｷﾞﾑﾗ,ｺｳﾀﾛｳ 

杉本健　 ｽｷﾞﾓﾄ,ｹﾝ 

杉本五郎　 ｽｷﾞﾓﾄ,ｺﾞﾛｳ 

杉山英　 ｽｷﾞﾔﾏ,ｴｲ 

杉山吉良　 ｽｷﾞﾔﾏ,ｷﾗ 

大宇宙の旅　 1067

景忠剳記　 694

昭南日本学園　 1456

鬪ふヒットラ－　 698

師弟論　 855

農士道　 1153

朝日常識講座　第１０巻　新聞の話 297

太平洋海軍問答　 1040

大義　 361

勇士杉山曹長の面影　 667

アリュ－シャン戦記　 1458
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杉山平助　 ｽｷﾞﾔﾏ,ﾍｲｽｹ 

杉山平助　 ｽｷﾞﾔﾏ,ﾍｲｽｹ 

杉山りつ子　 ｽｷﾞﾔﾏ,ﾘﾂｺ 

ヘルベルト・スク－ルラ　 ｽｸ-ﾙﾗ,ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ 

助川啓四郎　 ｽｹｶﾞﾜ,ｹｲｼﾛｳ 

鈴木梅太郎　 ｽｽﾞｷ,ｳﾒﾀﾛｳ 

鈴木嘉一　 ｽｽﾞｷ,ｶｲﾁ 

鈴木貫太郎　 ｽｽﾞｷ,ｶﾝﾀﾛｳ 

鈴木庫三　 ｽｽﾞｷ,ｸﾗｿﾞｳ 

鈴木庫三　他 ｽｽﾞｷ,ｸﾗｿﾞｳ 

鈴木舜一　 ｽｽﾞｷ,ｼｭﾝｲﾁ 

鈴木舜一　 ｽｽﾞｷ,ｼｭﾝｲﾁ 

鈴木大拙　 ｽｽﾞｷ,ﾀﾞｲｾﾂ 

鈴木紀子　 ｽｽﾞｷ,ﾉﾘｺ 

鈴木憲久　 ｽｽﾞｷ,ﾉﾘﾋｻ 

鈴木英夫　 ｽｽﾞｷ,ﾋﾃﾞｵ 

鈴木文四郎　 ｽｽﾞｷ,ﾌﾞﾝｼﾛｳ 

薄田斬雲　 ｽｽｷﾀﾞ,ｻﾞﾝｳﾝ 

須永弘　 ｽﾅｶﾞ,ﾋﾛｼ 

住岡信義　 ｽﾐｵｶ,ﾉﾌﾞﾖｼ 

住田正一　 ｽﾐﾀ,ｼｮｳｲﾁ 

隅田武彦　 ｽﾐﾀﾞ,ﾀｹﾋｺ 

セ 清閑寺健　 ｾｲｶﾝｼﾞ,ｹﾝ 

清閑寺健　 ｾｲｶﾝｼﾞ,ｹﾝ 

清閑寺健　 ｾｲｶﾝｼﾞ,ｹﾝ 

清閑寺健　 ｾｲｶﾝｼﾞ,ｹﾝ 

清閑寺健　 ｾｲｶﾝｼﾞ,ｹﾝ 

清閑寺健　 ｾｲｶﾝｼﾞ,ｹﾝ 

清家正　 ｾｲｹ,ﾀﾀﾞｼ 

誠文堂新光社　 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 

瀬尾芳夫　 ｾｵ,ﾖｼｵ 

瀬尾芳夫　 ｾｵ,ﾖｼｵ 

瀬尾芳夫　 ｾｵ,ﾖｼｵ 

関猛　 ｾｷ,ﾀｹｼ 

関猛　 ｾｷ,ﾀｹｼ 

関瑞臣　 ｾｷ,ﾐｽﾞｵﾐ 

関靖　 ｾｷ,ﾔｽｼ 

関靖　 ｾｷ,ﾔｽｼ 

関口泰　 ｾｷｸﾞﾁ,ﾀｲ 

関口泰　 ｾｷｸﾞﾁ,ﾀｲ 

関口好雄　 ｾｷｸﾞﾁ,ﾖｼｵ 

関口好雄　 ｾｷｸﾞﾁ,ﾖｼｵ 

関田生吉　 ｾｷﾀﾞ,ｾｲｷﾁ 

関波啓悦　 ｾｷﾅﾐ,ｹｲｴﾂ 

芹沢光治良　 ｾﾘｻﾞﾜ,ｺｳｼﾞﾛｳ 

全国神職会　 ｾﾞﾝｺｸ ｼﾝｼｮｸｶｲ 

善隣協会　 ｾﾞﾝﾘﾝ ｷｮｳｶｲ 

ソ 相馬御風　 ｿｳﾏ,ｷﾞｮﾌｳ 

相馬基　 ｿｳﾏ,ﾓﾄｲ 

園田豊　 ｿﾉﾀﾞ,ﾕﾀｶ 

蘇峰会　 ｿﾎｳｶｲ 

新らしい日本人の道　 1379

揚子江艦隊従軍記　 1459

従軍看護婦長の手記　 1460

第三戦線　 953

戦時体制下の農村対策　 1163

栄養読本　 1076

隣組と常会　 783

教学叢書　第９輯〔３〕　今上陛下御日常の一端 333

家庭国防国家問答　 885

我等は日本少年　 124

勤労文化　 1092

工場の四季　 1231

教学叢書　第５輯〔３〕　近代生活に於ける禅堂の意義 318

軍神の母　 6

革新経済講話　 826

衂られし花　 1311

朝日常識講座　第９巻　婦人問題の話 296

人間東湖先生　 375

嗟内田喜作中尉　 633

海で仰ぐ星座　 1312

日本の船　 125

人造纎維　 1147

荒鷲と母　 1313

海の若鷲　 127

江田島　 128

少年戦車兵　 129

山本五十六元帥伝提督とその母　 260

陸の少年兵　 130

工民魂　 389

大東亜戦記　 954

軍国の母の姿　〔第１輯〕 877

軍国の母の姿　第２輯 878

日本精神発揚講演集　 882

二宮忠八伝　 678

模型飛行機と滑空機の作り方　 131

九軍神の少年時代　 132

国難と北條時宗　 707

史話北條時宗　 708

朝日常識講座　第５巻　労働問題講話 292

朝日常識講座　第二　第９巻　公民教育の話 306

海兵團　 1041

戦ふ日本海員　 1189

兵とその家族　 1314

吹雪の中の兵隊　 1461

乙女の誓　 133

神社読本　 441

蒙古は何故救はねばならぬか　 481

日は昇る　 134

解説戦陣訓　 886

青年は想ふ　 287

最近の蘇峰先生　 674
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タ 大日本体育会　 ﾀﾞｲ ﾆﾎﾝ ﾀｲｲｸｶｲ 

大日本連合青年団　 ﾀﾞｲ ﾆﾎﾝ ﾚﾝｺﾞｳ ｾｲﾈﾝﾀﾞﾝ 

戴天仇　 ﾀｲ,ﾃﾝｷｭｳ 

大政翼賛会北海道支部　 ﾀｲｾｲ ﾖｸｻﾝｶｲ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ｼﾌﾞ 

大日本歌人協会　 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ｶｼﾞﾝ ｷｮｳｶｲ 

大日本興亜同盟　 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ｺｳｱ ﾄﾞｳﾒｲ 

大日本航空美術協会　 ﾀﾞｲﾆﾎﾝ ｺｳｸｳ ﾋﾞｼﾞｭﾂ ｷｮｳｶｲ 

太平洋協会　 ﾀｲﾍｲﾖｳ ｷｮｳｶｲ 

大本営海軍報道部　 ﾀﾞｲﾎﾝｴｲ ｶｲｸﾞﾝ ﾎｳﾄﾞｳﾌﾞ 

大本営海軍報道部　 ﾀﾞｲﾎﾝｴｲ ｶｲｸﾞﾝ ﾎｳﾄﾞｳﾌﾞ 

大本営海軍報道部　 ﾀﾞｲﾎﾝｴｲ ｶｲｸﾞﾝ ﾎｳﾄﾞｳﾌﾞ 

大本営海軍報道部　 ﾀﾞｲﾎﾝｴｲ ｶｲｸﾞﾝ ﾎｳﾄﾞｳﾌﾞ 

大本営写真班　 ﾀﾞｲﾎﾝｴｲ ｼｬｼﾝﾊﾝ 

大本営写真班　 ﾀﾞｲﾎﾝｴｲ ｼｬｼﾝﾊﾝ 

大本営写真班　 ﾀﾞｲﾎﾝｴｲ ｼｬｼﾝﾊﾝ 

大本営写真班　 ﾀﾞｲﾎﾝｴｲ ｼｬｼﾝﾊﾝ 

大本営写真班　 ﾀﾞｲﾎﾝｴｲ ｼｬｼﾝﾊﾝ 

大本営写真班　 ﾀﾞｲﾎﾝｴｲ ｼｬｼﾝﾊﾝ 

平貞蔵　 ﾀｲﾗ,ﾃｲｿﾞｳ 

平等恵了　 ﾀｲﾗ,ﾄｵﾙ 

台湾南方協会　 ﾀｲﾜﾝ ﾅﾝﾎﾟｳ ｷｮｳｶｲ 

高井貞二　 ﾀｶｲ,ﾃｲｼﾞ 

高井貞二　 ﾀｶｲ,ﾃｲｼﾞ 

高垣眸　 ﾀｶｶﾞｷ,ﾋﾄﾐ 

高木勇夫　 ﾀｶｷﾞ,ｲｻｵ 

高木英一郎　 ﾀｶｷﾞ,ｴｲｲﾁﾛｳ 

高木英紀　 ﾀｶｷﾞ,ｴｲｷ 

高木友三郎　 ﾀｶｷﾞ,ﾄﾓｻﾌﾞﾛｳ 

高木元豁　 ﾀｶｷﾞ,ﾓﾄﾋﾛ 

高木義賢　 ﾀｶｷﾞ,ﾖｼﾀｶ 

高島晴雄　 ﾀｶｼﾏ,ﾊﾙｵ 

高島米峰　 ﾀｶｼﾏ,ﾍﾞｲﾎｳ 

高島米峰　 ﾀｶｼﾏ,ﾍﾞｲﾎｳ 

高島米峰　 ﾀｶｼﾏ,ﾍﾞｲﾎｳ 

高嶋米峰　 ﾀｶｼﾏ,ﾍﾞｲﾎｳ 

高島正雄　 ﾀｶｼﾏ,ﾏｻｵ 

高須芳次郎　 ﾀｶｽ,ﾖｼｼﾞﾛｳ 

高田修　 ﾀｶﾀ,ｵｻﾑ 

高野てつじ　 ﾀｶﾉ,ﾃﾂｼﾞ 

高橋亀吉　 ﾀｶﾊｼ,ｶﾒｷﾁ 

高橋邦太郎　 ﾀｶﾊｼ,ｸﾆﾀﾛｳ 

高橋源一　 ﾀｶﾊｼ,ｹﾞﾝｲﾁ 

高橋三吉　 ﾀｶﾊｼ,ｻﾝｷﾁ 

高橋茂　 ﾀｶﾊｼ,ｼｹﾞﾙ 

高橋直二　 ﾀｶﾊｼ,ﾅｵｼﾞ 

高橋雄治　 ﾀｶﾊｼ,ﾕｳｼﾞ 

高橋雄治　 ﾀｶﾊｼ,ﾕｳｼﾞ 

高柳光寿　 ﾀｶﾔﾅｷﾞ,ﾐﾂﾄｼ 

高柳光寿　 ﾀｶﾔﾅｷﾞ,ﾐﾂﾄｼ 

高柳光寿　 ﾀｶﾔﾅｷﾞ,ﾐﾂﾄｼ 

高柳光寿　 ﾀｶﾔﾅｷﾞ,ﾐﾂﾄｼ 

壯丁皆泳読本　 1211

軍縮会議の決裂と帝国の海軍　 912

日本論　 362

開拓血涙史　 465

支那事変歌集　 1234

聖戦五周年　 923

航空美術　 1196

欧洲動乱読本　 802

海軍報道班員現地報告珊瑚海海戦　 956

スラバヤ・バタビヤ沖海戦　 957

大東亜戦争海軍戦記　第３輯 958

大東亜戦争海軍戦記　第４輯 959

日露戦役写真帖　１ 960

日露戦役写真帖　２ 961

日露戦役写真帖　３ 962

日露戦役写真帖　４ 963

日露戦役写真帖　５ 964

日露戦役写真帖　６ 965

共栄圏の北と南　 746

落下傘　 135

南方読本　 731

北を護る兵士達　 1462

中支風土記　 482

西郷隆盛　 110

再起　 1463

少年輝く白虎隊　 136

護国の神詣で　 442

戦争・経済・生活　 827

国民皇国史　 454

軍神西住戦車長　 182

激浪を衝く　 417

同じ方向へ　 909

現代生活叢書　第９輯　宗教と人生 348

権兵衛と烏　 1380

聖徳太子　 629

バルシャガル草原　 1464

乃木将軍詩歌物語　 1232

斥候　 1465

鉄路の少年　 137

戦時経済講話　 828

防諜読本　 910

大軍需廠滿洲国　 483

海を征く　 1042

幕末勤王史　 455

学校家庭模型航空機の製作法　 138

大日本皇道大要　 434

大日本皇道大要　 435

大日本戦史　第２巻 966

大日本戦史　第４巻 967

大日本戦史　第５巻 968

大日本戦史　第６巻 969
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滝田憲次　 ﾀｷﾀ,ｹﾝｼﾞ 図南挺進軍　 1466 

滝田憲次　 ﾀｷﾀ,ｹﾝｼﾞ 南太平洋の血戦　 1467 

滝田要吉　 ﾀｷﾀ,ﾖｳｷﾁ 比島絵だより　 139 

田口精一　 ﾀｸﾞﾁ,ｾｲｲﾁ 老特務兵　 1468 

田口利介　 ﾀｸﾞﾁ,ﾘｽｹ 海軍作戦史　 1043 

竹井竜治　 ﾀｹｲ,ﾘｭｳｼﾞ 白衣の兵隊　 1315 

竹内武雄　 ﾀｹｳﾁ,ﾀｹｵ 少国民の神社読本　 140 

竹内夏積　 ﾀｹｳﾁ,ﾅﾂｽﾞﾐ 民族外交の顔　 803 

竹内正虎　 ﾀｹｳﾁ,ﾏｻﾄﾗ 日本航空発達史　 1117 

竹岡勝也　 ﾀｹｵｶ,ｶﾂﾔ 教学叢書　第５輯〔４〕　近世復古思想 319 

武田勘治　 ﾀｹﾀﾞ,ｶﾝｼﾞ 日本の躾　 418 

竹田光次　 ﾀｹﾀﾞ,ｺｳｼﾞ 南方の軍政　 955 

武田雪夫　 ﾀｹﾀﾞ,ﾕｷｵ 少年地理支那だより　 141 

武田雪夫　 ﾀｹﾀﾞ,ﾕｷｵ ツバメノオハナシ　 142 

武田雪夫　 ﾀｹﾀﾞ,ﾕｷｵ 日の丸の下に　 143 

武田麟太郎　 ﾀｹﾀﾞ,ﾘﾝﾀﾛｳ ジャワ紗更　 1469 

武富邦茂　 ﾀｹﾄﾐ,ｸﾆｼｹﾞ 南方の国めぐり　 144 

武富邦茂　 ﾀｹﾄﾐ,ｸﾆｼｹﾞ 一人一刀　 1204 

武野藤介　 ﾀｹﾉ,ﾄｳｽｹ 学徒出陣　 1316 

竹村文祥　 ﾀｹﾑﾗ,ﾌﾞﾝｼｮｳ 対空防衞空襲　 1053 

竹村文祥　 ﾀｹﾑﾗ,ﾌﾞﾝｼｮｳ 防毒救護毒瓦斯の知識　 999 

武本喜代蔵　 ﾀｹﾓﾄ,ｷﾖｿﾞｳ 死んで生きよ　 447 

竹山道雄　 ﾀｹﾔﾏ,ﾐﾁｵ 光と愛の戦士　 145 

多田裕計　 ﾀﾀﾞ,ﾕｳｹｲ 長江デルタ　 1317 

立作太郎　 ﾀﾁ,ｻｸﾀﾛｳ 米国外交上の諸主義　 804 

巽聖歌　 ﾀﾂﾐ,ｾｲｶ マンシウノコドモ　 146 

館野覚治　 ﾀﾃﾉ,ｶｸｼﾞ 皇武　 363 

立野信之　 ﾀﾃﾉ,ﾉﾌﾞﾕｷ 後方の土　 1470 

田中巌　 ﾀﾅｶ,ｲﾜｵ 日露戦役と大山、兒玉　 641 

田中栄次　 ﾀﾅｶ,ｴｲｼﾞ 鬪魂　 1471 

田中寛一　 ﾀﾅｶ,ｶﾝｲﾁ 日本民族の力　 1070 

田中周二　 ﾀﾅｶ,ｼｭｳｼﾞ 東郷平八郎　 162 

田中正太郎　 ﾀﾅｶ,ｼｮｳﾀﾛｳ 模型船舶の作り方　 147 

田中青士　 ﾀﾅｶ,ｾｲｼ 青少年南洋物語　 148 

田中惣五郎　 ﾀﾅｶ,ｿｳｺﾞﾛｳ 維新の英傑　 569 

田中正明　 ﾀﾅｶ,ﾏｻｱｷ 聖戦　 1472 

田中政喜　 ﾀﾅｶ,ﾏｻｷ 元寇史話　 456 

田中林平　 ﾀﾅｶ,ﾘﾝﾍﾟｲ 加藤攻撃戦鬪隊　 1473 

田辺元　 ﾀﾅﾍﾞ,ﾊｼﾞﾒ 教学叢書　第５輯〔２〕　日本哲学の先蹝 317 

田辺尚雄　 ﾀﾅﾍﾞ,ﾋｻｵ 教学叢書　第８輯〔３〕　日本音楽の真髄 330 

田辺尚雄　 ﾀﾅﾍﾞ,ﾋｻｵ 現代生活叢書　第８輯　西洋音楽の聴方 347 

田辺平学　 ﾀﾅﾍﾞ,ﾍｲｶﾞｸ 空と国　 922 

田辺平学　 ﾀﾅﾍﾞ,ﾍｲｶﾞｸ ドイツ防空・科学・国民生活　 537 

谷馨　 ﾀﾆ,ｶｵﾙ 勤労秀歌　 1233 

谷内尚文　 ﾀﾆｳﾁ,ﾅｵﾌﾞﾐ 樺太風物抄　 728 

谷口勝　 ﾀﾆｸﾞﾁ,ﾏｻﾙ 征野千里　 1474 

田畑為彦　 ﾀﾊﾞﾀ,ﾀﾒﾋｺ 驚異のドイツ　 538 

田原春次　 ﾀﾊﾗ,ﾊﾙｼﾞ 南方雄飛案内　 732 

玉井孝三郎　 ﾀﾏｲ,ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 神典高天原　 437 

玉井孝三郎　 ﾀﾏｲ,ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 神典附夜見　第４ 438 

玉井孝三郎　 ﾀﾏｲ,ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 神典附夜見　第５ 439 
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玉井政雄　 ﾀﾏｲ,ﾏｻｵ 桃園記　 1318 

田村元劭　 ﾀﾑﾗ,ｹﾞﾝｼｮｳ 馬と特務兵　 1475 

田村直治　 ﾀﾑﾗ,ﾅｵｼﾞ 若き義勇軍　 839 

丹潔　 ﾀﾝ,ｷﾖｼ 吉田松陰兵家訓　 726 

ミルリ－・ダンドロ　 ﾀﾞﾝﾄﾞﾛ,ﾐﾙﾘ- 前進する心　 151 

団野信夫　 ﾀﾞﾝﾉ,ﾉﾌﾞｵ 鬪ふ翼　 1476 

チ 近松秋江　 ﾁｶﾏﾂ,ｼｭｳｺｳ 三国干渉　 1319 

知切光歳　 ﾁｷﾞﾘ,ｺｳｻｲ 宇都宮黙霖　 634 

千葉周作　 ﾁﾊﾞ,ｼｭｳｻｸ 千葉周作遺稿　 1212 

中外商業新報社政治部　 ﾁｭｳｶﾞｲ ｼｮｳｷﾞｮｳ ｼﾝﾎﾟｳｼｬ ｾｲｼﾞﾌﾞ 第二次世界大戦事典　 457 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 支那事変忠勇列伝　第１巻 572 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 支那事変忠勇列伝　第２巻 573 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 支那事変忠勇列伝　第３巻 574 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 支那事変忠勇列伝　第４巻 575 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 支那事変忠勇列伝　第５巻 576 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 忠勇列伝　第４巻 603 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 忠勇列伝　第５巻 604 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 忠勇列伝　第６巻 605 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 忠勇列伝　第７巻 606 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 忠勇列伝　第８巻 607 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 忠勇列伝　第９巻 608 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 忠勇列伝　第１０巻 609 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 忠勇列伝　第１１巻 610 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 忠勇列伝　第１２巻 611 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 忠勇列伝　第１３巻 612 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 忠勇列伝　第１４巻 613 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 忠勇列伝　第１５巻 614 

忠勇顕彰会　 ﾁｭｳﾕｳ ｹﾝｼｮｳｶｲ 忠勇列伝　第１６巻 615 

張赫宙　 ﾁｮｳ,ｶｸﾁｭｳ 加藤清正　 1320 

長義正　 ﾁｮｳ,ﾖｼﾏｻ 母と娘の教養　 419 

ツ 通俗教育普及会　 ﾂｳｿﾞｸ ｷｮｳｲｸ ﾌｷｭｳｶｲ 赤穂誠忠録　快擧の巻 1321 

ア－・ゲ－・エ－・ツエルトリング　 ﾂｪﾙﾄﾘﾝｸﾞ,A G A 実際のマラリア学　 1071 

塚原健二郎　 ﾂｶﾊﾗ,ｹﾝｼﾞﾛｳ 黒船時代　 112 

塚本勝義　 ﾂｶﾓﾄ,ｶﾂﾖｼ 少年少女国体の本義読本　 152 

津川主一　 ﾂｶﾞﾜ,ｼｭｲﾁ 独逸国民と音楽生活　 1206 

津久井竜雄　 ﾂｸｲ,ﾀﾂｵ 新体制期の構想　 771 

津久井竜雄　 ﾂｸｲ,ﾀﾂｵ 文化と政治　 1381 

筑紫二郎　 ﾂｸｼ,ｼﾞﾛｳ 少年航空科学の話　 153 

筑紫二郎　 ﾂｸｼ,ｼﾞﾛｳ 星港攻略記　 1477 

辻勝三郎　 ﾂｼﾞ,ｶﾂｻﾌﾞﾛｳ 初陣　 1322 

辻井源三郎　 ﾂｼﾞｲ,ｹﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 太平洋ひとめぐり　 1190 

土屋賢一　 ﾂﾁﾔ,ｹﾝｲﾁ 海の軍神特別攻撃隊　 1478 

土家由岐雄　 ﾂﾁﾔ,ﾕｷｵ 蟻地獄　 154 

土家由岐雄　 ﾂﾁﾔ,ﾕｷｵ 童話ドイツ人形　 155 

土家由岐雄　 ﾂﾁﾔ,ﾕｷｵ 虹の出帆　 156 

堤千代　 ﾂﾂﾐ,ﾁﾖ 我が家の風　 1323 

坪内士行　 ﾂﾎﾞｳﾁ,ｼｺｳ 妙国寺事変　 1247 

坪田譲二　 ﾂﾎﾞﾀ,ｼﾞｮｳｼﾞ 綴方子供風土記　 157 

津村敏行　 ﾂﾑﾗ,ﾄｼﾕｷ 海は招く　 158 

津村敏行　 ﾂﾑﾗ,ﾄｼﾕｷ 南海の日章旗　 1479 

津村敏行　 ﾂﾑﾗ,ﾄｼﾕｷ 南海封鎖　 1480 
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鶴田知也　 ﾂﾙﾀ,ﾄﾓﾔ アッツ島　 1324 

テ 手島新十郎　 ﾃｼﾏ,ｼﾝｼﾞｭｳﾛｳ 実地経済多収穫米作法　 1169 

寺島柾史　 ﾃﾗｼﾞﾏ,ｾｲｼ 開拓者郡司大尉　 655 

寺島荘二　 ﾃﾗｼﾏ,ｿｳｼﾞ 武教に生きた山鹿素行　 261 

天藤明　 ﾃﾝﾄﾞｳ,ｱｷﾗ 珊瑚海を泳ぐ　 1481 

ト ドイツ青少年指導局　 ﾄﾞｲﾂ ｾｲｼｮｳﾈﾝ ｼﾄﾞｳｷｮｸ 輝く鉄十字章　 165 

土肥原賢二　 ﾄﾞｲﾊﾗ,ｹﾝｼﾞ 皇道の真精神　 891 

東京朝日新聞社　 ﾄｳｷｮｳ ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 現地報告農村総動員　 1164 

東京行政学会　 ﾄｳｷｮｳ ｷﾞｮｳｾｲ ｶﾞｯｶｲ 新東亞建設を中心とせる帝国外交條約輯　 812 

東京新聞社　 ﾄｳｷｮｳ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 無敵海軍の父　 616 

東京日日新聞社　 ﾄｳｷｮｳ ﾆﾁﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 戦歿将士陣中だより　 1547 

東京日日新聞社　 ﾄｳｷｮｳ ﾆﾁﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 大東亞戰爭海戰史　 924 

東京日日新聞社経済部　 ﾄｳｷｮｳ ﾆﾁﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ ｹｲｻﾞｲﾌﾞ 興亜経済を描く　 829 

東京日日新聞社経済部　 ﾄｳｷｮｳ ﾆﾁﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ ｹｲｻﾞｲﾌﾞ 日本の経済はどうなるか　 830 

東京都青少年団　 ﾄｳｷｮｳﾄ ｾｲｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 東部軍軍医部指導空襲下の救護法　 1000 

東宮鉄男　 ﾄｳﾐﾔ,ｶﾈｵ 東宮鉄男伝　 671 

同盟通信社　 ﾄﾞｳﾒｲ ﾂｳｼﾝｼｬ 鉄牛と荒鷲　 1143 

童話作家協会　 ﾄﾞｳﾜ ｻｯｶ ｷｮｳｶｲ 銃後童話読本　 166 

土岐愛作　 ﾄｷ,ｱｲｻｸ 宣戦布告　 1325 

土岐善麿　 ﾄｷ,ｾﾞﾝﾏﾛ 朝日常識講座　第８巻　文芸の話 295 

徳川夢声　 ﾄｸｶﾞﾜ,ﾑｾｲ 天鬼将軍　 159 

徳川義親　 ﾄｸｶﾞﾜ,ﾖｼﾁｶ 江南ところどころ　 1482 

徳富猪一郎　 ﾄｸﾄﾐ,ｲｲﾁﾛｳ 皇国日本の大道　 364 

徳富猪一郎　 ﾄｸﾄﾐ,ｲｲﾁﾛｳ 公爵山縣有朋伝　上巻 711 

徳富猪一郎　 ﾄｸﾄﾐ,ｲｲﾁﾛｳ 公爵山縣有朋伝　中巻 712 

徳富猪一郎　 ﾄｸﾄﾐ,ｲｲﾁﾛｳ 公爵山縣有朋伝　下巻 713 

徳富猪一郎　 ﾄｸﾄﾐ,ｲｲﾁﾛｳ 皇道日本の世界化　 365 

徳富猪一郎　 ﾄｸﾄﾐ,ｲｲﾁﾛｳ 国民小訓　 397 

徳富猪一郎　 ﾄｸﾄﾐ,ｲｲﾁﾛｳ 昭和国民読本　 366 

徳富猪一郎　 ﾄｸﾄﾐ,ｲｲﾁﾛｳ 戦時慨言　 367 

徳富猪一郎　 ﾄｸﾄﾐ,ｲｲﾁﾛｳ 日本を知れ　 368 

徳富猪一郎　 ﾄｸﾄﾐ,ｲｲﾁﾛｳ 陸軍大將川上操六　 646 

徳永直　 ﾄｸﾅｶﾞ,ｽﾅｵ 先遣隊　 1326 

刀祢館正雄　 ﾄﾈﾀﾞﾃ,ﾏｻｵ 日本精神と新聞　 369 

富沢有為男　 ﾄﾐｻﾞﾜ,ｳｲｵ 軍人村長　 1327 

富田邦彦　 ﾄﾐﾀ,ｸﾆﾋｺ ガダルカナル決死の伝令　 160 

富田常雄　 ﾄﾐﾀ,ﾂﾈｵ 亜細亜は一なり　 1328 

富田常雄　 ﾄﾐﾀ,ﾂﾈｵ 軍神杉本中佐　 126 

富田常雄　 ﾄﾐﾀ,ﾂﾈｵ 産業戦士の歌　 1329 

冨永謙吾　 ﾄﾐﾅｶﾞ,ｹﾝｺﾞ 米国の正体　 553 

友枝高彦　 ﾄﾓｴﾀﾞ,ﾀｶﾋｺ 教学叢書　第３輯〔４〕　日独文化交渉史の回顧 315 

豊沢豊雄　 ﾄﾖｻﾜ,ﾄﾖｵ 創造の民・日本民族　 1080 

豊沢豊雄　 ﾄﾖｻﾜ,ﾄﾖｵ 日本発明発見物語　 1081 

カ－ル・ドルン　 ﾄﾞﾙﾝ,ｶ-ﾙ ドイツの新資材　 1093 

ナ 内藤鋠策　 ﾅｲﾄｳ,ｼﾝｻｸ 大東亜戦争第一歌集　 1235 

内藤智秀　 ﾅｲﾄｳ,ﾁｼｭｳ 中アジアの風雲　 468 

内藤智秀　他 ﾅｲﾄｳ,ﾁｼｭｳ ロシアの東方政策　 545 

内藤英雄　 ﾅｲﾄｳ,ﾋﾃﾞｵ シンガポ－ル　 508 

内務省計画局　 ﾅｲﾑｼｮｳ ｹｲｶｸｷｮｸ 国民防空読本　 1054 

直木三十五　 ﾅｵｷ,ｻﾝｼﾞｭｳｺﾞ 日本仇討物語　上 1330 

中勘助　 ﾅｶ,ｶﾝｽｹ 大戦の詩　 1236 
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中貞夫　 ﾅｶ,ｻﾀﾞｵ 国防の先覚阪本天山　 111 

中正夫　 ﾅｶ,ﾏｻｵ 航空の驚異　 1118 

中正夫　 ﾅｶ,ﾏｻｵ 航空の書　 1119 

中正夫　 ﾅｶ,ﾏｻｵ 民間航空　 1193 

那珂良二　 ﾅｶ,ﾘｮｳｼﾞ 非武装艦隊　 1331 

永井行慈　 ﾅｶﾞｲ,ｷﾞｮｳｼﾞ 西天開教ビルマ獄中記　 1483 

永井柳太郎　 ﾅｶﾞｲ,ﾘｭｳﾀﾛｳ 錢屋五兵衛　 1248 

永井柳太郎　 ﾅｶﾞｲ,ﾘｭｳﾀﾛｳ 私の信念と体験　 675 

永雄策郎　 ﾅｶﾞｵ,ｻｸﾛｳ 満洲農業移民十講　 840 

長生俊良　 ﾅｶﾞｵ,ﾄｼﾛｳ 司令部南進　 1484 

中河与一　 ﾅｶｶﾞﾜ,ﾖｲﾁ 女流十人歌集　 1237 

中河与一　 ﾅｶｶﾞﾜ,ﾖｲﾁ 熱帯圏　 1332 

中込友美　 ﾅｶｺﾞﾒ,ﾄﾓﾐ 勤労青年の教養的生活　 1094 

中路ちか　 ﾅｶｼﾞ,ﾁｶ 戦線に母あり　 1485 

中島武　 ﾅｶｼﾞﾏ,ﾀｹｼ 機械化の発展は土台から　 893 

中島武　 ﾅｶｼﾞﾏ,ﾀｹｼ 北白川宮永久王殿下　 628 

永島不二男　 ﾅｶﾞｼﾏ,ﾌｼﾞｵ 国防の先覚者物語　 617 

中條是竜　 ﾅｶｼﾞｮｳ,ｾﾞﾘｭｳ 江田島精神　 1044 

中田千畝　 ﾅｶﾀ,ｾﾝﾎﾟ 大将の少年時代　 167 

中田秀夫　 ﾅｶﾀ,ﾋﾃﾞｵ 僕等の開墾地　 168 

永田秀次郎　 ﾅｶﾞﾀ,ﾋﾃﾞｼﾞﾛｳ 国民の書　 913 

永田秀次郎　 ﾅｶﾞﾀ,ﾋﾃﾞｼﾞﾛｳ 日本の前進　 747 

中西賢三　 ﾅｶﾆｼ,ｹﾝｿﾞｳ 独逸国防漫画傑作集　 1200 

長沼依山　 ﾅｶﾞﾇﾏ,ｲｻﾞﾝ 海南島の開発者勝間田善作　 81 

長沼依山　 ﾅｶﾞﾇﾏ,ｲｻﾞﾝ 忠烈美譚輝く肉弾　 1486 

長沼依山　 ﾅｶﾞﾇﾏ,ｲｻﾞﾝ 南支仏印風土記　 169 

長沼依山　 ﾅｶﾞﾇﾏ,ｲｻﾞﾝ 満洲開拓の父東宮大佐伝　 163 

長沼賢海　 ﾅｶﾞﾇﾏ,ｹﾝｶｲ 教学叢書　特輯１３　国史上より見たる国体と国民精神 338 

中野正剛　 ﾅｶﾉ,ｾｲｺﾞｳ 真直ぐに行け　 756 

中野八十八　 ﾅｶﾉ,ﾔｿﾊ 尊い日本の女性　 420 

中原稔生　 ﾅｶﾊﾗ,ﾄｼｵ 世界の空軍　 1055 

永松浅造　 ﾅｶﾞﾏﾂ,ｱｻｿﾞｳ 軍艦の知識　 1131 

永松浅造　 ﾅｶﾞﾏﾂ,ｱｻｿﾞｳ 皇国海戦史海ゆかば　 970 

永松浅造　他 ﾅｶﾞﾏﾂ,ｱｻｿﾞｳ 日本航空の驚異　 1120 

永松浅造　 ﾅｶﾞﾏﾂ,ｱｻｿﾞｳ 北辺の防人　 618 

永松浅造　 ﾅｶﾞﾏﾂ,ｱｻｿﾞｳ 陸戦隊魂　 1045 

中満義親　 ﾅｶﾐﾂ,ﾖｼﾁｶ 鉄血陸戦隊　 1487 

中村悳　 ﾅｶﾑﾗ,ｲｻｵ 職場の教育　 1095 

中村悳　 ﾅｶﾑﾗ,ｲｻｵ 働く人　 1096 

中村一良　 ﾅｶﾑﾗ,ｲﾁﾛｳ 国史と世界史　 459 

中村嘉寿　 ﾅｶﾑﾗ,ｶｼﾞｭ 海軍の父山本権兵衞　 721 

中村吉蔵　 ﾅｶﾑﾗ,ｷﾁｿﾞｳ 伊藤・東郷・頭山　 1249 

永村清　 ﾅｶﾞﾑﾗ,ｷﾖｼ 航空母艦　 1132 

仲村久慈　 ﾅｶﾑﾗ,ｸｼﾞ 湯地丈雄　 724 

中村新太郎　 ﾅｶﾑﾗ,ｼﾝﾀﾛｳ 鬪ふ火砲　 1136 

中村新太郎　 ﾅｶﾑﾗ,ｼﾝﾀﾛｳ 日本の翼　 170 

中村武志　 ﾅｶﾑﾗ,ﾀｹｼ 鐵　 1333 

中村直勝　 ﾅｶﾑﾗ,ﾅｵｶﾂ 教学叢書　第６輯〔３〕　楠氏一門の教養 323 

中村又一　 ﾅｶﾑﾗ,ﾏﾀｲﾁ 戦ふ日本の子供　 171 

中村巳寄　 ﾅｶﾑﾗ,ﾐｷ われらの戦場　 1238 

中山亀太郎　 ﾅｶﾔﾏ,ｶﾒﾀﾛｳ 生き抜く力　 421 
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中山義秀　 ﾅｶﾔﾏ,ｷﾞｼｭｳ 生ける魂　 1334 

中山樵夫　 ﾅｶﾔﾏ,ｿﾏｵ 苦悶する支那　 1551 

中山正男　 ﾅｶﾔﾏ,ﾏｻｵ 一尺の土　 1488 

中山正男　 ﾅｶﾔﾏ,ﾏｻｵ 脇坂部隊　 1489 

名島明郎　 ﾅｼﾞﾏ,ﾊﾙｵ 資源の戦争　 1097 

那須辰造　 ﾅｽ,ﾀﾂｿﾞｳ 北畠親房　 90 

難波田春夫　 ﾅﾆﾜﾀﾞ,ﾊﾙｵ 教学叢書　第１３輯〔１〕　大東亜戦争と日本経済 336 

鍋倉昇　 ﾅﾍﾞｸﾗ,ﾉﾎﾞﾙ 国民兵器読本　 1137 

鍋山実　 ﾅﾍﾞﾔﾏ,ﾐﾉﾙ 印度の巨象ガンヂ－とネ－ル　 650 

並木行夫　 ﾅﾐｷ,ﾕｷｵ 陸軍少年通信兵　 1011 

楢崎観一　 ﾅﾗｻﾞｷ,ｶﾝｲﾁ 興亞建設の基礎知識　 484 

奈良島知堂　 ﾅﾗｼﾏ,ﾁﾄﾞｳ 日本の偉人　第２輯 172 

成岡正久　 ﾅﾙｵｶ,ﾏｻﾋｻ 兵隊と豹　 173 

難波三十四　 ﾅﾝﾊﾞ,ｻﾄｼ 現時局下の防空　 1056 

南波辰夫　 ﾅﾝﾊﾞ,ﾀﾂｵ 飛行機の歴史　 1121 

難波虎一　 ﾅﾝﾊﾞ,ﾄﾗｲﾁ “ 帰る”兵隊　 1490 

南方産業調査会　 ﾅﾝﾎﾟｳ ｻﾝｷﾞｮｳ ﾁｮｳｻｶｲ 佛領印度支那　 509 

南洋協会　 ﾅﾝﾖｳ ｷｮｳｶｲ 大南洋圏　 733 

ニ 新妻伊都子　 ﾆｲｽﾞﾏ,ｲﾄｺ 別格官幣社物語　 443 

苦瓜恵三郎　 ﾆｶﾞｳﾘ,ｴｻﾌﾞﾛｳ 戦時婦女訓　 422 

西晋一郎　 ﾆｼ,ｼﾝｲﾁﾛｳ 教学叢書　特輯１７　国民道徳大意 340 

西晋一郎　 ﾆｼ,ｼﾝｲﾁﾛｳ 国民精神文化類輯　第５輯　教学と思想統一 385 

西晋一郎　 ﾆｼ,ｼﾝｲﾁﾛｳ 真正なる国家　 398 

西晋一郎　 ﾆｼ,ｼﾝｲﾁﾛｳ 人間即家国の説　 399 

西晴雲　 ﾆｼ,ｾｲｳﾝ 広東百題　 485 

西嶋東洲　 ﾆｼｼﾞﾏ,ﾄｳｼｭｳ 神社参拝　 444 

西田悦夫　 ﾆｼﾀﾞ,ｴﾂｵ 果樹園藝　 1173 

西田幾多郎　他 ﾆｼﾀﾞ,ｷﾀﾛｳ 教学叢書　第２輯〔２〕学問的方法 仏教の全体性原理・・・ 309 

西田利明　 ﾆｼﾀﾞ,ﾄｼｱｷ 予科練物語　 1046 

西田稔　 ﾆｼﾀﾞ,ﾐﾉﾙ 雲と兵隊　 175 

西田稔　 ﾆｼﾀﾞ,ﾐﾉﾙ 長駆強行五百粁　 1491 

西田稔　 ﾆｼﾀﾞ,ﾐﾉﾙ 山と兵隊　 176 

西原勝　 ﾆｼﾊﾗ,ﾏｻﾙ 航空少年読本　 177 

西原勝　 ﾆｼﾊﾗ,ﾏｻﾙ 航空兵読本　 1057 

西原勝　 ﾆｼﾊﾗ,ﾏｻﾙ 飛行機　 178 

西原勝　 ﾆｼﾊﾗ,ﾏｻﾙ 陸軍航空を語る　 1012 

西原勝　 ﾆｼﾊﾗ,ﾏｻﾙ 陸の若鷲　 179 

西村皎三　 ﾆｼﾑﾗ,ｺｳｿﾞｳ 旗艦先頭　 180 

西村竹四郎　 ﾆｼﾑﾗ,ﾀｹｼﾛｳ シンガポ－ル三十五年　 676 

西村文則　 ﾆｼﾑﾗ,ﾌﾞﾝｿｸ 藤田小四郎　 705 

西村文則　 ﾆｼﾑﾗ,ﾌﾞﾝｿｸ 水戸学入門　 370 

西村隆三郎　 ﾆｼﾑﾗ,ﾘｭｳｻﾞﾌﾞﾛｳ ヒットラ－の言葉　 699 

二反長半　 ﾆﾀﾝｵｻ,ﾅｶﾊﾞ 大山元帥　 67 

日支問題研究会　 ﾆｯｼ ﾓﾝﾀﾞｲ ｹﾝｷｭｳｶｲ 北支那の総蹶起　 486 

日蘇通信社　 ﾆｯｿ ﾂｳｼﾝｼｬ 蘇聯邦大観　 546 

日本海運報国団　 ﾆﾎﾝ ｶｲｳﾝ ﾎｳｺｸﾀﾞﾝ 船員かく戦へり　 1191 

日本海運報国団普及課　 ﾆﾎﾝ ｶｲｳﾝ ﾎｳｺｸﾀﾞﾝ ﾌｷｭｳｶ 鬪ふ商船隊　 1192 

日本学術振興会第２１小委員会　 ﾆﾎﾝ ｶﾞｸｼﾞｭﾂ ｼﾝｺｳｶｲ ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳｲﾁ ｼｮｳｲｲﾝｶｲ 時局と農村　１ 1165 

日本機動艇協会　 ﾆﾎﾝ ｷﾄﾞｳﾃｲ ｷｮｳｶｲ 海の読本　第１輯 1129 

日本教育紙芝居協会　 ﾆﾎﾝ ｷｮｳｲｸ ｶﾐｼﾊﾞｲ ｷｮｳｶｲ 麥は死なず　 4 

日本産業経済新聞社政経部　 ﾆﾎﾝ ｻﾝｷﾞｮｳ ｹｲｻﾞｲ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ ｾｲｹｲﾌﾞ 全国模範工場視察記　 1098 
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日本精神発揚会　 ﾆﾎﾝ ｾｲｼﾝ ﾊﾂﾖｳｶｲ 英雄名蹟展　 1194 

日本評論社　 ﾆﾎﾝ ﾋｮｳﾛﾝｼｬ 稻米増産の方策　 1172 

日本文学報国会　 ﾆﾎﾝ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ﾎｳｺｸｶｲ 定本愛国百人一首解説　 1239 

日本文学報国会　 ﾆﾎﾝ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ﾎｳｺｸｶｲ 定本国民座右銘　 423 

日本放送協会　 ﾆﾎﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ ラヂオ時局読本　 914 

仁宮武夫　 ﾆﾐﾔ,ﾀｹｵ 皇国完勝の体制　 894 

仁宮芳夫　 ﾆﾐﾔ,ﾖｼｵ 歴史なき国　 1335 

バ－ナ－ド・ニュ－マン　 ﾆｭ-ﾏﾝ,ﾊﾞ-ﾅ-ﾄﾞ 発火した欧洲　 525 

丹羽文雄　 ﾆﾜ,ﾌﾐｵ 海戰　 1492 

丹羽文雄　 ﾆﾜ,ﾌﾐｵ 還らぬ中隊　 1336 

丹羽文雄　 ﾆﾜ,ﾌﾐｵ ソロモン海戦　 181 

ヌ 沼田利三郎　 ﾇﾏﾀ,ﾄｼｻﾌﾞﾛｳ 日出づる国　 184 

ネ 根岸佶　 ﾈｷﾞｼ,ﾀﾀﾞｼ 華僑襍記　 841 

根津菊治郎　 ﾈｽﾞ,ｷｸｼﾞﾛｳ ペンの従軍　 1493 

ジャワハルラ－ル・ネ－ル　 ﾈ-ﾙ,ﾊﾟﾝﾃﾞｨｯﾄ ｼﾞｬﾜﾊﾙﾗﾙ ネ－ル自敍伝　上 680 

ノ 農村更生協会　 ﾉｳｿﾝ ｺｳｾｲ ｷｮｳｶｲ 皇国農民の道　 1154 

野口昂　 ﾉｸﾞﾁ,ﾀｶｼ 少年航空兵の手記　 1494 

野口昂　 ﾉｸﾞﾁ,ﾀｶｼ 爆撃　 1058 

野口昂　 ﾉｸﾞﾁ,ﾀｶｼ 福山航空兵大尉　 704 

野沢孝作　 ﾉｻﾞﾜ,ｺｳｻｸ 防空監視哨記　 1495 

能勢正信　 ﾉｾ,ｼｮｳｼﾝ 火線と共に　 1496 

野中幸兵衛　 ﾉﾅｶ,ｺｳﾍﾞｴ 養蠶　 1180 

野中幸兵衛　 ﾉﾅｶ,ｺｳﾍﾞｴ 養蠶栽桑相談　 1181 

昇曙夢　 ﾉﾎﾞﾘ,ｼｮﾑ 落下傘読本　 1122 

野村愛正　 ﾉﾑﾗ,ｱｲｾｲ 少年フイリッピン史　 185 

野村愛正　 ﾉﾑﾗ,ｱｲｾｲ ダバオの父太田恭三郎　 68 

野村胡堂　 ﾉﾑﾗ,ｺﾄﾞｳ 都市覆滅団　 186 

野村玉枝　 ﾉﾑﾗ,ﾀﾏｴ 御羽車　 1497 

野村秀雄　 ﾉﾑﾗ,ﾋﾃﾞｵ 朝日常識講座　第二　第５巻　政党の話 302 

野村政夫　 ﾉﾑﾗ,ﾏｻｵ 戦国名将記徳川家康　 1337 

野村政夫　 ﾉﾑﾗ,ﾏｻｵ 名将信長　 1338 

ハ アルブレヒト・ハウスホ－ファ－　 ﾊｳｽﾎ-ﾌｧ-,ｱﾙﾌﾞﾚﾋﾄ 英国の支那侵入　 487 

ハウゼル　 ﾊｳｾﾞﾙ 近代戦と国防技術　 971 

芳賀雄　 ﾊｶﾞ,ﾀｹｼ 布哇　 559 

萩原新生　 ﾊｷﾞﾜﾗ,ｼﾝｾｲ 決死の密偵行　 1498 

萩原進　 ﾊｷﾞﾜﾗ,ｽｽﾑ 草莽の臣高山彦九郎　 669 

博文館編集局　 ﾊｸﾌﾞﾝｶﾝ ﾍﾝｼｭｳｷｮｸ 佛領印度支那事情　 510 

橋田邦彦　 ﾊｼﾀﾞ,ｸﾆﾋｺ 科学の日本的把握　 1063 

橋田邦彦　 ﾊｼﾀﾞ,ｸﾆﾋｺ 教学叢書　第９輯〔５〕　科学する心 335 

橋本徹馬　 ﾊｼﾓﾄ,ﾃﾂﾏ 米国の対日動向を探る　 805 

荷見秋次郎　 ﾊｽﾐ,ｱｷｼﾞﾛｳ 其の日の心得　 1001 

長谷川宇一　 ﾊｾｶﾞﾜ,ｳｲﾁ 軍旗の下に　 189 

長谷川伸　 ﾊｾｶﾞﾜ,ｼﾝ 吉祥鹿毛　 5 

長谷川素逝　 ﾊｾｶﾞﾜ,ｿｾｲ 砲車 1240 

長谷川直美　 ﾊｾｶﾞﾜ,ﾅｵﾐ 陸鷲南方作戦　 1499 

長谷川正道　 ﾊｾｶﾞﾜ,ﾏｻﾐﾁ 敬仰乃木將軍　 688 

長谷山峻彦　 ﾊｾﾔﾏ,ﾄｼﾋｺ 少国民翼賛劇集　 190 

秦賢助　 ﾊﾀ,ｹﾝｽｹ 軍神伝　上巻 619 

秦賢助　 ﾊﾀ,ｹﾝｽｹ 聖將山本元帥伝　 719 

秦賢助　 ﾊﾀ,ｹﾝｽｹ 日米英決戦青年よ起て　 900 

秦賢助　 ﾊﾀ,ｹﾝｽｹ 白虎部隊　 1500 
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秦彦三郎　 ﾊﾀ,ﾋｺｻﾌﾞﾛｳ

波多野烏峰　 ﾊﾀﾉ,ｳﾎｳ

服部静雄　 ﾊｯﾄﾘ,ｼｽﾞｵ

服部嘉香　 ﾊｯﾄﾘ,ﾖｼｶ

花田鉄太郎　 ﾊﾅﾀﾞ,ﾃﾂﾀﾛｳ

花田仲之助　 ﾊﾅﾀﾞ,ﾅｶﾉｽｹ

花野富蔵　 ﾊﾅﾉ,ﾄﾐｿﾞｳ

浜口寛一　 ﾊﾏｸﾞﾁ,ｶﾝｲﾁ

浜田常二良　 ﾊﾏﾀﾞ,ﾂﾈｼﾞﾛｳ

浜田隼雄　 ﾊﾏﾀﾞ,ﾊﾔｵ

浜田稔　 ﾊﾏﾀﾞ,ﾐﾉﾙ

浜野修　 ﾊﾏﾉ,ｵｻﾑ

浜本浩　 ﾊﾏﾓﾄ,ﾋﾛｼ

ハムブルグ世界経済研究所　 ﾊﾑﾌﾞﾙｸﾞ ｾｶｲ ｹｲｻﾞｲ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ

早坂義雄　 ﾊﾔｻｶ,ﾖｼｵ

林権助　 ﾊﾔｼ,ｺﾞﾝｽｹ

林信一　 ﾊﾔｼ,ｼﾝｲﾁ

林房雄　 ﾊﾔｼ,ﾌｻｵ

林房雄　 ﾊﾔｼ,ﾌｻｵ

林芙美子　 ﾊﾔｼ,ﾌﾐｺ

林弥三吉　 ﾊﾔｼ,ﾔｻｷﾁ

原四郎　 ﾊﾗ,ｼﾛｳ

原種道　 ﾊﾗ,ﾀﾈﾐﾁ

原勝　他 ﾊﾗ,ﾏｻﾙ

原道太　 ﾊﾗ,ﾐﾁﾀ

原了　 ﾊﾗ,ﾘｮｳ

原口氏雄　 ﾊﾗｸﾞﾁ,ｳｼﾞｵ

原口統太郎　 ﾊﾗｸﾞﾁ,ﾄｳﾀﾛｳ

原田杏太郎　 ﾊﾗﾀﾞ,ｷｮｳﾀﾛｳ

原田三夫　 ﾊﾗﾀﾞ,ﾐﾂｵ

原田三夫　 ﾊﾗﾀﾞ,ﾐﾂｵ


隣邦ロシア　 547 

印度独立戦爭　 522 

神州少年記　 191 

少国民手紙読本　 192 

米国の太平洋作戦　 972 

支那に與ふる書　 371 

ホセ・リサ－ル伝　 727 

皇道精神を明かにした少国民の道　 193 

欧洲戦と青年　 973 

南方移民村　 1339 

ナチス獨逸の防空　 1059 

独逸軍神プリィン少佐　 706 

海峽　 1340 

アメリカの実力　 554 

南方共栄圏とその性格　 842 

わが七十年を語る　 695 

我ら傷つくとも　 1341 

大陸の花嫁　 1342 

東洋の満月　 1343 

北岸部隊　 1501 

楠公ヲ語ル　 691 

野戦郵便局と兵隊　 1502 

僕らは海の子　 194 

新世紀の思想　 806 

海の子魂　 195 

決戦下の青少年　 424 

星と兵隊　 1068 

支那人に接する心得　 868 

大東亜戦争勝利の記録　 974 

少国民の科学軍艦の話　 196 

僕は原子である　 197 

Ｊ．Ｆ．ハラビン　 ﾊﾗﾋﾞﾝ,J F 大戦の鳥瞰図説世界大戦　 975 

Ｖ．ハ－リ－　 ﾊ-ﾘ-,V ミンダナオ島の発見　 1554 

Ｍ．ヴアレンテイネル　 ﾊﾞﾚﾝﾃｨﾈﾙ,M 

半沢耕貫　他 ﾊﾝｻﾞﾜ,ｺｳｶﾝ 

ヒ 樋口紅陽　 ﾋｸﾞﾁ,ｺｳﾖｳ 

樋口紅陽　 ﾋｸﾞﾁ,ｺｳﾖｳ 

日暮豊年　 ﾋｸﾞﾗｼ,ﾄﾖﾄｼ 

肥後和男　 ﾋｺﾞ,ｶｽﾞｵ 

比佐友香　 ﾋｻ,ﾄﾓｶ 

比佐友香　 ﾋｻ,ﾄﾓｶ 

久生十蘭　 ﾋｻｵ,ｼﾞｭｳﾗﾝ 

比島派遣軍報道部　 ﾋﾄｳ ﾊｹﾝｸﾞﾝ ﾎｳﾄﾞｳﾌﾞ 

ア－ドルフ・ヒトラ－　 ﾋﾄﾗ-,ｱﾄﾞﾙﾌ 

アドルフ・ヒトラ－　 ﾋﾄﾗ-,ｱﾄﾞﾙﾌ 

ヒトラ－　 ﾋﾄﾗ-,ｱﾄﾞﾙﾌ 

ドイツ潜水艦長の手記　 1563 

沃土滿洲を拓く　 1166 

ノモンハン実戦記　 1503 

ノモンハン実戦記　続 1504 

戦ふ水雷戦隊　 198 

藤田東湖　 376 

戦時経済の実相　 831 

大陸国策　 843 

紀ノ上一族　 1344 

比島戦記　 976 

青年に檄す　 757 

ナチとは何か　 762 

ヒトラ－総統演説集　 758 

Ａ．ヒットラア　 ﾋﾄﾗ-,ｱﾄﾞﾙﾌ 我が鬪争　 759 

アドルフ・ヒトラ－　 ﾋﾄﾗ-,ｱﾄﾞﾙﾌ われ等の建設　 760 

火野葦平　 ﾋﾉ,ｱｼﾍｲ 廣東進軍抄　 1505 

火野葦平　 ﾋﾉ,ｱｼﾍｲ 戦友に愬ふ　 1382 

火野葦平　 ﾋﾉ,ｱｼﾍｲ 土と兵隊　 1506 
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火野葦平　 ﾋﾉ,ｱｼﾍｲ 南方要塞　 1507 

火野葦平　 ﾋﾉ,ｱｼﾍｲ 兵隊について　 1508 

火野葦平　 ﾋﾉ,ｱｼﾍｲ 麥と兵隊　 199 

火野葦平　 ﾋﾉ,ｱｼﾍｲ 麥と兵隊　 1509 

火野葦平　 ﾋﾉ,ｱｼﾍｲ 歴史　 1345 

樋上亮一　 ﾋﾉｳｴ,ﾘｮｳｲﾁ 戦ふ日本の女性　 425 

日比野土朗　 ﾋﾋﾞﾉ,ｼﾛｳ 呉淞クリ－ク　 1346 

萍葉登　 ﾋｮｳ,ﾖｳﾄ 支那侵略者・英米財閥　 845 

平泉澄　 ﾋﾗｲｽﾞﾐ,ｷﾖｼ 天兵に敵なし　 372 

平出英夫　 ﾋﾗｲﾃﾞ,ﾋﾃﾞｵ 海軍の生活　 1047 

平出英夫　 ﾋﾗｲﾃﾞ,ﾋﾃﾞｵ 君たちの力　 200 

平出英夫　 ﾋﾗｲﾃﾞ,ﾋﾃﾞｵ ソロモン海上決戦　 977 

平出英夫　 ﾋﾗｲﾃﾞ,ﾋﾃﾞｵ 米英艦隊撃滅　 978 

平方久直　 ﾋﾗｶﾀ,ﾋｻﾅｵ 王の家　 201 

平川虎臣　 ﾋﾗｶﾜ,ｺｼﾝ 西方の忠臣　 1347 

平栗竹男　 ﾋﾗｸﾘ,ﾀｹｵ 昭南島の日章旗　 202 

平田華蔵　 ﾋﾗﾀ,ｶｿﾞｳ 日本婦道の教育　 426 

平田晋策　 ﾋﾗﾀ,ｼﾝｻｸ われ等の陸海軍　 203 

平竹伝三　 ﾋﾗﾀｹ,ﾃﾞﾝｿﾞｳ 実地踏査ソ聯極東国境線　 926 

平野等　 ﾋﾗﾉ,ﾋﾄｼ 新国際読本　 807 

平林久男　 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ,ﾋｻｵ 常会立国論　 784 

広瀬武夫　 ﾋﾛｾ,ﾀｹｵ 航南私記　 739 

広瀬彦太　 ﾋﾛｾ,ﾋｺﾀ 軍艦の驚異　 204 

広瀬彦太　 ﾋﾛｾ,ﾋｺﾀ 皇国の興廃太平洋にあり　 979 

広瀬彦太　 ﾋﾛｾ,ﾋｺﾀ 世界潜水艦ものがたり　 205 

広瀬彦太　 ﾋﾛｾ,ﾋｺﾀ 山本元帥前線よりの書簡集　 1549 

広瀬豊　 ﾋﾛｾ,ﾕﾀｶ 松陰先生の教育　 858 

広田哲堂　 ﾋﾛﾀ,ﾃﾂﾄﾞｳ 忠魂義膽元寇皇国之偉傑竹崎季長公伝　 670 

広浜嘉雄　 ﾋﾛﾊﾏ,ﾖｼｵ 御民吾と日本の伝統　 373 

ゲルト・ヴィンシュ　 ﾋﾞﾝｼｭ,ｹﾞﾙﾄ パレスチナに於ける英国の恐怖政治　 528 

ビンバ－　 ﾋﾞﾝﾊﾞ- 外蒙古脱出記　 927 

フ クロ－ド・フアレル　他 ﾌｧﾚﾙ,ｸﾛ-ﾄﾞ エムデン最期の日　 1564 

ファンチュッリ　 ﾌｧﾝﾁｭｯﾘ,ｼﾞｭｾｯﾍﾟ 国旗掲揚式　 207 

ファンチュッリ　 ﾌｧﾝﾁｭｯﾘ,ｼﾞｭｾｯﾍﾟ 新時代のクオレ　 208 

マリア・ルイザ・フィウミ　 ﾌｨｳﾐ,ﾏﾘｱ ﾙｲｻﾞ ファシスタの母　 901 

エドウィン・Ａ・フォ－ク　 ﾌｫ-ｸ,ｴﾄﾞｳｨﾝ A 東郷平八郎　 673 

深沢幹蔵　 ﾌｶｻﾞﾜ,ﾐｷｿﾞｳ アリュ－シャン襲撃戦記　 1510 

深谷博治　 ﾌｶﾔ,ﾊｸｼﾞ 日清戦争と陸奥外交　 808 

蕗谷虹児　 ﾌｷﾔ,ｺｳｼﾞ 少年大空への道　 209 

福井信立　 ﾌｸｲ,ﾉﾌﾞﾀﾂ 近代の化学戦　 1002 

福田一郎　 ﾌｸﾀﾞ,ｲﾁﾛｳ 潜水艦　 1133 

福田清人　 ﾌｸﾀﾞ,ｷﾖﾄ 松花江　 1348 

福田清人　 ﾌｸﾀﾞ,ｷﾖﾄ 大陸の青春　 1511 

福田清人　 ﾌｸﾀﾞ,ｷﾖﾄ 日輪兵舎　 1349 

福田次郎　 ﾌｸﾀﾞ,ｼﾞﾛｳ 林業　 1185 

福田善念　 ﾌｸﾀﾞ,ｾﾞﾝﾈﾝ 大将の母　 703 

福田宗児　 ﾌｸﾀﾞ,ｿｳｼﾞ 東亜の曙　 210 

福田光治　 ﾌｸﾀﾞ,ﾐﾂﾊﾙ 教学叢書　第７輯〔２〕　最近物理学の問題 326 

福永恭助　 ﾌｸﾅｶﾞ,ｷｮｳｽｹ 海鷲の歌　 1350 

福永恭助　 ﾌｸﾅｶﾞ,ｷｮｳｽｹ 海将荒井郁之助　 631 

福永恭助　 ﾌｸﾅｶﾞ,ｷｮｳｽｹ 国の護り　 211 
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福永恭助　 ﾌｸﾅｶﾞ,ｷｮｳｽｹ 太平洋挺身隊　 1351 

福永恭助　 ﾌｸﾅｶﾞ,ｷｮｳｽｹ 僕の兵器学　 212 

藤井猪勢治　 ﾌｼﾞｲ,ｲｾｼﾞ 軍神杉本中佐　 666 

藤井隆章　 ﾌｼﾞｲ,ﾀｶｱｷ ぼくらの大東亜戦争　その１ 213 

藤岡一弥　 ﾌｼﾞｵｶ,ｶｽﾞﾔ 軍需工場　 1352 

藤岡淳吉　 ﾌｼﾞｵｶ,ｼﾞｭﾝｷﾁ 民族と国家　 767 

藤川洋　 ﾌｼﾞｶﾜ,ﾋﾛｼ 灯台の知識　 1103 

藤沢親雄　 ﾌｼﾞｻﾜ,ﾁｶｵ 世紀の預言　 374 

藤田実彦　 ﾌｼﾞﾀ,ｻﾈﾋｺ 機械化部隊　 1138 

藤田実彦　他 ﾌｼﾞﾀ,ｻﾈﾋｺ 陸戦の華戦車　 214 

藤田雄蔵　 ﾌｼﾞﾀ,ﾕｳｿﾞｳ 航空の技術と精神　 1123 

藤谷みさを　 ﾌｼﾞﾀﾆ,ﾐｻｵ 皇国二千六百年史　 460 

武士道学会　 ﾌﾞｼﾄﾞｳ ｶﾞｯｶｲ 武士道読本　 405 

藤浪剛一　 ﾌｼﾞﾅﾐ,ｺﾞｳｲﾁ 光と生物　 1066 

伏見韶望　 ﾌｼﾐ,ｼｮｳﾎﾞｳ 青年のための修養　 427 

伏見韶望　 ﾌｼﾐ,ｼｮｳﾎﾞｳ 日本人の本領　 428 

伏見猛弥　 ﾌｼﾐ,ﾀｹﾔ 教育維新　 856 

藤村燎　 ﾌｼﾞﾑﾗ,ﾘｮｳ 大空の教室　 1124 

藤本尚則　 ﾌｼﾞﾓﾄ,ﾅｵﾉﾘ 維新英傑の膽ッ玉　 620 

藤森成吉　 ﾌｼﾞﾓﾘ,ｾｲｷﾁ 戯曲集陸奥宗光幡隨院長兵衛　 1250 

藤原銀次郎　 ﾌｼﾞﾜﾗ,ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 工業日本精神　 1078 

藤原咲平　 ﾌｼﾞﾜﾗ,ｻｸﾍｲ 教学叢書　第８輯〔２〕　我が国の気候と其の国民性・・・ 329 

布施勝治　 ﾌｾ,ｶﾂｼﾞ ソ聯報告　 548 

Ｆ．Ｏ．ブッシュ　 ﾌﾞｯｼｭ,F O 白夜の海戦　 1565 

舟橋茂　 ﾌﾅﾊﾞｼ,ｼｹﾞﾙ 寒地作戦　 1013 

冬木憑　 ﾌﾕｷ,ﾋｮｳ 開拓尖兵　 1353 

ワ－ド・プライス　 ﾌ ゚ﾗｲｽ,Ｇ　ﾜ-ﾄﾞ 人間ヒットラ－物語　 700 

ラインハルト・フランク他 ﾌﾗﾝｸ,ﾗｲﾝﾊﾙﾄ 印度・西亜に於ける英国の暴政　 529 

ゲオルク・ブランデス　 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｽ,ｹﾞｵﾙｸ 獨逸的人間　 561 

ヘルマン・フリッシュ　 ﾌﾘｯｼｭ,ﾍﾙﾏﾝ ドイツの食糧対策　 1167 

古川真治　 ﾌﾙｶﾜ,ｼﾝｼﾞ 空翔ける神兵　 1354 

古川真治　 ﾌﾙｶﾜ,ｼﾝｼﾞ 鬪ふ少年　 215 

古川真治　 ﾌﾙｶﾜ,ｼﾝｼﾞ 僕らの航空読本　 216 

古河幸雄　 ﾌﾙｶﾜ,ﾕｷｵ 兵器　 1139 

古屋糸子　 ﾌﾙﾔ,ｲﾄｺ 白衣魂　 1241 

イルゼ・ブレツシユリ－ベ　 ﾌﾞﾚﾂｼｭﾘ-ﾍﾞ,ｲﾙｾﾞ 決戦下のドイツ婦人　 539 

文化奉公会　 ﾌﾞﾝｶ ﾎｳｺｳｶｲ 大東亜戦争陸軍報道班員手記　従軍随想　 1513 

文化奉公会　 ﾌﾞﾝｶ ﾎｳｺｳｶｲ 大東亜戦争陸軍報道班員手記　ビルマ建設戦　 1514 

文化奉公会　 ﾌﾞﾝｶ ﾎｳｺｳｶｲ 大東亜戦争陸軍報道班員手記　マレー電撃戦　 1512 

文芸家協会　 ﾌﾞﾝｹﾞｲｶ ｷｮｳｶｲ 文芸銃後運動講演集　 1219 

ヘ ゴ－ドン・ベツクルス　 ﾍﾞﾂｸﾙｽﾞ,ｺﾞ-ﾄﾞﾝ 戦車は進む　 1140 

シュタッケン・ベルグ　 ﾍﾞﾙｸﾞ,ｼｭﾀｯｹﾝ ロンドン爆撃　 1566 

Ｗ・ベルドロウ　 ﾍﾞﾙﾄﾞﾛｳ,ｳｨﾙﾍﾙﾑ クルップ　 654 

ベルリン海洋研究所　 ﾍﾞﾙﾘﾝ ｶｲﾖｳ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 海洋国防地理　 980 

ホ ラス・ビハリ・ボ－ス　 ﾎﾞ-ｽ,ﾗｽ ﾋﾞﾊﾘ 印度を語る　 523 

細井肇　 ﾎｿｲ,ﾊｼﾞﾒ 日本の決意　 377 

マキシム・ホ－ソン　 ﾎ-ｿﾝ,ﾏｷｼﾑ 戦車旅団全滅　 1570 

堀田吉明　 ﾎｯﾀ,ﾖｼｱｷ 大東亞戦史　 981 

保利清　 ﾎﾘ,ｷﾖｼ 義肢に血の通ふまで　 1072 

堀準爾　 ﾎﾘ,ｼﾞｭﾝｼﾞ 胡瓜栽培の実際　 1174 

堀準爾　 ﾎﾘ,ｼﾞｭﾝｼﾞ 西瓜栽培の実際　 1175 
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堀準爾　 ﾎﾘ,ｼﾞｭﾝｼﾞ 玉葱・葱類栽培の実際　 1176 

堀準爾　 ﾎﾘ,ｼﾞｭﾝｼﾞ 茄子栽培の実際　 1177 

堀準爾　 ﾎﾘ,ｼﾞｭﾝｼﾞ 露地メロン・甜瓜・越瓜・栽培の実際　 1178 

堀内庸村　 ﾎﾘｳﾁ,ﾖｳｿﾝ 国民読書と図書群　 277 

堀尾勉　 ﾎﾘｵ,ﾂﾄﾑ マレ－沖海戦　 3 

ボルヘルト　 ﾎﾞﾙﾍﾙﾄ 獨戦車猛進　 1567 

本阿弥光遜　 ﾎﾝｱﾐ,ｺｳｿﾝ 近代戦と日本刀　 1205 

ポンソンビ－　 ﾎﾟﾝｿﾝﾋﾞ- 戦時の嘘　 982 

本多熊太郎　 ﾎﾝﾀﾞ,ｸﾏﾀﾛｳ 軍縮会議と日本　 809 

本多熊太郎　 ﾎﾝﾀﾞ,ｸﾏﾀﾛｳ 魂の外交　 810 

本多光太郎　 ﾎﾝﾀﾞ,ｺｳﾀﾛｳ 教学叢書　第３輯〔３〕　鉄と文明 314 

本堂英吉　 ﾎﾝﾄﾞｳ,ｴｲｷﾁ 母と戦争　 1355 

本堂英吉　 ﾎﾝﾄﾞｳ,ｴｲｷﾁ 婦人必携　 902 

マ クルト・マアレク　 ﾏｱﾚｸ,ｸﾙﾄ ナルヴイク　 1568 

毎日新聞社　 ﾏｲﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 殊勲の荒鷲　 220 

毎日新聞社　 ﾏｲﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 若林東一中隊長　 276 

毎日新聞社社会部　 ﾏｲﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ ｼｬｶｲﾌﾞ 海鷲隊長の手記　 1515 

前田晁　 ﾏｴﾀﾞ,ｱｷﾗ 少年国史物語　１ 221 

前田晁　 ﾏｴﾀﾞ,ｱｷﾗ 高山彦九郎　 150 

前田慧雲　 ﾏｴﾀﾞ,ｴｲｳﾝ 新しい修養心の垢を除け　 429 

前田多門　 ﾏｴﾀﾞ,ﾀﾓﾝ 朝日常識講座　第二　第６巻　地方自治の話 303 

前山賢二　 ﾏｴﾔﾏ,ｹﾝｼﾞ 泥濘二百八十里　 1516 

牧勝彦　 ﾏｷ,ｶﾂﾋｺ 英国スパイ五百年史　 915 

牧島貞一　 ﾏｷｼﾏ,ﾃｲｲﾁ 鬪ふ航空母艦　 1517 

牧野大誓　 ﾏｷﾉ,ﾀｲｾｲ くえびこ様　 222 

牧野輝智　 ﾏｷﾉ,ﾃﾙﾄﾓ 朝日常識講座　第７巻　物価の話 294 

牧野輝智　 ﾏｷﾉ,ﾃﾙﾄﾓ 朝日常識講座　第二　第４巻　予算の話 301 

牧野靖史　 ﾏｷﾉ,ﾔｽｼ 日本新少年団　 865 

正木不如丘　 ﾏｻｷ,ﾌｼﾞｮｷｭｳ 現代生活叢書　第１輯　いろいろの健康法 341 

正富汪洋　 ﾏｻﾄﾐ,ｵｳﾖｳ ヒットラァの横顔　 701 

正富謹治　 ﾏｻﾄﾐ,ｷﾝｼﾞ 祝賀弔祭文章読本　 1216 

真下五一　 ﾏｼﾓ,ｺﾞｲﾁ 或る職長の手記　 1518 

桝井伍六　 ﾏｽｲ,ｺﾞﾛｸ 出征将兵作品集戦線点描　 1519 

増田正文　 ﾏｽﾀﾞ,ﾏｻﾌﾐ グライダ－　 1125 

増永遥　 ﾏｽﾅｶﾞ,ﾊﾙｶ 大東亜戦争昭和十六年十二年八日　 983 

斑目文雄　 ﾏﾀﾞﾗﾒ,ﾌﾐｵ 濠洲侵略史　 558 

松井政平　 ﾏﾂｲ,ｾｲﾍｲ タイ王国　 511 

松井元興　 ﾏﾂｲ,ﾓﾄｵｷ 教学叢書　第８輯〔１〕　自然科学に就いて 328 

松浦四郎　 ﾏﾂｳﾗ,ｼﾛｳ 飛行機読本　 1126 

松尾樹明　 ﾏﾂｵ,ｼﾞｭﾐｮｳ 三国同盟と日米戦　 984 

松岡洋右　 ﾏﾂｵｶ,ﾖｳｽｹ 教学叢書　第９輯〔４〕　興亜の大業 334 

松岡洋右　 ﾏﾂｵｶ,ﾖｳｽｹ 少年に語る　 223 

松岡洋右　 ﾏﾂｵｶ,ﾖｳｽｹ 昭和維新　 765 

松坂忠則　 ﾏﾂｻｶ,ﾀﾀﾞﾉﾘ 火の赤十字　 1520 

松下正寿　 ﾏﾂｼﾀ,ﾏｻﾄｼ フィリッピン　 519 

松下芳男　 ﾏﾂｼﾀ,ﾖｼｵ 我等の国防と軍備　 916 

松島慶三　 ﾏﾂｼﾏ,ｹｲｿﾞｳ 制海万里　 985 

松田いせ路　 ﾏﾂﾀﾞ,ｲｾｼﾞ 戦ふ国の子供　 224 

松田寿男　 ﾏﾂﾀﾞ,ﾋｻｵ 漠北と南海　 469 

松平道夫　 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ,ﾐﾁｵ 近代科学戦　 986 

松平道雄　 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ,ﾐﾁｵ 戦争の知識　 987 
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松永健哉　 ﾏﾂﾅｶﾞ,ｹﾝﾔ 働く教へ子への手紙　 1548 

松永健哉　 ﾏﾂﾅｶﾞ,ｹﾝﾔ 僕らの戦場　 225 

松永寿雄　 ﾏﾂﾅｶﾞ,ﾄｼｵ 雷撃機　 1060 

松波治郎　 ﾏﾂﾅﾐ,ｼﾞﾛｳ 葉隠武士道　 406 

松波治郎　 ﾏﾂﾅﾐ,ｼﾞﾛｳ 物語軍神と聖将　 621 

松村益二　 ﾏﾂﾑﾗ,ﾏｽｼﾞ 一等兵戰死　 1521 

松村益二　 ﾏﾂﾑﾗ,ﾏｽｼﾞ 薄暮攻撃　 1356 

松本忠雄　 ﾏﾂﾓﾄ,ﾀﾀﾞｵ 蘭印と日本　 520 

松本要蔵　 ﾏﾂﾓﾄ,ﾖｳｿﾞｳ 少年兵魂　 226 

松山悦三　 ﾏﾂﾔﾏ,ｴﾂｿﾞｳ 新支那の建設と汪精衞　 638 

松山幸逸　 ﾏﾂﾔﾏ,ｺｳｲﾂ 新体制とはどんなことか　 772 

松山基範　 ﾏﾂﾔﾏ,ﾓﾄﾉﾘ 地球の生れるまで　 1069 

馬淵逸雄　 ﾏﾌﾞﾁ,ｲﾂｵ 日本の方向　 903 

馬淵逸雄　 ﾏﾌﾞﾁ,ｲﾂｵ 報道戦線　 988 

間宮英宗　 ﾏﾐﾔ,ｴｲｼｭｳ 教学叢書　第３輯〔１〕　隨処真の説 312 

間宮茂輔　 ﾏﾐﾔ,ﾓｽｹ 珊瑚の華　 1522 

丸尾長顕　 ﾏﾙｵ,ﾁｮｳｹﾝ 青年川原大尉　 647 

丸山国雄　 ﾏﾙﾔﾏ,ｸﾆｵ 現代日本外交史　 811 

丸山義雄　 ﾏﾙﾔﾏ,ﾖｼｵ 国際秘密戦と防諜　 917 

滿洲帝国政府　 ﾏﾝｼｭｳ ﾃｲｺｸ ｾｲﾌ 躍進国都　 735 

滿洲日日新聞社　 ﾏﾝｼｭｳ ﾆﾁﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 蒙古読本　 488 

満州国政府　 ﾏﾝｼｭｳｺｸ ｾｲﾌ Ｔ ＨＥ　ＭＡＮＣＨＯＵＫＵＯ　ＡＲＭＹ　ＡＮＤ　ＮＡＶＹ　 989 

ミ 三浦悦郎　 ﾐｳﾗ,ｴﾂﾛｳ 滿洲移住読本　 844 

三浦新一郎　 ﾐｳﾗ,ｼﾝｲﾁﾛｳ 帰順兵記新しき旗　 1523 

三浦辰次　 ﾐｳﾗ,ﾀﾂｼﾞ 空襲荒鷲部隊　 228 

三浦藤作　 ﾐｳﾗ,ﾄｳｻｸ 大伴部博麻　 69 

三浦藤作　 ﾐｳﾗ,ﾄｳｻｸ 国民精神総動員原義　 918 

三浦藤作　 ﾐｳﾗ,ﾄｳｻｸ 青少年学徒ニ賜ハリタル勅語謹解　 461 

三笠保存会　 ﾐｶｻ ﾎｿﾞﾝｶｲ 大日本海戦史談　 1048 

三上卯之介　 ﾐｶﾐ,ｳﾉｽｹ 陣中漫画・スケッチ甕風呂　 1201 

三上紫郎　 ﾐｶﾐ,ｼﾛｳ 間諜帝都に迫る　 229 

美川重夫　他 ﾐｶﾜ,ｼｹﾞｵ 畜産　 1183 

三島章道　 ﾐｼﾏ,ｼｮｳﾄﾞｳ 伊太利は奮起した　 543 

三島康夫　 ﾐｼﾏ,ﾔｽｵ 支那事変の本質と見透し　 990 

水島周平　 ﾐｽﾞｼﾏ,ｼｭｳﾍｲ 我等の少年戦車兵　 1014 

水谷まさる　 ﾐｽﾞﾀﾆ,ﾏｻﾙ 美談教室　二年生 237 

水谷まさる　 ﾐｽﾞﾀﾆ,ﾏｻﾙ 美談教室　三年生 238 

水谷まさる　 ﾐｽﾞﾀﾆ,ﾏｻﾙ 美談教室　四年生 239 

水野武夫　 ﾐｽﾞﾉ,ﾀｹｵ 日本及び日本人のために　 1383 

三谷節次　 ﾐﾀﾆ,ｾﾂｼﾞ 防諜劇名作選　 1251 

満田巌　 ﾐﾂﾀﾞ,ｲﾜｵ 昭和風雲録　 462 

美土路昌一　 ﾐﾄﾞﾛ,ｼｮｳｲﾁ 朝日常識講座　第二　第３巻　社会と新聞 300 

南達彦　 ﾐﾅﾐ,ﾀﾂﾋｺ 大和一家物語　 1357 

南平八郎　 ﾐﾅﾐ,ﾍｲﾊﾁﾛｳ 日章旗南方に翻へり　 991 

南洋一郎　 ﾐﾅﾐ,ﾖｳｲﾁﾛｳ 鬪ふ少年飛行兵　 230 

南洋一郎　 ﾐﾅﾐ,ﾖｳｲﾁﾛｳ ベンガル湾の巌牢　 231 

南洋一郎　 ﾐﾅﾐ,ﾖｳｲﾁﾛｳ 南十字星の下に　 232 

南洋一郎　 ﾐﾅﾐ,ﾖｳｲﾁﾛｳ ルックネル艦長　 233 

南大路謙一　 ﾐﾅﾐｵｵｼﾞ,ｹﾝｲﾁ ドイツの青年宿泊所に就て　 866 

南沢十七　 ﾐﾅﾐｻﾞﾜ,ｼﾞｭｳｼﾁ 海底黒人　 234 

三村起一　 ﾐﾑﾗ,ｷｲﾁ 産業戦士の心構へ　 1099 
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宮操子　 ﾐﾔ,ﾐｻｺ 戦野に舞ふ　 1524 

宮井佳夫　 ﾐﾔｲ,ﾖｼｵ 軍馬と火戦　 1525 

宮入慶之助　 ﾐﾔｲﾘ,ｹｲﾉｽｹ 教学叢書　第７輯〔３〕　日本人の栄養のために 327 

三宅俊夫　 ﾐﾔｹ,ﾄｼｵ 太平洋海戦二万キロ　 1526 

宮崎靖　 ﾐﾔｻﾞｷ,ﾔｽｼ 新撰学校劇集　 1207 

宮沢英心　 ﾐﾔｻﾞﾜ,ｴｲｼﾝ 譽の家に　 904 

宮下正美　 ﾐﾔｼﾀ,ﾏｻﾐ フィリッピン物語　 235 

宮瀬睦夫　 ﾐﾔｾ,ﾑﾂｵ 海の守護神菅源三郎　 649 

宮村文雄　 ﾐﾔﾑﾗ,ﾌﾐｵ 従軍珊瑚海々戦　 1527 

宮本武之輔　 ﾐﾔﾓﾄ,ﾀｹﾉｽｹ 新技術者精神　 1077 

宮本守雄　 ﾐﾔﾓﾄ,ﾓﾘｵ 勝利への道　 867 

宮脇紀雄　 ﾐﾔﾜｷ,ﾉﾘｵ 力ある子　 236 

Ｆ．Ｌ．ミュドルハムメル　 ﾐｭﾄﾞﾙﾊﾑﾒﾙ,F L ソ聯極東軍は何を狙ってゐる？暴かれた赤軍公文書　 549 

ミュリタテュリ　 ﾐｭﾘﾀﾃｭﾘ 蘭印に正義を叫ぶマックス・ハ－フェラ－ル　 692 

三好清司　 ﾐﾖｼ,ｾｲｼﾞ 産業指導読本勤労青少年の勝利　 1100 

三輪田元道　 ﾐﾜﾀ,ｹﾞﾝﾄﾞｳ やまとをみな　 430 

ム 武者小路実篤　 ﾑｼｬﾉｺｳｼﾞ,ｻﾈｱﾂ 楠木正成　 1252 

武者小路実篤　 ﾑｼｬﾉｺｳｼﾞ,ｻﾈｱﾂ 大東亜戦争私感　 1384 

武藤貞一　 ﾑﾄｳ,ﾃｲｲﾁ 皇民の書　 378 

武藤貞一　 ﾑﾄｳ,ﾃｲｲﾁ 日支事変と次に來るもの　 905 

武藤貞一　 ﾑﾄｳ,ﾃｲｲﾁ 日本刀　 906 

棟田博　 ﾑﾈﾀ,ﾋﾛｼ 赤柴部隊　 1528 

棟田博　 ﾑﾈﾀ,ﾋﾛｼ 軍神加藤少将　 644 

棟田博　 ﾑﾈﾀ,ﾋﾛｼ 北支戦線赤柴部隊分隊長の手記　 1529 

村岡花子　他 ﾑﾗｵｶ,ﾊﾅｺ 母の愛行　 1530 

村岡花子　 ﾑﾗｵｶ,ﾊﾅｺ 母心随想　 1385 

村上莞爾　 ﾑﾗｶﾐ,ｶﾝｼﾞ 日本人の海外発展　 243 

村上元三　 ﾑﾗｶﾐ,ｹﾞﾝｿﾞｳ 北海に叫ぶ　 1358 

村上知行　 ﾑﾗｶﾐ,ﾄﾓﾕｷ 大陸　 1386 

村上寛　 ﾑﾗｶﾐ,ﾋﾛｼ 母ごころ　 1359 

村上勇次郎　 ﾑﾗｶﾐ,ﾕｳｼﾞﾛｳ 風洞の話　 1127 

村田皎三　 ﾑﾗﾀ,ｺｳｿﾞｳ 機械化兵器　 1141 

村田亨　 ﾑﾗﾀ,ﾄｵﾙ 特別攻撃隊軍神岩佐中佐物語　 31 

室賀信夫　 ﾑﾛｶﾞ,ﾉﾌﾞｵ 英国の東亜據点シンガポ－ル　 512 

室伏高信　 ﾑﾛﾌﾞｾ,ｺｳｼﾝ 新青年の書　 431 

室伏高信　 ﾑﾛﾌﾞｾ,ｺｳｼﾝ 新体制講話　 773 

室伏高信　 ﾑﾛﾌﾞｾ,ｺｳｼﾝ 日本豫言　 748 

室伏高信　 ﾑﾛﾌﾞｾ,ｺｳｼﾝ 和平を語る　 778 

メ Ｈ ．メッフェルト　 ﾒｯﾌｪﾙﾄ,ﾊﾝｽ 急降下爆撃隊　 1559 

モ 望月茂　 ﾓﾁｽﾞｷ,ｼｹﾞﾙ 佐久良東雄　 664 

百々已之助　 ﾓﾓ,ﾐﾉｽｹ ナチス独逸を動かす人々　 625 

百田宗治　 ﾓﾓﾀ,ｿｳｼﾞ 歴史　 244 

森伊佐雄　 ﾓﾘ,ｲｻｵ 応召兵　 1531 

森九又　 ﾓﾘ,ｸﾏﾀ 翼賛一路　 1360 

森英夫　 ﾓﾘ,ﾋﾃﾞｵ 光ある道　 1361 

森三千代　 ﾓﾘ,ﾐﾁﾖ 南溟　 1362 

森川賢司　 ﾓﾘｶﾜ,ｹﾝｼﾞ 兵隊先生　 1363 

森崎善一　 ﾓﾘｻｷ,ｾﾞﾝｲﾁ 御奉公　 379 

森崎善一　 ﾓﾘｻｷ,ｾﾞﾝｲﾁ 学べ！独逸国民生活　 540 

森田俊彦　 ﾓﾘﾀ,ﾄｼﾋｺ 陸上戦技　 1209 

森田松子　 ﾓﾘﾀ,ﾏﾂｺ 愛の進軍　 1532 
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森本二泉　 ﾓﾘﾓﾄ,ﾆｾﾝ 手技錬成防空戦と兵器の作り方　 245 

森谷秀亮　 ﾓﾘﾔ,ﾋﾃﾞｽｹ 開国より維新へ　 463 

文部省　 ﾓﾝﾌﾞｼｮｳ 道府縣国民精神總動員實施状況　 919 

文部省青年教育振興会　 ﾓﾝﾌﾞｼｮｳ ｾｲﾈﾝ ｷｮｳｲｸ ｼﾝｺｳｶｲ 我等の青年学校経営　 854 

ヤ 矢儀万喜多　 ﾔｷﾞ,ﾏｷﾀ 青年日露戦史　 992 

矢木沢健　 ﾔｷﾞｻﾜ,ｹﾝ 殉職記録赤十字旗　 1533 

矢木沢健　 ﾔｷﾞｻﾜ,ｹﾝ 南進の旗　 1364 

矢沢邦彦　 ﾔｻﾞﾜ,ｸﾆﾋｺ 興亜少年　 246 

安井洋　 ﾔｽｲ,ﾌｶｼ 戦時結婚教程　 853 

安田貞雄　 ﾔｽﾀﾞ,ｻﾀﾞｵ 戦友記　 1365 

矢田挿雲　 ﾔﾀﾞ,ｿｳｳﾝ 征夷と勤皇の武将　 464 

耶止説夫　 ﾔﾄﾒ,ｾﾂｵ 長崎丸船長　 1534 

柳田国男　 ﾔﾅｷﾞﾀ,ｸﾆｵ 朝日常識講座　第６巻　都市と農村 293 

矢野栄太郎　 ﾔﾉ,ｴｲﾀﾛｳ 我が国土　 247 

山内大蔵　他 ﾔﾏｳﾁ,ﾀｲｿﾞｳ 海軍辞典　 1049 

山浦貫一　 ﾔﾏｳﾗ,ｶﾝｲﾁ 近衞時代の人物　 622 

山岡荘八　 ﾔﾏｵｶ,ｿｳﾊﾁ 御盾　 1366 

山岡荘八　 ﾔﾏｵｶ,ｿｳﾊﾁ 空の艦長　 248 

山口季信　 ﾔﾏｸﾞﾁ,ｽｴﾉﾌﾞ 火線を征く　 1535 

山口徹　 ﾔﾏｸﾞﾁ,ﾄｵﾙ 実話防諜訓　 920 

山口真臣　 ﾔﾏｸﾞﾁ,ﾏｻｵﾐ 天祖高天原御神蹟考　 445 

山口保治　 ﾔﾏｸﾞﾁ,ﾔｽｼﾞ 国民学校と家庭に於ける聴覚訓練　 859 

山崎英一　 ﾔﾏｻﾞｷ,ｴｲｲﾁ 増産進軍　 1536 

山崎延吉　 ﾔﾏｻﾞｷ,ｴﾝｷﾁ 現代生活叢書　第１０輯　我をして町村長たらしめば 349 

山崎延吉　 ﾔﾏｻﾞｷ,ｴﾝｷﾁ 興亞農民読本　 1155 

山崎謙太　 ﾔﾏｻﾞｷ,ｹﾝﾀ ハワイ・マレ－沖海戦　 1367 

山崎好雄　 ﾔﾏｻﾞｷ,ﾖｼｵ グライダ－の話　 1128 

山下邦雄　 ﾔﾏｼﾀ,ｸﾆｵ 武人の典型飯塚部隊長の学生時代　 632 

山田毅一　 ﾔﾏﾀﾞ,ｷｲﾁ 大南洋の全貌　 736 

山田真雄　 ﾔﾏﾀﾞ,ﾀﾀﾞｵ たましひをきたへる少国民の戦陣訓　 249 

山田忍三　 ﾔﾏﾀﾞ,ﾆﾝｿﾞｳ 頑張る力　 432 

山田忍三　 ﾔﾏﾀﾞ,ﾆﾝｿﾞｳ 南進第一歩　 737 

山田美妙　 ﾔﾏﾀﾞ,ﾋﾞﾐｮｳ アギナルド将軍　 630 

山田浩　 ﾔﾏﾀﾞ,ﾋﾛｼ 翼の門　 1368 

山田孝雄　 ﾔﾏﾀﾞ,ﾖｼｵ 神道思想史　 436 

山田わか　 ﾔﾏﾀﾞ,ﾜｶ 戦火の世界一周記　 1537 

山中峯太郎　 ﾔﾏﾅｶ,ﾐﾈﾀﾛｳ 孤島の冒険王　 250 

山中峯太郎　 ﾔﾏﾅｶ,ﾐﾈﾀﾛｳ 新中国の大指導者汪精衞　 639 

山中峯太郎　 ﾔﾏﾅｶ,ﾐﾈﾀﾛｳ 大東亜少年軍　 251 

山中峯太郎　 ﾔﾏﾅｶ,ﾐﾈﾀﾛｳ 東郷平八郎　 161 

山中峯太郎　 ﾔﾏﾅｶ,ﾐﾈﾀﾛｳ 東條首相声明録　 755 

山中峯太郎　 ﾔﾏﾅｶ,ﾐﾈﾀﾛｳ 謎の機械化兵団　 252 

山中峯太郎　 ﾔﾏﾅｶ,ﾐﾈﾀﾛｳ 日本的人間　 380 

山中峯太郎　 ﾔﾏﾅｶ,ﾐﾈﾀﾛｳ 乃木希典　 188 

山中峯太郎　 ﾔﾏﾅｶ,ﾐﾈﾀﾛｳ 日出づる国の子　 253 

山中峯太郎　 ﾔﾏﾅｶ,ﾐﾈﾀﾛｳ 星の生徒　 254 

山本元帥編纂会　 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｽｲ ﾍﾝｻﾝｶｲ 噫山本元帥　 720 

山本和夫　 ﾔﾏﾓﾄ,ｶｽﾞｵ パンポン高地　 255 

山本勝市　 ﾔﾏﾓﾄ,ｶﾂｲﾁ 教学叢書　第２輯〔３〕　思想国防 310 

山本実彦　 ﾔﾏﾓﾄ,ｻﾈﾋｺ 渦まく支那　 1538 

山本実彦　 ﾔﾏﾓﾄ,ｻﾈﾋｺ 新歐羅巴の誕生　 1539 

164




編著者名 編著者名ヨミ 書名　巻次 項番

山本地栄　 ﾔﾏﾓﾄ,ﾁｴ 江田島第一報　 1050 

山本地栄　 ﾔﾏﾓﾄ,ﾁｴ 世界の翼　 1061 

山本初太郎　 ﾔﾏﾓﾄ,ﾊﾂﾀﾛｳ 隣組魂　 785 

山本久栄　 ﾔﾏﾓﾄ,ﾋｻｴ 現代生活叢書　第１３輯　手軽に出来る美容法 352 

山本浩　 ﾔﾏﾓﾄ,ﾋﾛｼ 獨逸の文化政策　 852 

山本幹夫　 ﾔﾏﾓﾄ,ﾐｷｵ ナチス思想論　 763 

鑓田研一　 ﾔﾘﾀ,ｹﾝｲﾁ 王道の門　 1369 

鑓田研一　 ﾔﾘﾀ,ｹﾝｲﾁ 鏡泊湖　 1370 

ユ 湯浅克衛　 ﾕｱｻ,ｶﾂｴ 鴨緑江　 1371 

湯川弘文社編集部　 ﾕｶﾜ ｺｳﾌﾞﾝｼｬ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ あたらしい・おもしろい新童話　２年生 262 

湯川弘文社編集部　 ﾕｶﾜ ｺｳﾌﾞﾝｼｬ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ あたらしい・おもしろい新童話　５年生 263 

湯川弘文社編集部　 ﾕｶﾜ ｺｳﾌﾞﾝｼｬ ﾍﾝｼｭｳﾌﾞ あたらしい・おもしろい新童話　６年生 264 

湯沢三千男　 ﾕｻﾞﾜ,ﾐﾁｵ 支那に在りて思ふ　 501 

ヨ 横沢千秋　 ﾖｺｻﾞﾜ,ﾁｱｷ 戦ふ天使　 1242 
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