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 資料情報 請求記号

1 ああ満州、戦渦の家族 / 小原定子編著. -- 小原定子, 2002. AEMA/341.3/A1

2
ああわが祖国よ : 国を訴えた中国残留日本人孤児たち / 大久保真紀著. -- 八朔社,
2004.

AECC/341.3/A2

3 青苔乃道 : 歌集 / 沼波万里子著. -- 短歌新聞社, 1999. AEJA/8/A1

4
アジアの夢 / 朝日新聞社著. -- 朝日新聞社, 2006. -- (朝日文庫 . ニッポン人脈記 ;
2).

AA/30/A13

5 あなたは誰ですか : 中国帰国者の日本 / 林郁著. -- 筑摩書房, 1993. AECC/341.3/A3

6
あの空をとべたら : 中国残留孤児 / 椎名龍治作 ; 遠藤てるよ画. -- 岩崎書店, 1983. --
(現代の創作児童文学 ; 3).

AECC/341.3/A1

7 雨ふりお月さん : 中国帰国者たちの教室 / 太田知恵子著. -- 教育史料出版会, 1983. AECC/30/A5

8 鞍山昭和製鋼所 : 満洲製鉄株式会社の興亡 / 友清高志著. -- 徳間書店, 1992. AEMA/669.1/A1

9 生きて帰りたい : 妻たち子たちの「満州」 / 森田尚著. -- 平原社, 2003. AEMA/341.3/I1

10
異国の父母 : 中国残留孤児を育てた養父母の群像 / 浅野慎一, 佟岩著. -- 岩波書
店, 2006.

AECC/341.3/I1

11
移住と適応 : 中国帰国者の適応過程と援助体制に関する研究 / 江畑敬介, 曽文星,
箕口雅博編著. -- 日本評論社, 1996.

AECC/341.3/I2

12 妹 / 小中沢小夜子著 ; 高田三郎画. -- 金の星社, 1980. -- (現代・創作児童文学). AEMA/325.2/I1

13 おとなになる旅 / 澤地久枝著. -- ポプラ社, 1981. -- (ポプラ・ブックス ; 57). AECC/341.3/O1

14 お町さん : 敗戦の安東・サスペンスドキュメント / 長瀬正枝著. -- かのう書房, 1986.11. AEMA/325.2/O1

15 オロチョンの挽歌 : 満鉄厚生船終焉記 / 深瀬信千代著. -- 新明弘社, 1975.10. AEMA/327.5/O1

16 関東軍東寧戦記 / 石門子会, 東寧満鐵会著. -- 足立美津雄, 1995. AEMA/355.42/K1

17 関東軍と極東ソ連軍 : ある対ソ情報参謀の覚書 / 林三郎著. -- 芙容書房, 1974. EERU/355/K1

18 関東軍敗亡記 / 小松茂朗著. -- 図書出版社, 1987. AEMA/341.3/K3

19
帰国孤児とその家族のための生活指導の手引 / 厚生省援護局庶務課 [編]. -- 厚生
省援護局庶務課, 1987.

AECC/341.3/K2

20 北に吹く風 : 「満州難民」の街から / 坂本竜彦, 坂本三奈子著. -- すずさわ書店, 1987. AECC/341.3/K4

21
棄民のゆくえ : 中国残留帰国者への戦後処理問題と戦争責任 / 新井利男, 安藤鉄雄
編. -- 第2版. -- おてんてん文庫, 1990. -- (伝書鳩通信別冊 ; 6).

AEMA/341.3/K2

22 旧満州幻の国の子どもたち / 菅原幸助著. -- 有斐閣, 1986. -- (有斐閣選書). AECC/341.3/K3

23
共生から敵対へ : 第4回日中関係史国際シンポジウム論文集 / 衞藤瀋吉編. -- 東方
書店, 2000.8.

AECC/327/K2

24 群衆と共に / 山口淑子著. -- 山口由紀子, 1998. AEMA/341.3/G1

25
国に棄てられるということ : 「中国残留婦人」はなぜ国を訴えたか / 小川津根子, 石井小
夜子 [共著]. -- 岩波書店, 2005. -- (岩波ブックレット ; No.666).

AEMA/341.3/K1

26 興亞の先驅 / 伊禮肇著. -- 郁文社, 1939. AEMA/325.35/K3

◆中国残留邦人関係資料リスト--庵谷磐氏寄贈等--

アジア経済研究所図書館

☆　本資料リストは、庵谷磐氏寄贈図書179点に、アジア経済研究所図書館が所蔵する図書23点を追加して
　　　作成したものです。

☆ アジア経済研究所図書館で閲覧できます。
　　日本貿易振興機構ビジネスライブラリー、あるいはご所属の大学図書館を通じで取り寄せも可能です。
　　また、一般の方は、お近くの公共図書館でお取り寄せについてご相談いただいても結構です。
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 資料情報 請求記号

27
昿野にかける虹 : ある満蒙開拓青少年義勇軍の物語 / 山田健二著. -- 草加幼稚園,
1968.

AEMA/631.6/K1

28 曠野の青春 / 古田耕三著 ; 古田耕三遺稿刊行会編集. -- 古田みつ子, 1979. AEMA/327.5/K2
29 コスモスの詩 : 松花江にときは流れて / 石井克則著. -- みずち書房, 1984. AEMA/341.3/K5

30
国境を越える子どもたち : “引揚げ"の親と子の記録 / 善元幸夫, 押村敬子編著. -- 社
会評論社, 1986.

AEMA/341.3/K4

31 これでいいのか中国帰国者 : 異文化不適応症候群 / 櫻井尚著. -- [櫻井尚], 1987. AECC/30/K8

32 在外邦人引揚の記録 : この祖国への切なる慕情. -- 毎日新聞社, 1970. AEMA/325.2/Z1

33 再会への道 : 中国残留孤児の記録part2 / 浜口タカシ撮影. -- 朝日新聞社, 1983. AECC/341.3/S9

34 最後のお召し列車 / 井上文雄著. -- [井上文雄], 2001. AEMA/385/S1

35 最後の満洲 : 錦州終戦前後. -- 錦州会, 1979.8. AEMA/327.5/S3

36 朔風挑戦三十年 / 久野健太郎著. -- 謙光社, 1985.7. AEJA/92/Ku2

37
桜を恋う人 : 二つの祖国に生きて / 渡辺一枝著 ; 孫俊然原著. -- 情報センター出版局,
1990.

AEMA/325.2/S6

38 殺戮の草原 : 満州・葛根廟事件の証言 / 大櫛戊辰著. -- 東葛商工新聞社, 1976. AEMA/341.3/S6

39
されど故郷忘じがたく : オロチョン族と生きる日本人・岩間典夫 / 坂本龍彦著. -- 主婦の
友社, 1988.

AEMA/325.2/S7

40
37年目の再会 / 浜口タカシ撮影 ; 朝日新聞社編. -- 朝日新聞社, 1982. -- (中国残
留孤児の記録 ; [part1]).

AECC/341.3/S10

41 参謀本部の暴れ者 : 陸軍参謀朝枝繁春 / 三根生久大著. -- 文藝春秋, 1992. AA/327.5/S3

42
残留日本人への旅 : 40年目の「満州」 / 坂本竜彦著. -- 朝日イブニングニュース社,
1986.

AECC/341.3/Z1

43 残留・病死・不明 : 中国残留婦人たちは､いま… / 片岡稔恵著. -- あすなろ社, 1993.10. Ja/327.5/K18

44
じいちゃんは引き揚げ少年だった / 坂本龍彦著. -- 岩波書店, 1999. -- (岩波ジュニア新
書 ; 320).

AEMA/325.2/J1

45
七人の遺髪 : ソ満国境の開拓団より逃れて / 近藤かつみ著 ; 三浦克子編. -- 揺籃社,
1986.

AEMA/341.3/S7

46 死の逃避行 : 満州開拓団27万人 / 合田一道著. -- 富士書苑, 1978. AEMA/325.2/S4

47
シベリアの生と死 : 歴史の中の抑留者 / 坂本龍彦著. -- 岩波書店, 1993. -- (同時代
ライブラリー ; 153).

EEUR/327.5/S3

48
下伊那のなかの満州 : 聞きとり報告集 / 満蒙開拓を語りつぐ会編 ; 1、2、6. -- 飯田市
地域史研究事業準備室, 2003.　（8冊）

AEMA/631.6/S1

49 シャオハイの満洲 / 江成常夫著. -- 集英社, 1984. AECC/341.3/S6

50 シャオハイの満洲 / 江成常夫著. -- 新潮社, 1988. -- (新潮文庫). AECC/341.3/S7

51 証言 : 満州開拓団死の逃避行 / 合田一道著. -- 富士書苑, 1978. AEMA/325.2/S8

52
証言冷たい祖国 : 国を被告とする中国残留帰国孤児たち / 坂本龍彦著. -- 岩波書店,
2003.

AECC/341.3/S11

53 小説・満州移民団 / 満洲太郎著. -- 銀河書房, 1983. AEMA/631.6/S2

54 少年の見た満洲 / 米田洋著. -- 近代文芸社, 1995. AEMA/325.2/S5

55 小蓮の恋人 : 新日本人としての残留孤児二世 / 井田真木子著. -- 文芸春秋, 1992. AECC/341.3/S18

56 庶民たちの八・一五 : ああ、敗戦日本 / 久保田勲著. -- 共同文化社, 1999. AECC/341.3/S5

57
侵略の証言 : 中国における日本人戦犯自筆供述書 / 新井利男, 藤原彰編. -- 岩波書
店, 1999.8.

AEMA/341.3/S1

58
捨てられた。生き延びた。負けてたまるか! : 戦争孤児の肉親探し四半世紀のあゆみ / 竹
川英幸著. -- 碧天舎, 2002.

AECC/341.3/S13
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 資料情報 請求記号

59
絶望の移民史 : 満州へ送られた「被差別部落」の記録 / 高橋幸春著. -- 毎日新聞社,
1995.

AEMA/325.35/Z1

60
一九四五年慟哭の満州 : 日本人孤児からの手紙 / 橋本カツ子訳・編. -- 太平出版
社, 1978. -- (シリーズ・戦争の証言 ; 20).

AECC/341.3/S17

61
一九四五年満州進軍 : 日ソ戦と毛沢東の戦略 / 徐焔著 ; 朱建栄訳. -- 三五館,
1993.8.

Ja/355.4/X1

62 潜行三十年 / 譚覚真著. -- 文言社, 1977. AECC/327/S27

63 曽おばさんの海 / 班忠義著. -- 朝日新聞社, 1992. AECC/341.3/S12

64
早期解決への道 / 中国残留孤児問題早期解決の集い実行委員会 [編]. -- 成田安
正, 1984.

AECC/341.3/S16

65 蒼空と草原 : 殺戮の草原 葛根廟巡礼記 / 大櫛戊辰[著]. -- 崙書房出版, 1996. AECC/341.3/S15

66 祖国 : 孤児一家の春夏秋冬 / 山陽新聞社編. -- 山陽新聞社, 1990. AECC/341.3/S14

67
祖国に生きる : 中国残留孤児帰国者自立生活の記録 / 浜口タカシ撮影取材 ; 朝日新
聞出版サービス編. -- 中国残留孤児援護基金, 1998.

AEMA/30/S1

68 祖国復帰へのあゆみ / 大迫正晴, 小川一幸著. -- 中国帰国者問題研究会, 1990. AEMA/30/S2

69 祖国まで : 岩間典夫の半世紀 / 坂本龍彦著. -- 恒文社, 1997. AEMA/325.2/S9

70
祖国よ : 「中国残留婦人」の半世紀 / 小川津根子著. -- 岩波書店, 1995. -- (岩波新
書 ; 新赤版 386).

AEMA/341.3/S5

71 祖国よ母よ : 中国残留日本人孤児の記録 / 浜口タカシ著. -- 神奈川新聞社, 1986. AECC/341.3/S8

72
大栗子のすずらん : ある小学生の満州引揚記 / 和田紀久恵著. -- 日中孤児センター,
1983.

AECC/341.3/T4

73 大河流れゆく : アムール史想行 / 林郁著. -- 朝日新聞社, 1988. AEMA/327.5/T2

74 太子河 : 満州本溪湖100年の流れ / 本溪湖会「太子河」編集委員会編. -- 本溪湖会. Ja/327/Ho12

75 大昭記 : 凡人にこそ波乱あり / 伊藤五助著. -- 伊藤トキ, 2000.1. AEMA/92/It1

76
大地のアルバム : ある中国残留日本人家族 / 法村博人[ほか]著. -- 社会思想社,
1995.

AECC/341.3/D1

77 大地の風 : 女が辿った敗戦 : 満洲の彷徨 / 玉田澄子著. -- ハート出版, 1991. AEMA/341.3/D1

78 大陸の花嫁 / 井筒紀久枝著. -- 岩波書店, 2004. -- (岩波現代文庫 ; 社会 ; 87). AECC/341.3/T5

79
大陸の花嫁 : 「満州」に送られた女たち / 陳野守正著. -- 梨の木舎, 1992. -- (教科書
に書かれなかった戦争 / アジアの女たちの会, 8.15とアジアグループ(アジア文化フォーラ
ム)編 ; Part 12).

AECC/341.3/T3

80 大連の日本人引揚の記録 / 石堂清倫著. -- 青木書店, 1997.4. Ja/341.3/D1001

81 台湾朝鮮満州日本の植民地の真実 / 黄文雄著. -- 扶桑社, 2003. AE/325.35/T5

82 ダワイ!ダワイ! : 生きる誇りを奪われて / 松本悦子著. -- 松本悦子, 1992. AEMA/327.5/D1

83 小さな引揚者 : 写真集 / 飯山達雄写真・文. -- 草土文化, 1985. AECC/341.3/C7
84 近くて遠い祖国 / 班忠義著. -- ゆまに書房, 1996. AECC/341.3/C16
85 血が呼んだ祖国 : 中国残留孤児という名の亡命者 / 椎名龍治著. -- 日中出版, 1984. AECC/341.3/C12

86 父よ母よわが祖国よ : 中国残留孤児の手紙 / 山村文子ほか編. -- 朝日新聞社, 1981. AECC/341.3/C14

87 卡子(チャーズ)の検証 / 遠藤誉著. -- 明石書店, 1997. AECC/341.3/C3

88 中国帰国者援護関係資料集. -- 大阪府民生部福祉課, 1984. AECC/30/C51

89 中国帰国者関係法令通知集. -- 東京都社会福祉協議会, 1986. AECC/30/C50

90
中国帰国者定住化促進の課題と対策. -- 全国社会福祉協議会中国帰国者定住化対
策委員会, 1981.

AECC/30/C53

91 中国帰国者等援護関係法令・通知集. -- 大阪府民生部福祉課, 1984. AECC/30/C52
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 資料情報 請求記号

92
中国帰国者とその家族のための身元引受けの手引 / 厚生省社会・援護局援護企画課
中国孤児等対策室 [編]. -- 厚生省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室,
1995.

AECC/341.3/C11

93
中国帰国者二世・三世 : 中国と日本のはざまで / 筑波大学社会学研究室 [編]. -- 筑
波大学社会学研究室, 1996. -- (筑波大学社会学類調査報告 ; 1995年度).

AEMA/30/C3

94
中国帰国者の子どもの声なき声から学ぶ : 国際理解セミナー講演録. -- とよなか国際交
流協会, 1998.

AEMA/30/C2

95
「中国帰国者」の社会的適応と共生に関する総合的研究 : 「中国帰国者」は国民国家を
超えるか / 蘭信三研究代表. -- [蘭信三], 2003.

AEMA/30/C1

96 中国帰国者問題に関する提言集. -- 大阪府民生部福祉課, 1984. AECC/341.3/C21

97
中国残留孤児国籍取得1000人達成の記録 / 中国残留孤児国籍取得を支援する会
[編]. -- 中国残留孤児国籍取得を支援する会, 2000.

AEMA/391.3/C1

98 「中国残留孤児」裁判 : 問題だらけの政治解決 / 菅原幸助著. -- 平原社, 2009. AECC/341.3/C19

99 中国残留孤児の軌跡 / 遠藤満雄著. -- 三一書房, 1992. -- (三一新書 ; 1050). AECC/341.3/C9

100
中国残留孤児問題 / 慶應義塾大学法学部政治学科高橋伸夫研究会第3期生編. --
第2版. -- 慶應義塾大学法学部政治学科高橋伸夫研究会第3期生, 2003.

AEMA/341.3/C3

101
中国残留孤児問題 : その問いかけるもの / 中野謙二著. -- 情報企画出版, 1987. --
(ブックス・アイ ; 1).

AECC/341.3/C8

102 中国残留孤児問題の今を考える / 木下貴雄著. -- 鳥影社, 2003. AECC/341.3/C10

103 中国残留日本人 : 「棄民」の経過と、帰国後の苦難 / 大久保真紀著. -- 高文研, 2006. AECC/341.3/C17

104
中国残留日本人孤児 / 大場かをり, 橋本進編. -- 草の根出版会, 1986. -- (母と子でみ
る ; 6).

AECC/341.3/C22

105
中国残留日本人孤児の過去、現在、未来 : 「残留孤児問題」の総括と展望 / 研究代
表者 蘭信三 ; 同上シンポジウム報告書, シンポジウム資料. -- 京都大学国際交流セン
ター蘭研究室, 2004.

AEMA/341.3/C1

106
中国残留日本兵の記録 / 古川万太郎著. -- 岩波書店, 1994. -- (同時代ライブラリー ;
203).

AECC/341.3/C23

107 中国残留婦人交流の会十年のあゆみ. -- 中国残留婦人交流の会, 1999. AEMA/341.3/C4

108
中国残留婦人村上米子さんをむかえて : 私が私らしく生きるために. -- 中国残留婦人を支
えるいっぽの会, 1994.

AEMA/341.3/C2

109
中国残留邦人 : 置き去られた六十余年 / 井出孫六著. -- 岩波書店, 2008. -- (岩波新
書 ; 新赤版 1119).

AECC/341.3/C18

110
中国少年の見た日本軍 : 日本語で綴る10人の証言 / 林懐秋, 石上正夫編. -- 青木書
店, 1985.

AEMA/327.5/C1

111
中国人として育った私 : 解放後のハルビンで / 西条正著. -- 中央公論社, 1978. -- (中
公新書 ; 492).

AECC/341.3/C13

112
中国侵略 / 読売新聞大阪社会部 [著]. -- 角川書店, 1985. -- (角川文庫 . 新聞記者
が語りつぐ戦争 ; 6).

AECC/327.5/C14

113
中国に残された子どもたち : 祖国よ父母よ弟妹よ / 古世古和子著. -- 岩波書店, 1986. -
- (岩波ジュニア新書 ; 110).

AECC/341.3/C20

114 朝陽川・敦化 : 満鉄・吉林鉄道局 : 苦難の回想録 / 海谷利一編. -- 海谷利一, 2003. AEMA/385/A1

115 追跡 : 満州開拓団・幻のノート / 合田一道著. -- 富士書苑, 1978. AEMA/325.2/T2

116 てつやの漫画帖. -- [ちばてつやプロダクション], 2006. AEMA/325.2/T1

117 鐡嶺 / 鉄嶺龍首会編. -- 鉄嶺龍首会, 1977. AEMA/325.2/T3

118
凍土からの声 : 外地引揚者の実体験記 / 浅見淑子, 田沢志な子, 山村文子編. -- 凍
土の会, 1976.

AECC/325.2/T1

119 特集中国残留孤児の叫び : 終わらない戦後. -- 勉誠出版, 2006. -- (アジア遊学 ; No. AECC/341.3/T2
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 資料情報 請求記号

120 流れる星は生きている / 藤原てい著. -- 改版. -- 中央公論社, 1994. -- (中公文庫). AEMA/325.2/N1

121 渚の墓標 / 坂本たか著. -- 坂本たか, 1995. AEMA/341.3/N2

122
肉親捜しの手がかりを求めている中国残留日本人孤児 / 厚生省援護局編 ; その1, その
2, その3. -- 厚生省援護局, 1983.　（3冊）

AECC/341.3/N7

123
「21世紀未来に向けて」 : 中国残留邦人帰国者二世・三世自立生活の記録 / 浜口タカ
シ撮影取材 ; 朝日新聞出版サービス編集・制作. -- 中国残留孤児援護基金, 1999.

AEMA/30/N1

124
日治時期在「滿洲」的台灣人 / 許雪姫訪問. -- : 平装. -- 中央研究院近代史研究所,
2002.3. -- (中央研究院近代 史研究所口述歴史叢書 ; 79).

Ch/325.35/X1001

125
日本軍「山西残留」 : 国共内戦に翻弄された山下少尉の戦後 / 米濱泰英著. -- オーラ
ル・ヒストリー企画, 2008.

AECC/327.5/N26

126
日本語学級の子どもたち : 引揚げの子どもが出会う<日本> / 小沢有作編. -- 社会評論
社, 1983.

AECC/341.3/N11

127 「日本人になれない」中国孤児 : 官僚と帰国者たち / 菅原幸助著. -- 洋泉社, 1989. AECC/341.3/N10

128
日本の国籍を下さい / 菅原幸助著 ; 神奈川中国帰国者福祉援護協会編. -- 三一書
房, 1998.

AECC/341.3/N9

129
入郷隨俗 : 中国帰国者の日本社会への適応をめざして / 全国社会福祉協議会 異文
化適応教材開発委員会編. -- 全国社会福祉協議会, 1987.

AEMA/341.3/N1

130 残された日本人 / 新井利男著. -- 径書房, 1986. AECC/341.3/N8

131
八路軍の日本兵たち : 延安日本労農学校の記録 / 香川孝志, 前田光繁著. -- サイマ
ル出版社, 1984.

AECC/327.5/H4

132
葉は落ちて根に帰る : 中国の養母と日本人残留孤児の物語 落葉帰根 / 片岡稔恵著.
-- 東洋医学舎, 1995.

AECC/341.3/H6

133
母なればこそ : ドキュメント・戦争の悲劇 / 嶋岡トシイ著. -- 第2版. -- 総合出版販売,
1991.

AECC/341.3/H11

134 はるかなり : ある中国残留孤児の記録 / 吉田比砂子著. -- 小学館, 1987. AECC/341.3/H8

135 遥かなる祖国への道 : 中国残留日本人孤児の叫び / 渡辺珠江著. -- 大阪書籍, 1986. AECC/341.3/H5

136 春美16歳の日本 : 中国残留孤児二世の青春 / 大谷昭宏著. -- 朝日ソノラマ, 1989. AECC/341.3/H10

137 引き裂かれた人生 / 山崎朋子著. -- 文芸春秋, 1987. AECC/341.3/H4

138 避難地図の証言 : 中国残留日本人孤児 / 堀越善作著. -- 佼成出版社, 1986. AECC/341.3/H7

139
悲惨!東安省饒河県の末路 : 饒河県警察官警尉千坂幸雄ペン画絵巻と諸記録. -- 宝
清会事務局, 1989.

AEMA/341.3/H2

140 撫順の空へ還った三尾さん / 小林節子著. -- 第2版. -- 杉並けやき出版, 1999. AECC/327.5/B1

141 阜新終戦誌 / 阜新会広報室編. -- 阜新会, 1981. AEMA/327.5/F1

142
二つの国の狭間で / 中国帰国者支援交流センター編 ; 第1集 - 第5集. -- 中国帰国
者支援交流センター, 2005. -- (中国残留邦人聞き書き集 ; 第1集, 第2集, 第3集, 第4
集, 第5集).

AECC/341.3/F1

143 二つの祖国 : ある中国残留孤児の証言 / 北澤博史文と絵. -- 夢工房, 2002. AECC/325.35/F1

144
二つの祖国 : 中国残留日本人孤児の記録 / 浜口タカシ撮影 ; 神奈川新聞社編. --
神奈川新聞社, 1985.

AECC/341.3/F3

145
二つの祖国をもつ私 : ハルビンから帰って十五年 / 西条正著. -- 中央公論社, 1980. --
(中公新書 ; 584).

AECC/341.3/F2

146 父母の国よ : 中国残留孤児たちはいま / 鈴木賢士写真・文. -- 大月書店, 2005. AECC/341.3/C15

147 北京の三十年 / 近藤妙子著. -- 新潮社, 1984. AECC/008/P4

148 黄花菜よ、いま再び / 善元幸夫著. -- 筑摩書房, 1987. AECC/341.3/H9

149 望郷 : 皇軍兵士いまだ帰還せず / 三留理男著. -- ミリオン出版, 2005. AA/327.5/B2

150 朋友 : 10周年記念誌. -- 高知県未帰還者等援護対策促進協議会, 1983. AECC/30/P4

151 北斗星下の流浪 / 石黒恵智著. -- 謙光社, 1975. AEMA/92/Is2
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 資料情報 請求記号

152
ぼく日本人なの? : 中国帰りの友だちはいま-- / 手島悠介文 ; 遠藤てるよ絵. -- ほるぷ出
版, 1983. -- (ほるぷ幼年文庫).

AECC/341.3/B2

153
ボクの満州 : 漫画家たちの敗戦体験 / 赤塚不二夫 [ほか] 著 ; 中国引揚げ漫画家の
会編. -- 亜紀書房, 1995.

AEMA/325.2/B1

154 ぼくの満洲 : マンガ / 森田拳次著 ; 上巻, 下巻. -- あゆみ出版, 1999. AEMA/325.2/B2

155
ぼく、半分日本人 : 父さんは中国残留孤児 / 中繁彦作 ; 北島新平絵. -- 岩崎書店,
1995. -- (創作児童文学館 ; 12).

AECC/341.3/B1

156 ホロンバイルは遠かった / 小原昭著. -- 青磁社, 1984. AEMA/325.2/H1

157
媽媽わたしは生きている : 中国残留孤児・残留婦人激動の四十年 / 岡庭昇, 真野貢一
著. -- 毎日新聞社, 1985.

AECC/341.3/M3

158 孫に語り伝える「満州」 / 坂本龍彦著. -- 岩波書店, 1998. -- (岩波ジュニア新書 ; 296). AECC/341.3/M5

159 麻山事件 : 満洲の野に婦女子四百余名自決す / 中村雪子著. -- 草思社, 1983. AECC/341.3/M4

160
まだ見ぬ肉親を求めて : 身元未判明中国残留日本人孤児名鑑 / 厚生省援護局編 ;
[本編], 追録, 追録その2. -- 厚生省援護局, 1987.

AEMA/341.3/M1

161
まだ見ぬ肉親を求めて : 身元未判明中国残留日本人孤児名鑑 / 厚生省社会・援護局
編. -- 改訂版. -- 厚生省社会・援護局, 1995.

AEMA/341.3/M5

162 幻の国策会社東洋拓殖 / 大河内一雄著. -- 日本経済新聞社, 1982.11. AEJA/658.114/M1

163 幻の満洲柏崎村 / 深田信四郎著. -- [出版者不明], 1982. AEMA/325.2/M10

164 満州安寧飯店 : 昭和二十年八月十五日日本の敗戦 / 岡田和裕著. -- 光人社, 1995. AEMA/325.2/M6

165
満州国に生まれて : 美千子(メイチェンズ)一歳の終戦 / 植村美千子著. -- 勁草書房,
1994.

AECC/341.3/M7

166 満州女塾 / 杉山春著. -- 新潮社, 1996. AEMA/325.2/M8

167 満洲開拓少年義勇軍 / 山田健二著. -- 草加幼稚園出版部, 1967. AEMA/631.6/M1

168
満州棄民 : 孤児たちの"戦後"いまだ終らず / 三留理男著. -- 東京書籍, 1988.8. -- (日
本への遠い道 / 三留理男著 ; 第2部).

Ja/325.1/M25

169 満洲、少国民の戦記 / 藤原作弥著. -- 社会思想社, 1995. -- (現代教養文庫 ; 1561). AEMA/92/Fu1

170 満州走馬燈 : きよしのメモリーマップ / 小宮清著. -- ワールドフォトプレス, 1982. AEMA/325.2/M7

171
満州・その幻の国ゆえに : 中国残留妻と孤児の記録 / 林郁著. -- 筑摩書房, 1986. --
(ちくま文庫).

AECC/341.3/M8

172
満洲､チャーズの悲劇 : 飢餓地獄を生き延びた家族の記録 / 浜朝子, 福渡千代著. --
明石書店, 1996.3.

Ja/325.1/M1001

173 満州・佳木斯 / 重岡良之祐編集. -- 重岡良之祐, 1999. AEMA/301.22/M1

174
満洲(中国東北地区)と残留同胞孤児の記録 : 写真と資料 / 国勢研究所戦後処理問
題調査会編. -- 国勢研究所, 1983.5.

AEMA/325.35/M2

175 満洲に消えた分村 : 秩父・中川村開拓団顛末記 / 山川暁著. -- 草思社, 1995. AEMA/341.3/M7

176 満州に残留を命ず / 太田正著. -- 草思社, 1984.7. AEMA/327.5/M9

177 満洲の風 / 藤原作弥著. -- 集英社, 1996. AECC/341.3/M6

178
満州の星くずと散った子供たちの遺書 : 新京敷島地区難民収容所の孤児たち / 増田昭
一文と絵. -- 夢工房, 1998.

AEMA/341.3/M4

179 満州武装移民 / 桑島節郎著. -- 教育社, 1979. -- (教育社歴史新書 . 日本史 ; 129). AEMA/325.35/M19

180 満州武装移民の妻 : 雪椿の生涯 / 角田房子著. -- 徳間書店, 1985. -- (徳間文庫). AEMA/325.2/M9

181 満洲崩壊 : 「大東亜文学」と作家たち / 川村湊著. -- 文藝春秋, 1997. AEKR/325.35/M1

182 満洲有情 : 妻たちの記録 / 満洲大同学院婦人会編. -- 満洲大同学院同窓会, 1980. AEMA/341.3/M6

183 満鉄から西幹鉄道へ / 古口定留子著. -- 近代文芸社, 1993. AECC/341.3/M1

184 満鉄と共に四十年 / 加藤末吉著 ; [正], 続. -- 白木印刷(印刷), 1966. AEMA/92/Ka2

185 満蒙開拓青少年義勇軍 / 上笙一郎著. -- 中央公論社, 1973. -- (中公新書 ; 315). AEMA/325.35/M21
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 資料情報 請求記号

186
満蒙開拓青少年義勇軍 : 教科書が書かない戦争 : 中学生も平和を考える / 伊藤宣正
編. -- 伊藤宣正, 1998.

AEMA/327.5/M4

187
満蒙開拓団 / 読売新聞大阪本社社会部編. -- 読売新聞社, 1984. -- (新聞記者が語
りつぐ戦争 / 読売新聞大阪社会部編 ; 19).

AEMA/341.3/M3

188
満蒙開拓を語りつぐ意義と可能性 : 2007年10月20日飯田シンポジウム報告集 / 蘭信三
編. -- 京都大学国際交流センター, 2008.

AEMA/325.35/M18

189
満蒙の権益と開拓団の悲劇 / 井出孫六 [著]. -- 岩波書店, 1993. -- (岩波ブックレット .
シリーズ日本近代史 ; No.9).

AEMA/325.35/M20

190
道なき帰路 : 中国残留婦人聞き取り記録集 / 中国帰国者の会企画・編集. -- 中国帰
国者の会, 2003.

AEMA/341.3/M2

191 みんな生きてきた / 朝日新聞社編. -- 朝日新聞社, 1995. -- (朝日文庫 . 戦後50年 ; AECC/341.3/M2
192 約束の夏 / 若松みき江著. -- 北海道新聞社, 2005. AEMA/341.3/Y2

193 夕映え / 日高一著. -- 山陽新聞社, 1994. AEMA/341.3/Y1

194
落日の凍土に生きて : 「我是谁 (わたしはだれ) 」中国残留孤児の証言 / 京都「自分史を
書く会」編. -- 文理閣, 2004.

AECC/341.3/R3

195
楽土から奈落へ : 満洲国の終焉と百万同胞引揚げ実録 / 平島敏夫著. -- 講談社,
1972.4.

AEMA/325.2/R1

196
わが青春の大陸長征 : 軍医の人民解放軍従軍記 / 今村匡平著. -- ほおずき書籍,
1985.

AECC/323.2/W2

197 忘れがたく : 中国東北地方 / 山村文子著. -- 山村文子, 2005. AEJA/92/Ya3

198 わたしが生きた「昭和」 / 澤地久枝著. -- 岩波書店, 1995. AECC/327.5/W1

199
私の祖国 : 戦後50年・中国残留孤児の記録 / 浜口タカシ写真・文. -- 中国残留孤児
援護基金, 1995.

AEMA/341.3/W1

200
私は日本人 : 中国残留日本人孤児の記録 / 浜口タカシ著 ; 神奈川新聞社編. -- 神
奈川新聞社, 1986.

AECC/341.3/W1

201 我是日本人 / 朝日新聞残留孤児取材班著. -- 朝日新聞社, 1987. AECC/341.3/W3

202
我是日本人? : 日本語学級の子ども達 / 菊地信夫写真 ; 日本語学級研究会編. -- 実
生出版, 1982.

AECC/341.3/W2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

資料綴 : 北朝鮮孤児関係

新聞資料 : ～昭和56～64　（5冊）

新聞資料 訪日調査 : 4次～15次、16次～19次　（2冊）

訪日(ノート) 1-6：58.04-60.01　（6冊）

中国帰国孤児定着促進センター紀要 / 中国帰国孤児定着促進センター教務課紀要編集委員会 [編
集]. -- 1-2号 (1993-1994).

中国帰国者定着促進センター紀要 / 中国帰国者定着促進センター教務課紀要編集委員会 [編集]. --
3-8号(1995).

宝清会会報 / 宝清会事務局.-- 25-37,39-41号(1987-1994).

就友 : 明るい希望への再出発 / 中国残留孤児の国籍取得を支援する会 [編]. -- 1-19,21-39,41-55,57-
70,72-75号

就籍 : 中国帰国孤児就籍許可申立事件(家庭裁判所審判謄本). -- 私製), 1986-1996（15冊）

資料綴 : 年金関係

◆庵谷氏からご寄贈いただいた以下の資料については、アジア経済研究所図書館で保管しています。
　　閲覧については、下記までお問合せください。
　　　　　　＊ウェブサイト：　http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Faq/country.html
　　　　　　＊Tel：043-299-9716　（図書館レファレンス受付電話）

資料情報
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
劇画「オフィシャル・スパイ・パンドブック」－－スパイの孤児を扱い厚生省より抗議　（漫画アクション. -- 双葉
社 , 昭和57年12月22日号）

第4回土門拳賞受賞　日本人が戦後忘れてきてしまった存在を追う　（毎日グラフ 1985年3月24日号）

曽おばさんの海 : 第7回ノンフィクション朝日ジャ-ナル大賞受賞作一挙掲載.　--　朝日新聞社 , 1992　（朝日
ジャーナル1992年6月30日通刊1751号 臨時増刊 Vol.34 No.23）

授業「親が伝える引揚げの歴史」　（月間私教育  1987年10月）

中国養父母慰問の旅から　（軍縮問題資料 / 宇都宮軍縮研究室 [編].　No. 179）

中国での食習慣の思い出　（回想四野会会報　54号）

旅はるか残留婦人の人々　（ふれあい/日中友好新凍土の会　10・11合併号）

創立十周年記念 : 凍土 -- 凍土の会,.

自然を味わう野草料理

オーラル・ヒストリーの可能性-満州移民体験を中心に　（歴史と民俗 / 神奈川大学日本常民文化研究所.
22号）

中国残留孤児の歳月　（柏樹 = Biota orientalis. -62号）

中国残留婦人　「みなさんのおかげで帰国が実現しました」（通販生活　No. 90, 1990.)

寒風万里　(週刊朝日 1987年6月5日号）

心から「日本に帰ってよかった」と言えるために : 中国「残留孤児」が求めるもの

荒井利男さんを偲ぶ会
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