展示資料リスト

資

料

展

開催期間：

2012 年 2 月1 日（水）〜 3 月29 日（木）
10:00〜18:00（平日、第1・第3土曜日）

開催場所：
アジア経済研究所 図書館1階閲覧室中央

展示物：
山﨑文書の主要文書、関連書籍・写真・パン
フレットなど約200点、および説明パネ ル 等

「山﨑元幹文書と満洲事変」展示資料リスト
＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

戦前に刊行された図書類
1

満州馬賊 / 赤間騎風著. -- 白永社書房, 昭和3.

AEMA/323.1/M2

2

東三省に於ける馬賊. -- 私製.

K-AEMA/355/T2

3

日支兩鐵道の運賃及サーヴイスの比較 / 南滿洲鐵道株式會

K-AEMA/385/N1

社庶務部調査課 [編]. -- 私製.
4

滿蒙ノ鐵道 / 参謀本部. -- 参謀本部, 1930.

Ja/385/Ni4

5

滿洲事變雜録 / [關東軍参謀部編]. -- 關東軍参謀部, 1931.

K-Ja/355.4/N6

6

動く滿蒙 / 松岡洋右著. -- 先進社, 1931.

AEMA/327/U1

7

滿洲事變と國際聯盟との關係 : 附,聯盟理事會の決議案か

Ja/327/Fu3

ら帝國政府の聲明まで / 古垣鐵郎著. -- 外交時報社,
1931.11.
8

満州事変の満州経済に及ぼせる影響 / 経済調査会[編]. --

Ja/33/Ke10

経済調査会, [19--].
9
10

滿蒙の重大化と實力發動 / 細野繁勝著. -- 巧藝社, 1931.7.

Ja/327/Ho1

滿鐵調査月報 / 滿鐵調査課. -- 11卷9號 (昭6.9)-24卷2號

K-PJa/308/Mi10

(昭19.2) = 通巻120號 (昭6.9)-通卷269號 (昭19.1). -- 南滿
洲鐵道, 1931.9-1944.2.
11

滿州事變の正視 / 木下猛著. -- 社會教育協會, 1931.11. --

Ja/327.5/K13

(民衆文庫 ; 第57篇).
12

東亜全局の動揺 : 我が国是と日支露の関係満蒙の現状 / 松

AEMA/327/T1

岡洋右著. -- 先進社, 1931.
13

満洲建國と五省の富源 / 藤曲政吉著. -- 満洲通信社, 1932.

AEMA/32/M1

14

滿洲事變外交史 / 榛原茂樹, 柏正彦著. -- 金港堂書籍,

Ja/327.5/H16

1932.
15

リットン報告書全文解剖 / 神田正雄著. -- 海外社, 1932.

Ja/327/Ka13

16

リットン報告書全文 / 國際聯盟支那調査委員會編 ; 外務省

Ja/327.5/L1

訳. -- 朝日新聞社, 1932.10.
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＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

戦前に刊行された図書類
17

満洲及支那辞典 / 河瀬蘇北編. -- 東方文化協会出版部,

Ja/308/Ma14

1932.
18

滿洲事變勃發一周年 / 日本陸軍第7師團司令部[編]. -- 日本

Ja/327.5/N15

陸軍第7師團司令部, 1932.
19

満洲事変勃発満二年 / 陸軍省編. -- 陸軍省, 1933.

Ja/327.5/N12

20

満州事変勃発満三年 / 陸軍省編. -- [陸軍省], [1934].

Ja/327.5/N13

21

満洲に於ける調査委員會と満鐵 / 南満洲鉄道株式会社總務

K-Ja/327/Mi6

部調査課編, 1933.1. -- (満鐡國聯調査記録 ; 1編).
22

大滿洲國 / 今井豐藏編 ; 上, 下. -- 東亞事局研究會, 1933.3.

Ja/308/To39/1

23

標準満州國地理 / 諏訪徳太郎著. -- 三省堂, 1934.

AEMA/915.18/H1

24

第十四師團満州事變作戰誌 ; 第二巻, 第三巻, 第四巻. -- [出

Ja/355.4/D1/2

版者不明], [1934].
25

第十四師團満州事變作戰誌 ; 第二巻, 第三巻, 第四巻. -- [出

Ja/355.4/D1/3

版者不明], [1934].
26

第十四師團満州事變作戰誌 ; 第二巻, 第三巻, 第四巻. -- [出

Ja/355.4/D1/4

版者不明], [1934].
27

滿洲事變及上海事件關係公表集 / 外務省情報部編. -- [外務

Ja/327/Ni30

省情報部], 1934.
28

滿洲事變と滿鐵 / 南滿洲鐵道株式會社總務部資料課編. --

K-Ja/385/Mi40

南滿洲鐵道株式會社, 1934.12.
29

滿洲事變後の支那學生愛國運動. -- タイムス通信社,

Ja/323.2/M23

1934. -- (國際パンフレット通信 ; 第660冊).
30

九・一八前後 / 村上知行著. -- 福田書房, 1935.5.

Ja/327/Mu5

31

満洲國と協和會 / [満洲評論社編]. -- 満洲評論社, 1935.7.

K-Ja/323.1/K16

32

滿洲と滿鐵 / 南滿洲鐵道株式會社. -- 南滿洲鐵道.

33

滿洲事變滿五年 / [陸軍省編]. -- 陸軍省, 1936.9.

Ja/327.5/N14

34

關東州と附屬地 : 關東局施政概觀. -- 關東局, 1936.10.

K-301
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＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

戦前に刊行された図書類
35

滿洲事變の世界史的意義 / 綾川武治著. -- 大陸國策研究所,
1936.

36

滿洲經濟綜觀 / 南滿洲鐵道株式會社産業部[編]. -- 南滿洲

KAEMA/327.5/M1
K-Ja/33/Mi43

鐵道, 1937.2.
37

滿洲事變竝北鐵接収後に於ける北滿主要都市の經濟的動

K-Ja/33/Mi26

向. -- 哈爾濱鐵路局北滿經濟調査所, 1937.4. -- (北經調査
刊行書 ; 第13號).
38

事変と北支鉄道 / 水谷國一著. -- 満鉄北支事務局,

K-539

1938.7. -- (北支叢書 ; 第1輯).
39

現代支那人物論 / 吉岡文六著. -- 時潮社, 1938.10.

Ja/92/Yo1

40

満鐵の文書 / 松田和夫編. -- 満鐵社員會, 1942.3. -- (滿鐵社

K-Ja/002/Ma1

員會叢書 ; 第56輯).
41

滿洲建國側面史 : 建國十周年記念 / 宮内勇編. -- 新經濟社,

Ja/32/Ma12

1942.
42

滿鐵外史 / 菊池寛. -- 全篇. -- 滿洲新聞社, 1943.8.

AEMA/8/M3

43

大滿洲建國史 / 楳本捨三著. -- 再版. -- 吐風書房, 1944.

AEMA/321/D1

3/20

＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

戦後に刊行された図書類
1

満州事変以後の財政金融史. -- 日本銀行調査局特別調査室,

Ja/332/Ni17

1948.11.
2

敵か味方か : 蒋介石總統の對日言論 / 東亞出版社編譯. --

AECC/327/T22

東亞出版社, 1952. -- (東亞問題史料叢書 ; 1).
3

近代中国史 / ジョルジュ・デュバルビエ著 ; 後藤冨男, 白

AECC/951/K12

鳥芳郎共訳. -- 白水社, 1955. -- (文庫クセジュ ; 173).
4

満州事変前夜 / 日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編

AEJA/952/T3/1

著. -- 朝日新聞社, 1963. -- (太平洋戦争への道 : 開戦外交
史 / 日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 ; 1).
5

満州事変 / 日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著. -

AEJA/952/T3/2

- 朝日新聞社, 1962. -- (太平洋戦争への道 : 開戦外交史 /
日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 ; 2).
6

満鉄 : 日本帝国主義と中国 / 安藤彦太郎[ほか]編. -- 御茶の

Ja/327.2/A1

水書房, 1965.7.
7

満州事変と政策の形成過程 / 緒方貞子著. -- 原書房,

AEJA/952/M1

1966. -- (明治百年史叢書 ; 第12巻).
8

満洲事変 / 小林龍夫, 島田俊彦編集・解説 ; [正], 続. -- みす

Ja/95/Ge2/7

ず書房, 1964.4-1965.7. -- (現代史資料 ; 7).
9

満鉄 / 伊藤武雄 [ほか]編 ; 1. -- みすず書房, 1966. -- (現代

Ja/95/Ge2/31

史資料 ; 31).
10

満鉄 / 伊藤武雄 [ほか]編 ; 2. -- みすず書房, 1966. -- (現代

Ja/95/Ge2/32

史資料 ; 32).
11

満鉄 / 伊藤武雄 [ほか]編 ; 3. -- みすず書房, 1966. -- (現代

Ja/95/Ge2/33

史資料 ; 33).
12

消えた帝国満州 / 山口重次著. -- 毎日新聞社, 1967.2. -- (ア

Ja/951.8/Y1

ジア問題叢書).
13

満洲青年聯盟史 / 満洲青年聯盟史刊行委員会編. -- 原書房,
1968. -- (明治百年史叢書 ; 第51巻).
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K-Ja/325.3/M7

＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

戦後に刊行された図書類
14

在満日系共産主義運動 / 関東憲兵隊司令部編. -- 極東研究

Ja/323.2/N8

所出版会, 1969.8. -- (満洲共産主義運動叢書 ; 3).
15

満鉄興亡史 / 竹森一男著. -- 秋田書店, 1970.

AEMA/385/M1

16

満州事変 / 日本国際政治学会編. -- 日本国際政治学会,

Ja/327.5/N2

1970.12. -- (国際政治 ; 43号).
17

特別集書山崎元幹文庫目録 / 小田原市立図書館編. -- 小田

Ja/017/Od1

原市立図書館, 1971. -- (小田原市立図書館目録シリーズ ;
5).
18

満州事変 : 1905-1932 / 今井清一 [ほか] 著 ; 歴史学研究会

Ja/327.5/R1

編. -- 青木書店, 1971.11. -- (太平洋戦争史 / 歴史学研究会
編 ; 1).
19

満州事変への道 : 幣原外交と田中外交 / 馬場伸也著. -- 中

AEMA/327.5/M6

央公論社, 1972.10. -- (中公新書 ; 302).
20

大正期の急進的自由主義 : 『東洋経済新報』を中心として

Ja/32/In3

/ 井上清, 渡部徹編. -- 東洋経済新報社, 1972. -- (京都大学
人文科学研究所研究報告).
21

日中戦争史 / 秦郁彦著. -- 増補改訂版. -- 河出書房新社,

Ja/327.5/H1

1972.3.
22

満洲事変と満洲青年聯盟 : 満洲建国の裏ばなし / 高須祐三

Ja/327.5/T6

編. -- 満洲青年聯盟懇話会, 1972.
23

旧植民地関係機関刊行物総合目録 / アジア経済研究所図書

Ja/017/Aj7/3

資料部編纂. -- 台湾編 - 満州国・関東州・南満州鉄道株式
会社編 索引編. -- アジア経済研究所, 1973-1981.
24

旧植民地関係機関刊行物総合目録 / アジア経済研究所図書

Ja/017/Aj7/4

資料部編纂. -- 台湾編 - 満州国・関東州・南満州鉄道株式
会社編 索引編. -- アジア経済研究所, 1973-1981.
25

旧植民地関係機関刊行物総合目録 / アジア経済研究所図書
資料部編纂. -- 台湾編 - 満州国・関東州・南満州鉄道株式
会社編 索引編. -- アジア経済研究所, 1973-1981.
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Ja/017/Aj7/5

＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

戦後に刊行された図書類
26

暗い谷間の恐慌・侵略 / 朝日新聞社編 ; 1: 昭和元年-5年,

Ja/952/As1

2: 昭和6年-8年, 3: 昭和9-11年. -- 朝日新聞社, 1974.11974.3. -- (朝日新聞に見る日本の歩み / 朝日新聞社編).
27

満州事変と二・二六 / 粟屋憲太郎編. -- 平凡社, 1975. --

AEJA/952/D1/2

(ドキュメント昭和史 ; 2).
28

満州事変前後 : 孤立への道. -- 毎日新聞社, 1975. -- (一億

AEMA/327.5/M8

人の昭和史 / 毎日新聞社編 ; 1).
29

満州 / 楳本捨三著. -- 満州会, 1975.8.

Ja/325.3/U2

30

満洲建国 : 満洲事変正史 / 山口重次著. -- 行政通信社,

Ja/325.3/Y7

1975.
31

満洲奉天日本人史 : 動乱の大陸に生きた人々 / 福田実著. -

Ja/325.3/F3

- 謙光社, 1976.
32

秘史満州国軍 : 日系軍官の役割 / 小沢親光著. -- 柏書房,

Ja/325/Oz1

1976.4.
33

満州事変 / サンケイ新聞社著. -- サンケイ新聞社, 1976. --

Ja/951.8/M4

(蒋介石秘録 / サンケイ新聞社著 ; 9).
34

石原莞爾と戦争学 : 永久平和実現への提唱 / 伊東六十次郎

AEJA/355.01/I1

著. -- 大湊書房, 1978.
35

満州事変と奉天総領事 : 林久治郎遺稿 / 林久治郎著. -- 原

AEMA/327.5/M7

書房, 1978.
36

満鉄の栄光と悲劇 : 西北満に展開された / 扇田諦著. --

AEMA/385/M13

にっかん書房, 1978.
37

満鉄王国 : 興亡の四十年 / 江上照彦著. -- サンケイ出版,

Ja/385/Eg1

1980.11.
38

松岡洋右とその時代 / デービット・J.ルー著 ; 長谷川進一

Ja/327/Lu1

訳. -- ティビーエス・ブリタニカ, 1981.
39

東亞同文書院大學史 / 大学史編纂委員会編. -- 滬友会,
1982.5.
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＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

戦後に刊行された図書類
40

十五年戦争の開幕 / 江口圭一著. -- 小学館, 1982. -- (昭和

AEMA/327.5/J1

の歴史 ; 4).
41

満洲事変と国民動員 / 藤原彰,功刀俊洋編集・解説. -- 大月
書店, 1983.10. -- (資料日本現代史 ; 8).

42

満洲問題の歴史 / 伊東六十次郎著. -- 上, 下. -- 原書房,

AEMA/325.35/M1
5
Ja/327/It6

1983.12.
43

満洲問題の歴史 / 伊東六十次郎著. -- 上, 下. -- 原書房,

Ja/327/It6

1983.12.
44

日中戦争史研究 / 古屋哲夫編. -- 吉川弘文館, 1984.12. --

Ja/327.5/F5

(京都大学人文科学研究所研究報告).
45

中国抗日戦争史 / 石島紀之著. -- 青木書店, 1984.12.

Ja/327.5/I6

46

中国近代東北地域史研究 / 西村成雄著. -- 法律文化社,

Ja/951.8/N1

1984.12.
47

昭和の幕開く : 昭和元年-5年. -- 毎日新聞社, 1984.1. -- (昭

Ja/952/Sh3/5

和史 : 決定版 ; 5).
48

満州事変 : 昭和6-8年. -- 毎日新聞社, 1984.2. -- (昭和史 :

Ja/952/Sh3/6

決定版 ; 6).
49

日本人の海外活動に關する歴史的調査 / 大藏省管理局

Ja/325.3/N4

[編]. -- 1 - 12. -- 高麗書林, 1985.
50

十五年戦争小史 / 江口圭一著. -- 青木書店, 1986.

AECC/327.5/J5

51

九・一八事変史 : 中国側から見た「満洲事変」 / 易顕石

AEMA/327.5/K3

[ほか] 著 ; 早川正訳. -- 新時代社, 1986.
52

日本帝国主義の満州支配 : 十五年戦争期を中心に / 浅田喬

Ja/325.3/A11

二,小林英夫編. -- 時潮社, 1986.2.
53

満洲事変期の中日外交史研究 / 兪辛焞著. -- 東方書店,

Ja/327/Yu3

1986.
54

満鉄史余話 / 渡辺諒著. -- 龍溪書舎, 1986,10. -- (満鉄会叢
書 / 満鉄会編 ; 2).

7/20

Ja/385/Ma2

＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

戦後に刊行された図書類
55

辛亥革命から満州事変へ : 大阪朝日新聞と近代中国 / 後藤

Ja/327/Go6

孝夫著. -- みすず書房, 1987.9.
56

満州事変直前期満州に於ける労働争議録集. -- 復刻版. --

Ja/331.8/M8

竜渓書舎, 1987.10. -- (満鉄史料叢書 ; 5).
57

極東戦線 : 一九三一〜三四 : 満州事変・上海事変から満州

Ja/355.4/S6

国まで / エドガー・スノー著 ; 梶谷善久訳. -- 筑摩書房,
1987.12. -- (筑摩叢書 ; 318).
58

日支紛争に関する国際聯盟調査団と満鉄 / 南満洲鉄道株式

AEMA/325.3/N1

会社〔編〕. -- 復刻版. -- 龍渓書舎, 1988. -- (満鉄史料叢書
; 8).
59

満州事変. -- 青木書店, 1988.6. -- (十五年戦争史 / 藤原彰,

Ja/327.5/F7/1

今井清一編集 ; 1).
60

昭和ニュース事典 / 昭和ニュース事典編纂委員会, 毎日コ

Ja/07/Sh1/3

ミュニケーションズ編集製作 ; 第1巻 - 総索引. -- 毎日コ
ミュニケーションズ, 1990.
61

満州事変 / 千葉光則著. -- フットワーク出版, 1991.12. --

Ja/355.4/C1

(秘蔵写真で知る近代日本の戦歴 ; 3).
62

満州国 : 虚構の国の彷徨 / 秋永芳郎著. -- 光人社, 1991.1.

Ja/951.8/A1

63

中国東北部における抗日朝鮮・中国民衆史序説 / キム

Ja/385/Gi1

チョンミ著. -- 現代企画室, 1992.6.
64

東北軍閥政権の研究 : 張作霖・張学良の対外抵抗と対内統

Ja/323.2/T28

一の軌跡 / 水野明著. -- 国書刊行会, 1994.8.
65

満州事変とは何だったのか : 国際連盟と外交政策の限界 /

Ja/327.5/M17/1

クリストファー・ソーン著 ; 市川洋一訳. -- 上巻, 下巻. -草思社, 1994.11.
66

満州事変とは何だったのか : 国際連盟と外交政策の限界 /

Ja/327.5/M17/2

クリストファー・ソーン著 ; 市川洋一訳. -- 上巻, 下巻. -草思社, 1994.11.
67

満州国と関東軍 / 新人物往来社戦史室編. -- 新人物往来社,
1994.12.
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＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

戦後に刊行された図書類
68

満州事変・支那事変 / 河野収編集. -- 同台経済懇話会. --

Ja/327.5/K22

(近代日本戦争史 ; 第3編).
69

満洲国と国際連盟 / 臼井勝美著. -- 吉川弘文館, 1995.5.

Ja/951.8/M5

70

満鉄調査部 : 関係者の証言 / 井村哲郎編. -- アジア経済研

Ja/061.6/M1001

究所, 1996. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ; 特2).
71

満洲事件日誌 / 林銑十郎[著] ; 高橋正衛解説. -- みすず書

Ja/327.5/M1001

房, 1996.10.
72

満鉄 : 「知の集団」の誕生と死 / 小林英夫著. -- 吉川弘文

Ja/385/Ma1001

館, 1996.9.
73

図説満州帝国 / 太平洋戦争研究会著. -- 河出書房新社,

Ja/951.8/Z1001

1996.7.
74

満州事変の衝撃 / 中村勝範編. -- 勁草書房, 1996.5.

Ja/952/Ma1001

75

満州事変の真実 / 和泉太郎著. -- 原書房, 1997.2.

AECC/327.5/M1

76

1940年代の東アジア : 文献解題 / 井村哲郎編. -- アジア経

Ja/016/Aj1003

済研究所, 1997. -- (文献解題 / アジア経済研究所編 ; 39).
77

十五年戦争史論 : 原因と結果と責任と / 岡部牧夫編著. --

AECC/327.5/J1

青木書店, 1999.8.
78

満洲 (マンチュリア) : 起源・植民・覇権 / 小峰和夫著. --

AEMA/325.35/M5

新装版. -- 御茶の水書房, 1999.6.
79

満州事変前夜における在間島日本総領事館文書 : 在鉄嶺日
本領事館文書・在広東日本総領事館文書 / 大阪経済法科大

AEMA/325.35/M8
/1

学間島史料研究会編 ; 上, 下. -- 大阪経済法科大学出版部,
1999. -- ([大阪経済法科大学]アジア研究所研究叢書 ; 1).
80

満州事変前夜における在間島日本総領事館文書 : 在鉄嶺日
本領事館文書・在広東日本総領事館文書 / 大阪経済法科大

AEMA/325.35/M8
/2

学間島史料研究会編 ; 上, 下. -- 大阪経済法科大学出版部,
1999. -- ([大阪経済法科大学]アジア研究所研究叢書 ; 1).
81

近代日本と満鉄 / 小林英夫編. -- 吉川弘文館, 2000.4.

AEMA/325.35/K1

82

満州事変と対中国政策 / 小池聖一著. -- 吉川弘文館, 2003.

AEJA/327/M3
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＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

戦後に刊行された図書類
83

満洲の日本人 / 塚瀬進著. -- 吉川弘文館, 2004.9.

AEMA/325.2/M1

84

満州裏史 : 甘粕正彦と岸信介が背負ったもの / 太田尚樹

AEMA/92/Am1

著. -- 講談社, 2005.
85

全文リットン報告書 / [リットン調査団編] ; 渡部昇一解

AECC/327/Z1

説・編. -- ビジネス社, 2006.
86

満鉄調査部の軌跡 : 1907-1945 / 小林英夫著. -- 藤原書店,

AEMA/061.6/M1

2006.
87

満鉄全史 : 「国策会社」の全貌 / 加藤聖文著. -- 講談社,

AEMA/385/M6

2006. -- (講談社選書メチエ ; 374).
88

満鉄とは何だったのか : 満鉄創立百周年記念出版 / 山田洋

AEMA/385/M7

次 [ほか著] ; 藤原良雄編集. -- 藤原書店, 2006. -- (別冊環 ;
12).
89

満州事変から日中全面戦争へ / 伊香俊哉著. -- 吉川弘文館,

AECC/327.5/M3

2007. -- (戦争の日本史 ; 22).
90

満洲 : 記憶と歴史 / 山本有造編著. -- 京都大学学術出版会,

AEMA/325.2/M2

2007. -- (京都大学人文科学研究所共同研究報告).
91

平頂山事件とは何だったのか : 裁判が紡いだ日本と中国の

AEMA/341.3/H1

市民のきずな / 平頂山事件訴訟弁護団編著. -- 高文研,
2008.
92

軍部と民衆統合 : 日清戦争から満州事変期まで / 由井正臣

AEJA/355/G1

著. -- 岩波書店, 2009.
93

石原莞爾と満州事変 = Kanji Ishiwara & the Manchurian

AEMA/327.5/I1

incident / 太平洋戦争研究会編著. -- PHP研究所, 2009.
94

満州事変日誌記録 / 芳井研一解説 ; 第1冊, 第2冊, 第3冊. -不二出版, 2009. -- (十五年戦争極秘資料集 ; 補巻33).

95

満州事変日誌記録 / 芳井研一解説 ; 第1冊, 第2冊, 第3冊. -不二出版, 2009. -- (十五年戦争極秘資料集 ; 補巻33).

96

満州事変日誌記録 / 芳井研一解説 ; 第1冊, 第2冊, 第3冊. -不二出版, 2009. -- (十五年戦争極秘資料集 ; 補巻33).
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＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

戦後に刊行された図書類
97

1930年代ソ連の対モンゴル政策 : 満州事変からノモンハ

AEMP/327/S1

ンへ / 寺山恭輔編. -- 東北大学東北アジア研究センター,
2009. -- (東北アジア研究センター叢書 ; 第32号).
98

政党内閣の崩壊と満州事変 : 1918〜1932 / 小林道彦著. --

AE/327/S4

ミネルヴァ書房, 2010. -- (Minerva人文・社会科学叢書 ;
157).
99

満州事変と政党政治 : 軍部と政党の激闘 / 川田稔著. -- 講

AEJA/32/M1

談社, 2010. -- (講談社選書メチエ ; 479).
100

国際関係のなかの日中戦争 / 西村成雄, 石島紀之, 田嶋信

AECC/327.5/K11

雄編. -- 慶應義塾大学出版会, 2011. -- (日中戦争の国際共
同研究 ; 4).
101

満洲事変前史 / アジア経済研究所図書館編 ; 井村哲郎, 加
藤聖文編集協力. -- 岩波書店, 2011. -- (史料満鉄と満洲事

AEMA/327.5/S1/
1

変 : 山崎元幹文書 / アジア経済研究所図書館編 ; 井村哲郎,
加藤聖文編集協力 ; 上).
102

満洲事変勃発後 / アジア経済研究所図書館編 ; 井村哲郎,
加藤聖文編集協力. -- 岩波書店, 2011. -- (史料満鉄と満洲
事変 : 山崎元幹文書 / アジア経済研究所図書館編 ; 井村哲
郎, 加藤聖文編集協力 ; 下).
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＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

伝記・回顧録・社史
1

後藤新平 / 鶴見祐輔編著 ; 第1巻 - 第4巻. -- 後藤新平伯傳

AEJA/92/Go4/1

記編纂會, 1937.
2

後藤新平 / 鶴見祐輔編著 ; 第1巻 - 第4巻. -- 後藤新平伯傳

AEJA/92/Go4/2

記編纂會, 1937.
3

後藤新平 / 鶴見祐輔編著 ; 第1巻 - 第4巻. -- 後藤新平伯傳

AEJA/92/Go4/3

記編纂會, 1937.
4

後藤新平 / 鶴見祐輔編著 ; 第1巻 - 第4巻. -- 後藤新平伯傳

AEJA/92/Go4/4

記編纂會, 1937.
5

後藤新平追想録. -- 後藤新平顕彰記念事業会, 1978.

AEJA/92/Go3

6

山本条太郎 / 山本条太郎翁伝記編纂会 [編] ; 論策 1, 論策

AEJA/32/Y3/1

2, 伝記. -- 山本条太郎翁伝記編纂会, 1939.
7

山本条太郎 / 山本条太郎翁伝記編纂会 [編] ; 論策 1, 論策

AEJA/32/Y3/2

2, 伝記. -- 山本条太郎翁伝記編纂会, 1939.
8

山本条太郎翁追憶録 / 原安三郎編輯. -- 原安三郎, 1936.

AEJA/32/Y2

9

十河信二 / 有賀宗吉著 ; [本編], 別冊. -- 十河信二傳刊行会,

AEJA/92/So2/1

1988.
10

十河信二 / 有賀宗吉著 ; [本編], 別冊. -- 十河信二傳刊行会,

AEJA/92/So2/2

1988.
11

十河信二と大陸 / 北条秀一編. -- 北條秀一事務所, 1971.

AEJA/92/So1

12

中華大陸と十河. -- 興中会, 1970. -- (興中マンの粋 ; 第6

AEMA/385/K1/6

巻).
13

風雲児・十河信二伝 / 中島幸三郎著. -- 交通協同出版社,

AEJA/92/So3

1955.
14

有法子 / 十河信二著. -- 交通協力会, 1959.

AEJA/385/Y1

15

父八田嘉明の思い出 / 八田豊明[編]. -- 勁草出版, 1976.4.

AEJA/92/Ha4

16

内田康哉 / 内田康哉伝記編纂委員会, 鹿島平和研究所編. --

Ja/327/Uc1

鹿島研究所出版会, 1969.
17

野村龍太郎傳 / 蓑洲會編. -- 日本交通學會, 1938.
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＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

伝記・回顧録・社史
18

大藏公望之一生 / 大蔵公望著. -- 大蔵公望先生喜寿祝賀委

AEJA/92/Ok4

員会, 1959.
19

東亞全局の動搖 : 我が國是と日支露の関係・滿蒙の現状 /

AEMA/327/T1

松岡洋右著. -- 先進社, 1931.
20

大村卓一. -- 大村卓一追悼録編纂会 ,1974.8, 1974.

AEJA/92/Om5

21

元満鉄総裁故大村卓一翁を偲ぶ会 : 其の他記録 / 石本秀二

AEJA/92/Om3

編. -- [出版者不明], 1964.
22

大陸に在りて / 大村卓一著. -- 勝進社, 1944.

AEJA/92/Om4

23

歌集大嶺を踰ゆ / 小日山直登著. -- 小日山直登, 1936.

AEMA/8/K1

24

満鐵最後の總裁山崎元幹 / 満鉄会編集. -- 満鉄会, 1973.1.

AEMA/92/Ya1

25

思い出の満鉄 / 山崎元幹,田村羊三共著. -- 龍溪書舎,

Ja/385/Ma3

1986,10. -- (満鉄会叢書 / 満鉄会編 ; 1).
26

ああ満鉄 / 宇佐美喬爾著. -- 講談社, 1983.9.

AEMA/327.5/A2

27

安井謙を偲ぶ. -- 安井事務所, 1987.

AEJA/32/Y1

28

山路こえて : 満鉄と機内食の八〇年 / 野間口英喜著. -- 野

AEJA/92/No2

間口勉, 1985.
29

一枚の屋根瓦 : ある満鉄人の想出 / 入江正太郎著. -- 満洲

Ja/92/Ir1

日日新聞社出版部, 1938.
30

我観石原莞爾 : 世界絶対平和と民族協和の理念 / 三品隆以

Ja/92/Is7

著. -- 三品隆以著作刊行会, 1984.3.
31

石原莞爾の戦争学

AEJA/355.01/I

32

満州の陰謀者 : 河本大作の運命的な足あと / 平野零児著. -

Ja/92/Ka5

- 自由国民社, 1959.2.
33

赤い夕陽の満州野が原に : 鬼才河本大作の生涯 / 相良俊輔

Ja/92/Ka1001

著. -- 光人社, 1978.5.
34

甘粕大尉 / 角田房子著. -- 中央公論社, 1975.

Ja/92/Am3

35

今村均回顧録 / 今村均著 ; [正], 続. -- 芙蓉書房, 1980.

AEJA/92/Im1
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＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

伝記・回顧録・社史
36

昭和の動亂 / 重光葵著 ; 上巻, 下巻. -- 中央公論社, 1952.

AEJA/327/S5/1

37

支那派遣軍総司令官岡村寧次大将 / 舩木繁著. -- 河出書房

Ja/92/Ok4

新社, 1984.12.
38

わが異端の昭和史 / 石堂清倫著. -- [正], 続. -- 勁草書房,

Ja/92/Is8

1986-.
39

張作霖 / 白雲荘主人著. -- 昭和出版社, 1928.8.

Ja/92/Zh14

40

馬賊で見る「満洲」 : 張作霖のあゆんだ道 / 澁谷由里著. -

AEMA/301.18/B1

- 講談社, 2004.12. -- (講談社選書メチエ ; 317).
41

張学良 : 日中の覇権と「満洲」 / 西村成雄著. -- 岩波書店,

Ja/325.4/C1002

1996.5. -- (現代アジアの肖像 ; 3).
42

張学良の昭和史最後の証言 / NHK取材班, 臼井勝美著. --

Ja/92/Zh17

角川書店, 1991.8.
43

蒋介石 / 董顕光著 ; 寺島正, 奥野正巳共訳 ; 日本外政学会

Ja/92/Ji1

出版局編. -- 日本外政学会, 1955.12.
44

我が義弟・蒋介石 : その虚像と実像 / 馮玉祥著 ; 牧田英二

Ja/92/Ji3

訳. -- 長崎出版, 1976.
45

汪兆銘全集 / 河上純一譯 ; 第1巻. -- 東亞公論社, 1939.

AECC/323.2/O2

46

汪兆銘 : 叙傳 / 澤田謙著. -- 春秋社.

Ja/92/Sa1

47

汪兆銘 / 森田正夫著. -- 興亜文化協会, 1939.9.

Ja/92/Wa1002

48

わが半生 : 「満州国」皇帝の自伝 / 愛新覚羅溥儀著 ; 小野

Ja/92/Ai2/1

忍[ほか]訳 ; 上. -- 筑摩書房, 1977.12. -- (筑摩叢書 ; 245246).
49

わが半生 : 「満州国」皇帝の自伝 / 愛新覚羅溥儀著 ; 小野

Ja/92/Ai2/2

忍[ほか]訳 ; 下. -- 筑摩書房, 1977.12. -- (筑摩叢書 ; 245246).
50

一生之回憶 / 曹汝霖著 ; 曹汝霖回想録刊行会編訳. -- 鹿島
研究所出版会, 1967.10.
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＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

伝記・回顧録・社史
51

呉佩孚 / 岡野増次郎著. -- 大日本精神修養道場萬聖閣,

Ja/92/Wu1

1939.4.
52

佐藤應次郎君を偲ぶ : 滿洲土木界の先驅者 / 佐藤應次郎氏

AEMA/92/Sa1

追憶委員會編. -- 人見雄三郎, 1952.
53

麦秋駒井徳三 / 蘭交会編. -- 音羽サービス・センター,

Ja/92/Ko2

1964.
54

炎は消えず : 技術開発にかけた満鉄マンの群像とその背景

AEMA/669.1/H1

/ 原勢二著. -- 謙光社, 1974.
55

朔風挑戦三十年 / 久野健太郎著. -- 謙光社, 1985.

AEJA/92/Ku2

56

私の七十年 / 安部慎一 [著]. -- 安部慎一, 1975.

AEJA/92/Ab1

57

昭和に生きる / 田中申一著. -- 1, 2. -- 産業計画センター,

Ja/327/Ta23

1984.2-1985.12.
58

小山貞知と満州国 / 小山貞知著 ; 小山昇編. -- 上, 中, 下. --

Ja/325/Ko1001/1

信山社出版, 1996.7.
59

横田喜三郎 / 横田喜三郎[著] . 石川三四郎 / 石川三四郎

Ja/32/Ni44

[著] . 無産政党・労働者の反戦運動資料. -- 日本図書セン
ター, 1994.4. -- (日本平和論大系 / 家永三郎責任編集 ; 11).
60

文官花 : 草間正慶追想録 / 草間正慶追想録編纂委員会

AEJA/92/Ku1

[編]. -- 草間正慶追想録編纂委員会, 1968.
61

満洲の思い出 / 中島達二著. -- 中島達二, 1976.

AEMA/92/Na1

62

我が人生八十年 / 福井道二著. -- 福井漁網, 1981.

AEJA/92/Fu1

63

つれづれに / 久留島秀三郎著 ; [1], その2, その3. -- 相模書

AEJA/92/Ku3

房, 1957.
64

じいちゃんの一生 / 田中治雄著. -- [田中治雄], 1980.

AEMA/92/Ta1

65

大機物語 / 相田秀方著. -- 大徳商事, 1957.

AEMA/621/D1

66

女傑一代 / 永田美那子著. -- 毎日新聞社, 1968.

AEMA/92/Na2

67

きみしのぶ : 満鉄でのタイピスト管理二十年 / 「きみしの

Ja/92/Ta5

ぶ」刊行実行委員会編. -- 満鉄姉妹会, 1978.
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68

北條秀一 : 竹僑の人 : 満州行き帰り道は六百八十里 / 森功

AEMA/92/Ho1

著. -- 兵庫県青少年問題研究会, 1988.
69

大連ダンスホールの夜 / 松原一枝著. -- 荒地出版社,

Ja/951.8/D1

1994.10.
70

激動の七十六年 / 小原貞敏 [著]. -- 小原貞敏, 1977.

AEMA/92/Ob1

71

激流に生きる : 濱正雄 / 加藤敬二著. -- 西日本新聞社,

AEJA/92/Ha5

1981.
72

回想の日満商事 / 「回想の日満商事」刊行会編. -- 回想の
日満商事刊行会, 1978.

73

学燈は消えず : 回想満州の大学奉天学院 / 奉天学院会編集

AEMA/658.114/K
1
AEMA/378/G1

委員会 [編]. -- 奉天学院会, 1985.
74

記者たちの満州事変 : 日本ジャーナリズムの転回点 / 池田

AEMA/301.15/K1

一之著. -- 人間の科学新社, 2000.4.
75

鉄道兵の生い立ち / 長谷川三郎編著. -- 三交社, 1984.

AEJA/355/T3

76

満鉄と共に四十年 / 加藤末吉著 ; [正]. -- 白木印刷(印刷),

AEMA/92/Ka2/1

1966.
77

満鉄と共に四十年 / 加藤末吉著 ; 続. -- 白木印刷(印刷),

AEMA/92/Ka2/2

1966.
78

満鉄に生涯を捧げて / 関谷祥治著. -- 関谷祥治, 1979.

AEMA/92/Se1

79

満洲公主嶺 過ぎし40年の記録/547, 36ページ 公主嶺市街

Ja/325.1/M23

図付 / 公主嶺小学校同窓会, 昭和62.
80

旅順の日 : 旅順工大同窓会六十周年記念誌 / 旅順工大同窓

AEMA/378/R1

会六十年誌編集委員会編. -- 旅順工大同窓会, 1973.
81

渺茫として果てもなし : 満洲国大同学院創設五十年 / 大同

AEMA/378/B1

学院史編纂委員会編. -- 大同学院同窓会, 1981.
82

七〇〇〇名のハルピン脱出 / 嘉悦三毅夫著. -- [嘉悦三毅

AEMA/92/Ka1

夫], 1971.
83

南滿洲鐵道株式會社十年史. -- 南満州鉄道, 1919.5.
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84

南満洲鐡道株式會社第二次十年史 / 南満洲鐡道株式會社庶

K-Ja/385/Mi7

務部調査課編. -- 南満洲鉄道, 1928.
85

南滿洲鐵道株式會社第三次十年史 / 南満州鉄道株式会社

Ja/385/Mi32/1

[編] ; 上 - 附図・附表. -- 龍渓書舎, 1976.2.
86

南滿洲鐵道株式會社第三次十年史 / 南満州鉄道株式会社

Ja/385/Mi32/2

[編] ; 上 - 附図・附表. -- 龍渓書舎, 1976.2.
87

南滿洲鐵道株式會社第三次十年史 / 南満州鉄道株式会社

Ja/385/Mi32/3

[編] ; 上 - 附図・附表. -- 龍渓書舎, 1976.2.
88

南満州鉄道株式会社第四次十年史 / 財団法人満鉄会編. --

Ja/385/Ma4

龍渓書舎, 1986.
89

南滿洲鐵道株式會社二十年略史. -- 南満州鉄道, 1927.4.

K-Ja/385/Mi11

90

南滿洲鐵道株式會社三十年略史 / 南満洲鉄道株式会社編. -

K-Ja/385/Mi39

- 南滿洲鐵道, 1937.
91

満鉄四十年史 / 満鉄会編. -- 吉川弘文館, 2007.

AEMA/385/M8

92

満鉄史 / 蘇崇民著 ; 山下睦男, 和田正広, 王勇訳. -- 葦書房,

AEMA/325.35/M6

1999.7.
93

満鉄回想 : 実録・満鉄最後史 / 福島三好著. -- 山手書房,

AEMA/385/M5

1985.3.
94

南満洲鉄道 : 「あじあ」と客・貨車のすべて / 市原善積

Ja/385/Ic1

[ほか]編著. -- 誠文堂新光社, 1971.
95

満洲電業史. -- 満洲電業会, 1976.

AEMA/621.31/M1

96

思い出の満洲電業 / 満洲電業外史編さん委員会編 ; 第1巻 -

AEMA/621.31/O1
/1

第4巻. -- 満洲電業会, 1982.
97

思い出の満洲電業 / 満洲電業外史編さん委員会編 ; 第1巻 第4巻. -- 満洲電業会, 1982.

98

思い出の満洲電業 / 満洲電業外史編さん委員会編 ; 第1巻 第4巻. -- 満洲電業会, 1982.
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99

思い出の満洲電業 / 満洲電業外史編さん委員会編 ; 第1巻 第4巻. -- 満洲電業会, 1982.

100

写真集「満洲」 : 遠い日の想い出 / 一色達夫, 宇野木敏編 -

AEMA/621.31/O1
/4
AEMA/91/S1

- ベストセラーズ , 1975.8
101

赤い夕陽 / 満州電々追憶記集[赤い夕陽]刊行会編. -- 「赤

AEMA/384/A1

い夕陽」刊行会事務局, 1965.
102

忘れえぬ滿鐵 : 今､新たにたどる中国東北地方郷愁のアル

AEMA/385/W1

バム / 世界文化社編. -- 世界文化社, 1988.7.
103

満鉄社員健闘録 ; [第1篇], 第2篇, 第3篇. -- 満鉄社員会,
1933. -- (滿鐵社員會叢書 ; 第8,12,18輯).

104

太子河 : 満州本溪湖100年の流れ / 本溪湖会「太子河」編

KAEMA/385/M2/2
Ja/327/Ho12

集委員会編. -- 本溪湖会.
105

在満五十年・奉天日本人の史 / 藤田九市郎著 ; 第1部. -- 限

AEMA/92/Fu2

定版. -- 大湊書房, 1980.
106

鐡嶺 / 鉄嶺龍首会編. -- 鉄嶺龍首会, 1977.

AEMA/325.2/T3

107

敗戦地獄撫順 : 手記 : 元満鉄撫順炭鉱 / 山下貞著. -- [山下

AEMA/341.3/H3

貞], 1982.
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1

“九・一八"事变资料汇编 / 吉林省政协文史资料委员会编. --

Ch/323/Ji23

吉林文史出版社, 1991.
2

『九・一八』事变档案史料精编 / 辽宁省档案馆编. -- 辽宁

Ch/327.5/J8/5

人民出版社, 1991. -- (九一八事变丛書).
3

『九・一八』事变前后的日本与中国东北 : 满铁秘档选编 /

Ch/327.5/J8/6

辽宁省档案馆, 辽宁社会科学院编. -- 辽宁人民出版社,
1991. -- (九一八事变丛書).
4

张作霖 / 常城主编. -- 辽宁人民出版社, 1980. -- (东北文史

Ch/92/Zh60

丛书).
5

张学良将军轶事 / 惠徳安著. -- 辽宁人民出版社, 1985.

Ch/92/Zh75

6

张学良和东北军 : 1901-1936 / 方正, 兪兴茂, 纪红民编. --

Ch/92/Zh92

中国文史出版社, 1986.
7

張學良的往事和近事 / 《团结报》编辑部编. -- 岳麓书社,

Ch/92/Zh94

1986.
8

张学良的政治生涯 : 一位民族英雄的悲剧 / (美) 傅虹林著 ;

Ch/92/Zh152

王海晨, 胥波译 ; 祖炳民审校. -- 辽宁大学出版社, 1988.
9
10

張學良外紀 / 王益知著. -- 南粤出版社, 1989.

Ch/92/Zh121

張學良進關秘録 / [張學良著] ; 劉心皇輯註. -- 臺灣傳記文學

Ch/92/Zh129

出版社, 1990. -- (傳記文學叢刊 ; 118).
11

张学良生涯论集 : 海内外专家论文精选 / 漠 笛编. -- 光明日

Ch/92/Zh140

报出版社, 1991. -- (新編張学良資料叢書 / 揚子浪主編).
12

张学良的东北岁月 : 少帅传奇生涯纪实 / 大风編. -- 光明日

Ch/92/Zh137

报出版社, 1991. -- (新編張学良資料叢書 / 揚子浪主編).
13

张学良传 / 张魁堂著. -- 東方出版社, 1991.

Ch/92/Zh1025

14

张学良文集 / 毕万闻主編 ; : [セット], 1, 2. -- 新华出版社,

Ch/32/Zh95/1

1992.
15

张学良文集 / 毕万闻主編 ; : [セット], 1, 2. -- 新华出版社,
1992.

19/20

Ch/32/Zh95/2

＊ 今回の資料展では、満鉄と満州事変に関する書籍を中心に展示しています。
書誌事項

請求記号

中国語図書に見る満洲事変と人物像
16

張學良与東北軍 / 陆军, 杜连庆著. -- 辽宁人民出版社,

Ch/92/Zh136

1991. -- (张氏父子与奉系历史研究丛书).
17

张学良三次口述历史 / 窦应泰著. -- 华文出版社, 2002. --

Ch/32/Z1017

(2002年公布口述历史和个人档案).
18

满铁史资料 / 吉林省社会科学院《满铁史资料》编辑组编 ;

Ch/385/Ji4/2-1

第2卷 路权篇第1分册 - 第4卷 煤铁篇第4分册. -- 中华书局,
1979.
19

满铁史资料 / 吉林省社会科学院《满铁史资料》编辑组编 ;

Ch/385/Ji4/4-1

第2卷 路权篇第1分册 - 第4卷 煤铁篇第4分册. -- 中华书局,
1979.
20

滿铁史 / 苏崇民著. -- 中华书局, 1990. -- (东北沦陷十四年
史丛书).
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Ch/385/Ma2

