
［正题名］信念の書 

［第一责任人］齋藤瀏著 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂 

［出版日期］1943.6 

［知识责任］斉藤瀏 著 

 

 

［正题名］天皇制と日本宗教 

［第一责任人］戸頃重基，丸山照雄編 

［出版地］東京 

［出版者］伝統と現代社 

［出版地］東京 

［出版者］現代ジャーナリズム出版会(発売) 

［出版日期］1980.9 

［主题词］日本/宗教/歴史 

［主题词］天皇制 

［知识责任］戸頃重基 編 

［知识责任］丸山照雄 編 

 

 

［正题名］支那佛教史 

［第一责任人］宇井伯壽著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.9 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 80 

［主题词］仏教/中国/歴史 

［知识责任］宇井伯寿 著 

 

 

［正题名］中国仏教社会史研究 

［第一责任人］竺沙雅章著 

［出版地］京都 

［出版者］同朋舎出版 

［出版日期］1982.2 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 34 

［主题词］仏教/中国/歴史 

［知识责任］竺沙雅章 著 

 

 

［正题名］支那佛教の研究 



［第一责任人］常盤大定著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社松柏館 

［出版日期］1938.6 

［附注内容］増刷に際し， [正]は"第 1"， 續は"第 2"とされた。 

［主题词］仏教/中国/歴史 

［知识责任］常盤大定 著 

 

 

［正题名］支那佛教の研究 

［第一责任人］常盤大定著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社松柏館 

［出版日期］1943.11 

［主题词］仏教/中国/歴史 

［知识责任］常盤大定 著 

 

 

［正题名］支那基督教の研究 

［第一责任人］佐伯好郎著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社松柏館 

［出版日期］1943.12 

［丛编题名］東方文化学院研究報告 

［丛编题名］トウホウ ブンカ ガクイン ケンキュウ ホウコク 

［主题词］キリスト教/歴史 

［知识责任］佐伯好郎 著 

 

 

［正题名］支那基督教の研究 

［第一责任人］佐伯好郎著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社松柏館 

［出版日期］1943.7 

［丛编题名］東方文化学院研究報告 

［丛编题名］トウホウ ブンカ ガクイン ケンキュウ ホウコク 

［附注内容］唐宋時代の支那基督教 

［附注内容］书号 40207487 为 1944.12 第 2 刷 

［主题词］キリスト教/歴史 

［知识责任］佐伯好郎 著 

 

 

［正题名］支那基督教史 

［第一责任人］比屋根安定著 



［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.7 

［丛编题名］東亞叢書 

［丛编题名］トウア ソウショ 

［主题词］キリスト教/歴史 

［知识责任］比屋根安定 著 

 

 

［正题名］支那回教史 

［第一责任人］金吉堂著 

［译者］外務省調査部譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1942.1 

［主题词］回教 

［知识责任］金吉堂 著 

 

 

［正题名］支那回教史 

［第一责任人］金吉堂著 

［译者］外務省調査部譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.8 

［主题词］回教 

［知识责任］金吉堂 著 

 

 

［正题名］支那天主公教會の實情 

［第一责任人］鷲山第三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］福村書店 

［出版日期］1941.12 

［知识责任］鷲山第三郎 著 

 

 

［正题名］佛 

［第一责任人］金子大榮著 

［出版地］京都 

［出版者］全人社 

［出版日期］1944.3 

［主题词］仏教/感想·説教 

［知识责任］金子大栄 著 



 

 

［正题名］日本關係海外史料 

［第一责任人］東京大學史料編纂所編 

［出版地］[東京] 

［出版者］東京大學史料編纂所 

［出版日期］1991.12 

［正题名］清末意識構造の研究 

［第一责任人］有田和夫著 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］1984.1 

［附注内容］清末思想研究文献目録：p245～304 

［主题词］中国思想/歴史/清時代 

［知识责任］有田和夫 著 

 

 

［正题名］中国近代の思想家 

［第一责任人］湯志鈞，近藤邦康著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.10 

［主题词］中国思想/歴史/清時代 

［主题词］中国思想/歴史/民国時代 

［知识责任］湯志鈞 著 

［知识责任］近藤邦康 著 

 

 

［正题名］康有為の思想運動と民衆 

［第一责任人］原田正己著 

［出版地］東京 

［出版者］刀水書房 

［出版日期］1983.5 

［知识责任］原田正己 著 

 

 

［正题名］日本人にとっての東洋と西洋 

［第一责任人］谷川徹三，福田定良著 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1981.10 

［主题词］東洋 

［主题词］西洋 

［知识责任］福田定良 著 



［知识责任］谷川徹三 著 

 

 

［正题名］梅原日本学を嗤う 

［第一责任人］有城乃三朗著 

［出版地］東京 

［出版者］幸洋出版 

［出版日期］1983.8 

［知识责任］有城乃三朗 著 

 

 

［正题名］現代人の課題 

［第一责任人］本荘可宗著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1941.1 

［知识责任］本荘可宗 著 

 

 

［正题名］中国論理学史研究 

［第一责任人］加地伸行著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1983.7 

［主题词］経書 

［知识责任］加地伸行 著 

 

 

［正题名］日本の思想家 

［第一责任人］菅孝行著 

［出版地］東京 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1981.9 

［丛编题名］銀河選書 

［丛编题名］ギンガ センショ 

［附注内容］参考文献：p243～244 

［主题词］日本思想/歴史/明治以後 

［知识责任］菅孝行 著 

 

 

［正题名］筑前玄洋社 

［第一责任人］頭山統一著 

［出版地］福岡 

［出版者］葦書房 



［出版日期］1977.9 

［附注内容］主な参考文献：p.285 

［附注内容］「再版あとがき」あり 

［主题词］玄洋社 

［知识责任］頭山統一 著 

 

 

［正题名］玄洋社発掘 

［第一责任人］石滝豊美著 

［出版地］福岡 

［出版者］西日本新聞社 

［出版日期］1981.5 

［丛编题名］西日本選書 

［丛编题名］ニシニホン センショ 4 

［附注内容］参考文献：p291-292 

［主题词］玄洋社 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］石滝豊美 著 

 

 

［正题名］日本近代思想史研究 

［第一责任人］家永三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1980.11 

［知识责任］家永三郎 著 

 

 

［正题名］私の生活技術 

［第一责任人］モーロア著 

［译者］内藤濯譯 

［出版地］東京 

［出版者］白水社 

［出版日期］1941.12 

［知识责任］MauroisAndré 著 

［知识责任］モーロア 著 

［次知识责任］内藤濯 譯 

 

 

［正题名］台湾の宗教と中国文化 

［第一责任人］酒井忠夫編 

［出版地］東京 

［出版者］風響社 

［出版日期］1992.6 



［主题词］宗教/台湾 

［主题词］道教/歴史 

［主题词］道教/歴史 

［知识责任］酒井忠夫 編 

 

 

［正题名］人の操縦法 

［第一责任人］高山晴州著 

［出版地］東京 

［出版者］教材社 

［出版日期］1940.3 

［知识责任］高山晴州 著 

 

 

［正题名］日本の情操 

［第一责任人］川路柳虹著 

［出版地］大阪 

［出版者］駸々堂 

［出版日期］1943 

［丛编题名］駸々選書 

［丛编题名］シンシン センショ 

［知识责任］川路柳虹 著 

 

 

［正题名］選集倫理御進講草案 

［第一责任人］杉浦重剛著 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1938.10 

［附注内容］杉浦重剛先生略年譜：p.425-426 

［主题词］天皇 

［主题词］帝王 

［知识责任］杉浦重剛 著 

 

 

［正题名］支那文献論 

［第一责任人］山田謙吉[著] 

［译者］故山田岳陽先生記念事業会編 

［出版地］上海 

［出版者］故山田岳陽先生記念事業会 

［出版日期］1941.12 

［知识责任］山田謙吉 著 

 

 



［正题名］哲學夜話 

［第一责任人］デュアラント［著］ 

［译者］陶山務譯 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1940.5 

［知识责任］Durant 著 

［知识责任］デュアラント 著 

［次知识责任］陶山務 譯 

 

 

［正题名］中国思想史 

［第一责任人］武内義雄著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.9 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 73 

［附注内容］第 18 刷改版 

［附注内容］文献解説：p313-328 

［主题词］中国思想/歴史 

［知识责任］武内義雄 著 

 

 

［正题名］支那社会政治思想史 

［第一责任人］呂振羽著 

［译者］原勝，角田次郎共訳 

［出版地］東京 

［出版者］日本青年外交協会出版部 

［出版日期］1940.9 

［主题词］政治思想/中国/歴史 

［知识责任］呂振羽 著 

［次知识责任］原勝 訳 

［次知识责任］角田次郎 訳 

 

 

［正题名］支那哲学批判 

［第一责任人］佐藤清勝著 

［出版地］東京 

［出版者］アジア青年社 

［出版日期］1943.5 

［主题词］中国思想 

［知识责任］佐藤清勝 著 

 



 

［正题名］支那思想と現代 

［第一责任人］高田真治著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本図書 

［出版日期］1940.7 

［主题词］中国思想 

［知识责任］高田真治 著 

 

 

［正题名］支那思想史 

［第一责任人］武内義雄[著] 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.5 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 73 

［知识责任］武内義雄 著 

 

 

［正题名］支那人の精神 

［第一责任人］辜鴻銘著 

［译者］魚返善雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］目黒書店 

［出版日期］1940.12 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］中国思想 

［知识责任］辜鴻銘 著 

［次知识责任］魚返善雄 訳 

 

 

［正题名］毛澤東の長期抗戰論 

［第一责任人］中支経済研究所[著] 

［出版地］上海 

［出版者］中支經濟研究所 

［出版日期］1939.11 

［丛编题名］中支経済資料 

［丛编题名］チュウシ ケイザイ シリョウ 第 80 號 

 

 

［正题名］毛沢東 

［第一责任人］近藤邦康著 

［出版地］東京 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］2003.7 

［附注内容］主要文献目録：p415-435 

［知识责任］近藤邦康 著 

 

 

［正题名］毛沢東の思想 

［第一责任人］スチュアート·R·シュラム著 

［译者］北村稔訳 

［出版地］東京 

［出版者］蒼蒼社 

［出版日期］1989.12 

［附注内容］索引：p324-362 

［主题词］毛沢東主義 

［知识责任］Schram 著 

［知识责任］シュラム 著 

［次知识责任］北村稔 訳 

 

 

［正题名］初期毛沢東の思想 

［第一责任人］中前吾郎著 

［出版地］東京 

［出版者］近代文芸社 

［出版日期］2000.3 

［知识责任］中前吾郎 著 

 

 

［正题名］毛沢東 

［第一责任人］ジェローム·チェン著 

［译者］徳田教之訳 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1971.4 

［丛编题名］筑摩叢書 

［丛编题名］チクマ ソウショ 176 

［知识责任］チェン 著 

［次知识责任］徳田教之 訳 

 

 

［正题名］中国近代思想史研究 

［第一责任人］近藤邦康著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1981.12 



［丛编题名］東京大学社会科学研究所研究叢書 

［丛编题名］トウキョウ ダイガク シャカイ カガク ケンキュウジョ ケンキュウ ソウシ

ョ 第 52 冊 

［主题词］社会思想/中国/歴史 

［主题词］中国思想/歴史/民国時代 

［知识责任］近藤邦康 著 

 

 

［正题名］国共分裂から解放戦争まで 

［第一责任人］西順蔵編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.12 

［丛编题名］原典中国近代思想史 

［丛编题名］ゲンテン チュウゴク キンダイ シソウシ 西順蔵編 6 

［附注内容］人民解放革命の思想(下) -国共分裂から解放戦争まで-、国共分裂後の針路の

模索、革命文学をいかにして建設するか、ほか 26 編 

［主题词］中国思想/歴史/民国時代 

［知识责任］西順蔵 編 

 

 

［正题名］世界觀の戰ひ 

［第一责任人］大日本言論報國會編 

［出版地］東京 

［出版者］同盟通信社出版部 

［出版日期］1943.9 

［丛编题名］日本思想戦叢書 

［丛编题名］ニホン シソウセン ソウショ 第 1 輯 

［知识责任］大日本言論報國會 編 

 

 

［正题名］文部省編纂臣民の道 

［第一责任人］文部省編 

［译者］久松潜一，志田延義解題 

［译者］高須芳次郎註解 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1941.8 

［主题词］道徳 

［次知识责任］高須芳次郎 註解 

［次知识责任］久松潜一 解題 

［次知识责任］志田延義 解題 

 

 



［正题名］昭和國民讀本 

［第一责任人］蘇峰 徳富猪一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］東京日日新聞社 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪毎日新聞社 

［出版日期］1939.2 

［主题词］国体 

［知识责任］徳富蘇峰 著 

 

 

［正题名］わが愛する生活 

［第一责任人］石川武美著 

［出版地］東京 

［出版者］主婦之友社 

［出版日期］1940.5 

［知识责任］石川武美 著 

 

 

［正题名］日本の臣道 

［第一责任人］和辻哲郎著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1944.7 

［知识责任］和辻哲郎 著 

 

 

［正题名］人妻の教養 

［第一责任人］式場隆三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］鱒書房 

［出版日期］1941.1 

［丛编题名］コバルト叢書 

［丛编题名］コバルト ソウショ 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］式場隆三郎 著 

 

 

［正题名］公民讀本 

［第一责任人］矢野恒太著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会講談社 

［出版日期］1936.1 

［附注内容］『現代』第 17 巻第 1 号付録 



［知识责任］矢野恒太 著 

 

 

［正题名］人口と国力 

［第一责任人］大西猪之介著 

［出版地］東京 

［出版者］宝文館 

［出版日期］1926.5 

［附注内容］巻末：著作目録、著者小伝 

［主题词］社会 

［知识责任］大西猪之介 著 

 

 

［正题名］支那人に接する心得 

［第一责任人］原口統太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］実業之日本社 

［出版日期］1938.4 

［知识责任］原口統太郎 著 

 

 

［正题名］支那人の心を摑む 

［第一责任人］原口統太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］実業之日本社 

［出版日期］1939 

［知识责任］原口統太郎 著 

 

 

［正题名］石丸梧平選集 

［第一责任人］石丸梧平著 

［出版地］東京 

［出版者］潮文閣 

［出版日期］1942.10 

［丛编题名］精神文化全集 

［丛编题名］セイシン ブンカ ゼンシュウ 第 2 巻 

［知识责任］石丸梧平 著 

 

 

［正题名］支那思想の研究 

［第一责任人］高田眞治著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1939.11 



［主题词］中国思想 

［知识责任］高田真治 著 

 

 

［正题名］日中儒学の比較 

［第一责任人］王家驊著 

［出版地］東京 

［出版者］六興出版 

［出版日期］1988.6 

［丛编题名］東アジアのなかの日本歴史 

［丛编题名］ヒガシアジア ノ ナカ ノ ニホン レキシ 5 

［主题词］儒学/歴史 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］日本/対外関係/アジア東部 

［知识责任］王家驊 著 

 

 

［正题名］儒教の精神 

［第一责任人］武内義雄著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 54 

［主题词］儒学 

［知识责任］武内義雄 著 

 

 

［正题名］元田先生進講録 

［第一责任人］吉本襄編纂 

［译者］徳富猪一郎緒言 

［出版地］東京 

［出版者］民友社 

［出版日期］1910.1 

［附注内容］附録：元田東野翁／徳富猪一郎 

［主题词］経書 

［知识责任］吉本襄 編纂 

［知识责任］徳富蘇峰 言 

 

 

［正题名］支那人の古典とその生活 

［第一责任人］吉川幸次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1944.8 

［知识责任］吉川幸次郎 著 

 

 

［正题名］孔子·人とその哲学 

［第一责任人］室伏高信著 

［出版地］東京 

［出版者］潮文閣 

［出版日期］1942 

［知识责任］室伏高信 著 

 

 

［正题名］老莊研究の現代的意義 

［第一责任人］小柳司氣太講演 

［出版地］東京 

［出版者］啓明會 

［出版地］東京 

［出版者］北隆館 

［出版日期］1939.8 

［丛编题名］講演集 

［丛编题名］コウエンシュウ 第 91 囘 

［知识责任］小柳司気太 講演 

 

 

［正题名］明清思想史の研究 

［第一责任人］山井湧著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1980.12 

［附注内容］山井湧主要論著目録：p433～435 

［主题词］中国思想/歴史/明時代 

［主题词］中国思想/歴史/清時代 

［主题词］宋学 

［知识责任］山井湧 著 

 

 

［正题名］明清思想とキリスト教 

［第一责任人］後藤基巳著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1979.7 

［附注内容］付：参考文献 

［附注内容］缶軒学人著書論文目録：p247-252 

［主题词］中国思想/歴史/清時代 



［主题词］中国思想/歴史/明時代 

［主题词］キリスト教/中国/歴史 

［知识责任］後藤基巳 著 

 

 

［正题名］天才論 

［第一责任人］チェザレ·ロンブロオゾオ著 

［译者］辻潤訳 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 58 篇 

［主题词］天才 

［知识责任］Lombroso 著 

［知识责任］ロンブロオゾオ 著 

［次知识责任］辻潤 訳 

 

 

［正题名］神學·政治論 

［第一责任人］スピノザ[著] 

［译者］畠中尚志譯 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1944.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 3342-3347 

［附注内容］原著(1670)の翻訳 

［附注内容］底本：カール·ゲプハルト編のハイデルベルヒ·アカデミー版(1924) 

［知识责任］Spinoza 著 

［知识责任］スピノザ 著 

［次知识责任］畠中尚志 譯 

 

 

［正题名］西北支那の回教徒 

［第一责任人］G·フインドレイ·アンドルー著 

［译者］志賀勉譯 

［出版地］新京特別市 

［出版者］満州事情案内所 

［出版日期］1941.3 

［知识责任］Andrew 著 

［知识责任］アンドルー 著 

［次知识责任］志賀勉 譯 

 



 

［正题名］支那回教史 

［第一责任人］傅統先著 

［译者］井東憲譯 

［出版地］東京 

［出版者］岡倉書房 

［出版日期］1942.5 

［附注内容］回教参考書一覧：p280-283 

［主题词］回教/中国 

［知识责任］傅統先 著 

［次知识责任］井東憲 譯 

 

 

［正题名］人を知る法 

［第一责任人］高山晴州著 

［出版地］東京 

［出版者］教材社 

［出版日期］1939.1 

［知识责任］高山晴州 著 

 

 

［正题名］修証義講話 

［第一责任人］大洞良雲著 

［出版地］東京 

［出版者］大法輪閣 

［出版日期］1942.12 

［附注内容］記述は 4 版(1973.10 発行)による 

［主题词］禅宗--教義 

［知识责任］大洞良雲 著 

 

 

［正题名］宗教 

［第一责任人］湯田豊著 

［出版地］東京 

［出版者］北樹出版 

［出版地］東京 

［出版者］学文社(発売) 

［出版日期］1980.9 

［主题词］宗教 

［知识责任］湯田豊 著 

 

 

［正题名］日本·中国の宗教文化の研究 

［第一责任人］酒井忠夫，福井文雅，山田利明編 



［出版地］東京 

［出版者］平河出版社 

［出版日期］1991.9 

［附注内容］第五回日本-フランス学術シンポジウム(日仏コロック)(1988.10)東洋学第一部

会の報告 

［主题词］宗教/日本 

［主题词］宗教/中国 

［知识责任］酒井忠夫 編 

［知识责任］山田利明 編 

［知识责任］福井文雅 編 

 

 

［正题名］南嶽思大禪師立誓願文索引 

［第一责任人］末木文美士，菅野博史編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所附屬東洋學文獻センター 

［出版日期］1988.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 55 輯 

［知识责任］末木文美士 編 

［知识责任］菅野博史 編 

 

 

［正题名］中国禅宗史の研究 

［第一责任人］阿部肇一著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1986.2 

［附注内容］初版:誠信書房昭和 38[1963]年 3 月刊 

［知识责任］阿部肇一 著 

 

 

［正题名］蒙疆カトリック大観 

［第一责任人］平山政十著 

［出版地］張家口 

［出版者］蒙古聯合自治政府 

［出版日期］1939.12 

［知识责任］平山政十 

 

 

［正题名］北支那に於ける天主教の概觀 

［第一责任人］興亞宗教協會編 

［出版地］［北京］ 

［出版者］興亞宗教協會(興亞院華北連絡部内) 



［出版日期］1941.3 

［丛编题名］興亞宗教叢書 

［丛编题名］コウア シュウキョウ ソウショ 第 3 輯 

［主题词］中国北部/宗教 

 

 

［正题名］基督教徒ノ活動 

［第一责任人］興亜院政務部編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］興亜院政務部 

［出版日期］1939.9 

［丛编题名］興亜資料 

［丛编题名］コウア シリョウ 政治編 第 4 号 

［主题词］キリスト教/社会事業 

 

 

［正题名］パスカル冥想録 

［第一责任人］パスカル [著] 

［译者］由木康譯 

［出版地］東京 

［出版者］白水社 

［出版日期］1938.9 

［附注内容］パスカル年譜：p469～480 

［知识责任］Pascal 著 

［知识责任］パスカル 著 

［次知识责任］由木康 譯 

 

 

［正题名］千年王国的民衆運動の研究 

［第一责任人］鈴木中正編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1982.2 

［附注内容］執筆：野口鐵郎ほか 

［附注内容］各章末：文献一覧 

［附注内容］巻末：索引 

［主题词］中国/宗教/歴史 

［主题词］東南アジア/宗教/歴史 

［主题词］終末論 

［知识责任］鈴木中正 編 

 

 

［正题名］日本人の新教養 

［第一责任人］赤松克麿著 



［出版地］東京 

［出版者］教材社 

［出版日期］1942 

［丛编题名］今日の教養書選 

［丛编题名］コンニチ ノ キョウヨウショ セン 23 

［知识责任］赤松克麿 著 

 

 

［正题名］職分の自覺 

［第一责任人］登家俊一著 

［出版地］東京 

［出版者］教材社 

［出版日期］1943.4 

［丛编题名］今日の教養書選 

［丛编题名］コンニチ ノ キョウヨウショ セン 26 

［知识责任］登家俊一 著 

 

 

［正题名］学問と生活 

［第一责任人］宮島眞一著 

［出版地］東京 

［出版者］文進堂 

［出版日期］1943 

［知识责任］宮島真一 著 

 

 

［正题名］人生読本 

［第一责任人］土田杏村著 

［译者］陶山務編 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1937.2 

［知识责任］土田杏村 著 

［次知识责任］陶山務 編 

 

 

［正题名］チベットわが祖国 

［第一责任人］ダライ·ラマ著 

［译者］木村肥佐生訳 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1989.9 

［丛编题名］中公文庫 

［丛编题名］チュウコウ ブンコ 



［附注内容］チベット史年表：p399～429 

［知识责任］ラマ 著 

［次知识责任］木村肥佐生 訳 

 

 

［正题名］生命の實相 

［第一责任人］谷口雅春著 

［出版地］東京 

［出版者］光明思想普及會 

［出版日期］1939.11 

［主题词］生長の家 

［知识责任］谷口雅春 著 

 

 

［正题名］讀書と人生 

［第一责任人］三木清著 

［出版地］東京 

［出版者］小山書店 

［出版日期］1942.6 

［知识责任］三木清 著 

 

 

［正题名］青年の書 

 

 

［正题名］現代の書 

［出版地］東京 

［出版者］青年書房 

［出版日期］1937.4 

［丛编题名］室伏高信全集 

［丛编题名］ムロブセ コウシン ゼンシュウ 室伏高信著 第 13 卷 

［知识责任］室伏高信 著 

 

 

［正题名］吉田松陰の精神 

［第一责任人］玖村敏夫著 

［出版地］東京 

［出版者］春陽堂 

［出版日期］1944.5 

［丛编题名］春陽選書 

［丛编题名］シュンヨウ センショ 

［知识责任］玖村敏雄 著 

 

 



［正题名］支那人の宗教 

［第一责任人］グラネ [著] 

［译者］津田逸夫譯 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1943.11 

［丛编题名］東亞研究叢書 

［丛编题名］トウア ケンキュウ ソウショ 21 

［附注内容］滿鐵調査局藏版 

［知识责任］Granet 著 

［知识责任］グラネ 著 

［次知识责任］津田逸夫 譯 

 

 

［正题名］佛教人生論 

［第一责任人］伊藤康安著 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1941.11 

［知识责任］伊藤康安 著 

 

 

［正题名］禪學讀本 

［第一责任人］山田霊林著 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1938.9 

［主题词］禅宗/感想·説教 

［知识责任］山田霊林 著 

 

 

［正题名］坐禅への道 

［第一责任人］宮島蓬州著 

［出版地］大阪 

［出版者］堀書店 

［出版日期］1943 

［知识责任］宮嶋蓬州 著 

 

 

［正题名］禪の諸問題 

［第一责任人］鈴木大拙著 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1941.7 



［丛编题名］大東名著 

［丛编题名］ダイトウ メイチョ 1 

［知识责任］鈴木大拙 著 

 

 

［正题名］友松圓諦選集 

［第一责任人］友松圓諦著 

［出版地］東京 

［出版者］潮文閣 

［出版日期］1941.11 

［附注内容］友松円諦著作目録：p 362 

［主题词］仏教 

［主题词］法華経 

［主题词］法句経 

［知识责任］友松円諦 著 

 

 

［正题名］歴史心理学への道 

［第一责任人］寺内礼治郎著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本図書 

［出版日期］1984.1 

［丛编题名］現代心理学ブックス 

［丛编题名］ゲンダイ シンリガク ブックス 70 

［附注内容］文献解題：p181～185 

［主题词］歴史学 

［主题词］社会心理学 

［知识责任］寺内礼治郎 著 

 

 

［正题名］文化の心理学 

［第一责任人］穐山貞登編著 

［出版地］東京 

［出版者］朝倉書店 

［出版日期］1983.9 

［丛编题名］現代の心理科学 

［丛编题名］ゲンダイ ノ シンリ カガク 

［附注内容］参考文献：p235～243 

［附注内容］著者：穐山貞登ほか 

［主题词］文化 

［知识责任］穐山貞登 編著 

 

 

［正题名］産業能率と精神指導 



［第一责任人］日本経済聯盟会調査課編 

［出版地］東京 

［出版者］山海堂 

［出版日期］1943.6 

［主题词］生産管理 

［知识责任］日本経済聯盟会 編 

 

 

［正题名］心の衞生 

［第一责任人］今村正一著 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1944.6 

［知识责任］今村正一 著 

 

 

［正题名］哲學の根本問題 

［第一责任人］西田幾多郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.10 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 33 

［知识责任］西田幾多郎 著 

 

 

［正题名］毛沢東著作年表 

［第一责任人］［京都大学人文科学研究所編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1981.3 

［附注内容］上巻：年表篇 下巻：語彙索引篇 

 

 

［正题名］毛沢東著作年表 

［第一责任人］［京都大学人文科学研究所編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1980.3 

［附注内容］上巻：年表篇 下巻：語彙索引篇 

 

 

［正题名］落地生根 

［第一责任人］中華会館编 



［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］2000.2 

［主题词］华侨/概况/日本/现代 

［知识责任］中華会館 编 

 

 

［正题名］満州棄民 

［第一责任人］三留理男著 

［出版地］東京 

［出版者］東京書籍 

［出版日期］1988.8 

［丛编题名］日本への遠い道 

［丛编题名］ニホン エノ トオイ ミチ 三留理男著 第 2 部 

［主题词］孤児 

［主题词］日本人中国在留 

［主题词］孤児·孤児院 

［主题词］中国残留者 

［知识责任］三留理男 著 

 

 

［正题名］外國から見た敗戰支那 

［第一责任人］中村常三譯編 

［出版地］東京 

［出版者］清和書店 

［出版日期］1939.5 

［知识责任］中村常三 編 

 

 

［正题名］国土学 

［第一责任人］前川晃一著 

［出版地］京都 

［出版者］朝倉書店 

［出版日期］1943.7 

［丛编题名］現代哲学叢書 

［丛编题名］ゲンダイ テツガク ソウショ 7 

［主题词］政治学 

［主题词］国家 

［知识责任］前川晃一 著 

 

 

［正题名］明治立憲政と伊藤博文 

［第一责任人］ジョージ·アキタ著 

［译者］荒井孝太郎，坂野潤治訳 



［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1971.11 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［知识责任］Akita 著 

［知识责任］アキタ 著 

［次知识责任］荒井孝太郎 訳 

［次知识责任］坂野潤治 訳 

 

 

［正题名］日本ファシズム研究序説 

［第一责任人］安部博純著 

［出版地］東京 

［出版者］未來社 

［出版日期］1975.12 

［主题词］ファシズム 

［知识责任］安部博純 著 

 

 

［正题名］東亜地政学の構想 

［第一责任人］川西正鑑著 

［出版地］東京 

［出版者］實業之日本社 

［出版日期］1942.3 

［主题词］地政学 

［知识责任］川西正鑑 著 

 

 

［正题名］國防國家と交通 

［第一责任人］堀口大八著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋堂 

［出版日期］1942 

［知识责任］堀口大八 著 

 

 

［正题名］戰争と政治 

［第一责任人］木下半治著 

［出版地］東京 

［出版者］昭和書房 

［出版日期］1942.11 

［知识责任］木下半治 著 

 

 



［正题名］新民主義概論 

［第一责任人］大沼喜久男著 

［出版地］北京 

［出版者］大東亞文化研究會 

［出版日期］1943.10 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］大沼喜久男 著 

［知识责任］大東亞文化研究會 著 

 

 

［正题名］政治·文化の新理念 

［第一责任人］鈴木安蔵著 

［出版地］東京 

［出版者］利根書房 

［出版日期］1942.10 

［知识责任］鈴木安蔵 著 

 

 

［正题名］國土計畫論 

［第一责任人］奥井復太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］慶應出版社 

［出版日期］1940.5 

［丛编题名］現代經濟新書 

［丛编题名］ゲンダイ ケイザイ シンショ 第 4 部 技術經濟論 3 

［知识责任］奥井復太郎 著 

 

 

［正题名］支那社會の研究 

［第一责任人］清水盛光著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.6 

［主题词］中国/社会 

［知识责任］清水盛光 著 

 

 

［正题名］中国国民政府の対日政策 1931-1933 

［第一责任人］鹿錫俊著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］2001.1 

［附注内容］基本資料目録: p263-270 

［附注内容］The Chinese national government's Japan policy, 1931-1933 / Lu Xijun(英文タイト



ルは標題紙裏による) 

［主题词］対外関係/歴史/中国、日本 

［知识责任］鹿錫俊 

 

 

［正题名］深まる侵略屈折する抵抗 

［第一责任人］宇野重昭編 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］2001.11 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］日本/対外関係/中国/歴史 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］宇野重昭 

 

 

［正题名］琉球王国の崩壊 

［第一责任人］山口栄鉄編訳 

［出版地］宜野湾 

［出版者］榕樹書林 

［出版日期］2002.10 

［丛编题名］沖縄学研究資料 

［丛编题名］オキナワガク ケンキュウ シリョウ 4 

［附注内容］付: New York Herald(1 枚) 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［知识责任］山口栄鉄（ヤマグチ エイテツ） 編訳 

 

 

［正题名］露清対立の源流 

［第一责任人］阿南惟敬著 

［出版地］東京 

［出版者］甲陽書房 

［出版日期］1979.3 

［附注内容］編集：田中宏巳 

［主题词］中国/国防/歴史/清時代 

［主题词］中国/外国関係/ロシア/歴史 

［主题词］ロシア/外国関係/中国/歴史 

［知识责任］阿南惟敬 著 

 

 

［正题名］幕末維新、明治国家の成立 

［第一责任人］升味準之輔著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 



［出版日期］1988.3 

［丛编题名］日本政治史 

［丛编题名］ニホン セイジシ 升味準之輔著 1 

［附注内容］参照文献：p278-283 

［知识责任］升味準之輔 著 

 

 

［正题名］藩閥支配、政党政治 

［第一责任人］升味準之輔著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1988.5 

［丛编题名］日本政治史 

［丛编题名］ニホン セイジシ 升味準之輔著 2 

［附注内容］参照文献：p331-337 

［主题词］政党/歴史 

［知识责任］升味準之輔 著 

 

 

［正题名］政党の凋落、総力戦体制 

［第一责任人］升味準之輔著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1988.7 

［丛编题名］日本政治史 

［丛编题名］ニホン セイジシ 升味準之輔著 3 

［附注内容］参照文献：p330-339 

［主题词］政党/歴史 

［知识责任］升味準之輔 著 

 

 

［正题名］占領改革、自民党支配 

［第一责任人］升味準之輔著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1988.12 

［丛编题名］日本政治史 

［丛编题名］ニホン セイジシ 升味準之輔著 4 

［附注内容］参照文献：p484-496 

［主题词］政党/歴史 

［知识责任］升味準之輔 著 

 

 

［正题名］近代露清関係史 



［第一责任人］吉田金一著 

［出版地］東京 

［出版者］近藤出版社 

［出版日期］1974.10 

［丛编题名］世界史研究双書 

［丛编题名］セカイシ ケンキュウ ソウショ 16 

［附注内容］参考文献：p.273-274 

［附注内容］巻末：年表 

［主题词］ロシア/外国関係/中国/歴史 

［主题词］中国/外国関係/ロシア/歴史 

［知识责任］吉田金一 著 

 

 

［正题名］昭和期の政治 

［第一责任人］伊藤隆著 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1983.8 

［丛编题名］近代日本研究双書 

［丛编题名］キンダイ ニホン ケンキュウ ソウショ 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［知识责任］伊藤隆 著 

 

 

［正题名］日本社会運動史 

［第一责任人］塩田庄兵衛著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.8 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 334 

［附注内容］巻末：年表 

［主题词］社会運動/日本/歴史/明治以後 

［知识责任］塩田庄兵衛 著 

 

 

［正题名］現代南洋華僑の動態分析 

［第一责任人］市川信愛著 

［出版地］福岡 

［出版者］九州大学出版会 

［出版日期］1991.2 

［附注内容］近代南洋華僑·華人大事記：p[187]～197 

［附注内容］文献目録：p[206]～217 

［主题词］華僑東南アジア在留 



［主题词］華僑日本在留 

［主题词］華僑東アジア在留 

［主题词］華僑日本在留 

［知识责任］市川信愛 著 

 

 

［正题名］孫文と中国革命 

［第一责任人］池田誠著 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1983.11 

［主题词］中国/政治/歴史/民国時代 

［知识责任］池田誠 著 

 

 

［正题名］支那の産業建設 

［第一责任人］孫文著 

［译者］米田祐太郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］教材社 

［出版日期］1942.2 

［主题词］中国/産業 

［知识责任］孫文 著 

［次知识责任］米田祐太郎 訳 

 

 

［正题名］孫文·講演「大アジア主義」資料集 

［第一责任人］陳徳仁，安井三吉編 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1989.9 

［丛编题名］孫中山記念会研究叢書 

［丛编题名］ソン チュウザン キネンカイ ケンキュウ ソウショ 1 

［附注内容］孫文の肖像あり 

［附注内容］英文篇：巻末 p[1]-34 

［知识责任］陳徳仁 編 

［知识责任］安井三吉 編 

 

 

［正题名］宋代官僚制度研究 

［第一责任人］梅原郁著 

［出版地］京都 

［出版者］同朋舎出版 

［出版日期］1985.2 



［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 37 

［主题词］官職/歴史 

［主题词］法制史/中国/宋時代 

［知识责任］梅原郁 著 

 

 

［正题名］近代日中関係史再考 

［第一责任人］田中明編著 

［出版地］東京 

［出版者］日本経済評論社 

［出版日期］2002.3 

［附注内容］参考文献：p233-264 

［主题词］対外関係/歴史/中国，日本/明治以後 

［知识责任］田中明（タナカ アキラ） 

 

 

［正题名］中国華東·華南地区と日本の文化交流 

［第一责任人］藤善眞澄編著 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学出版部 

［出版日期］2001.3 

［丛编题名］関西大学東西学術研究所国際共同研究シリーズ 3 

［附注内容］発行者: 関西大学東西学術研究所 

［附注内容］参考文献: 章末 

［主题词］対外関係/歴史/中国、日本 

［知识责任］藤善真澄（フジヨシ マスミ） 

 

 

［正题名］東南アジアの政治と文化 

［第一责任人］土屋健治，白石隆編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1984.3 

［丛编题名］国際関係論のフロンティア 

［丛编题名］コクサイ カンケイロン ノ フロンティア 3 

［主题词］国際政治 

［主题词］東南アジア/外国関係/歴史 

［知识责任］土屋健治 編 

［知识责任］白石隆 編 

 

 

［正题名］シンガポールの華人社会 

［第一责任人］山下清海著 



［出版地］東京 

［出版者］大明堂 

［出版日期］1988.2 

［附注内容］参考文献：各章末 

［附注内容］シンガポール華人関係文献リスト：p[139]-153 

［主题词］華僑シンガポール在留 

［知识责任］山下清海 著 

 

 

［正题名］東南アジアの中国人社会 

［第一责任人］川崎有三著 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1996.8 

［丛编题名］世界史リブレット 

［丛编题名］セカイシ リブレット 39 

［附注内容］参考文献：p80-82 

［主题词］中国人東南アジア在留 

［主题词］華僑東南アジア在留 

［知识责任］川崎有三 著 

 

 

［正题名］新東南アジア華人事情 

［第一责任人］小林幹夫著 

［出版地］東京 

［出版者］日中出版 

［出版日期］1992.5 

［附注内容］参考文献：P196-198 

［主题词］華僑東南アジア在留 

［主题词］華僑東南アジア在留 

［知识责任］小林幹夫 著 

 

 

［正题名］中國縣政ノ改革 

［第一责任人］史文忠著 

［译者］大陸調査会訳 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］杉山部隊本部 

［出版日期］1939.8 

［附注内容］付：縣長須知(政治月刊 県政問題専号収録 大陸調査会訳) 

［主题词］地方自治 

［知识责任］史文忠 著 

［次知识责任］大陸調査会 訳 

 



 

［正题名］日中交流二千年 

［第一责任人］藤家礼之助著 

［出版地］東京 

［出版者］東海大学出版会 

［出版日期］1988.10 

［附注内容］参考文献：各章末 

［主题词］日本/対外関係/中国 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史 

［知识责任］藤家礼之助 著 

 

 

［正题名］近代中国と日本 

［第一责任人］曾田三郎编著 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］2001.3 

［主题词］对外关系/中国、日本/近代 

［主题词］外交史/中国/近代 

［知识责任］曾田三郎 编著 

 

 

［正题名］日中関係 1945-1990 

［第一责任人］田中明彦著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1991.4 

［主题词］对外关系/中国、日本/1945-1990 

［知识责任］田中明彦 著 

 

 

［正题名］清末中国にぉける日本観と西洋観 

［第一责任人］佐佐木扬（ささきよう） 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］2000.12 

［主题词］对外关系/中国、日本/清代 

［主题词］对外关系/中国、欧洲/清代 

［知识责任］佐佐木扬 著作 

 

 

［正题名］中ソ対立の史的構造 

［第一责任人］宮本信生著 

［出版地］東京 



［出版者］日本国際問題研究所 

［出版日期］1989.12 

［主题词］中国/対外関係/ソビエト連邦/歴史 

［主题词］ソビエト連邦/対外関係/中国/歴史 

［主题词］中国/外国関係/ロシア/歴史 

［主题词］ロシア/外国関係/中国/歴史 

［主题词］中ソ対立 

［主题词］中国/外国関係/ロシア 

［主题词］ロシア/外国関係/中国 

［知识责任］宮本信生 著 

 

 

［正题名］中国とソ連 

［第一责任人］毛里和子著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 69 

［附注内容］巻末：主な参考文献 (1p) 

［附注内容］巻末：中ソ関係略年表 (3p) 

［主题词］中国/外国関係/ロシア 

［主题词］ロシア/外国関係/中国 

［主题词］中国/外国関係/ロシア/歴史 

［知识责任］毛里和子 著 

 

 

［正题名］中ソ関係史の研究 

［第一责任人］石井明著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1990.2 

［主题词］中国/対外関係/ソビエト連邦 

［主题词］ソビエト連邦/対外関係/中国 

［主题词］中国/外国関係/ロシア 

［主题词］ロシア/外国関係/中国 

［主题词］中ソ対立 

［知识责任］石井明 著 

 

 

［正题名］素顔の華僑 

［第一责任人］神戸新聞社編 

［出版地］京都 

［出版者］人文書院 



［出版日期］1987.6 

［附注内容］華僑史年表 神戸華僑歴史博物館協力：p261～284 

［主题词］華僑日本在留 

［主题词］華僑日本在留 

 

 

［正题名］マレーシア·ビルマにおける華僑 

［第一责任人］満鉄東亜経済調査局著 

［出版地］東京 

［出版者］青史社 

［出版日期］1986.12 

［丛编题名］南方資料叢書 

［丛编题名］ナンポウ シリョウ ソウショ 8 

［附注内容］満鉄東亜経済調査局昭和 16 年刊の複製 

［附注内容］巻末:参考文献 

［附注内容］発売元:合同出版社 

［主题词］華僑東南アジア在留 

 

 

［正题名］大和民族の前進 

［第一责任人］森吉義旭著 

［出版地］東京 

［出版者］國際反共聯盟 

［出版日期］1942.5 

［知识责任］森吉義旭 著 

 

 

［正题名］人類生活史 

［第一责任人］E.P.プレンティス著 

［译者］新居格，山内房吉譯 

［出版地］東京 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1942.9 

［知识责任］Prentice 著 

［知识责任］プレンティス 著 

［次知识责任］新居格 譯 

［次知识责任］山内房吉 譯 

 

 

［正题名］社会学入門 

［第一责任人］ブグレ著 

［译者］本田喜代治，牧野巽共訳 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 



［出版日期］1939.1 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 170 篇 

［知识责任］BougléCélestin Charles Alfred, 

［知识责任］ブグレ 著 

［次知识责任］本田喜代治 訳 

［次知识责任］牧野巽 訳 

 

 

［正题名］支那社會研究 

［第一责任人］橘樸著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1936.6 

［知识责任］橘樸 著 

 

 

［正题名］華僑経済史 

［第一责任人］須山卓著 

［出版地］東京 

［出版者］近藤出版社 

［出版日期］1974.11 

［丛编题名］世界史研究双書 

［丛编题名］セカイシ ケンキュウ ソウショ 12 

［附注内容］参考文献：p302-307 

［附注内容］第 2 刷は「第六 結論に代えて」の追加あり 

［主题词］華僑 

［知识责任］須山卓 著 

 

 

［正题名］華僑 

［第一责任人］日本経済新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］日本経済新聞社 

［出版日期］1981.7 

［附注内容］参考文献：p289-291 

［主题词］華僑 

［知识责任］日本経済新聞社 編 

 

 

［正题名］華僑 

［第一责任人］戴国煇著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 



［出版日期］1980.11 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 8 

［主题词］華僑 

［知识责任］戴国煇 著 

 

 

［正题名］孫中山の革命と政治指導 

［第一责任人］横山宏章著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1983.10 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］横山宏章 著 

 

 

［正题名］日本人に知ってほしい台湾共和国独立のシナリオ 

［第一责任人］連根藤著 

［出版地］東京 

［出版者］はまの出版 

［出版日期］1995.4 

［主题词］台湾/政治·行政 

［知识责任］連根藤 著 

 

 

［正题名］国民性及び時代思想 

［第一责任人］永井亨著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1926.1 

［主题词］国民性 

［主题词］社会思想 

［知识责任］永井亨 著 

 

 

［正题名］日本世界觀 

［第一责任人］秋山謙蔵[著] 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1943.6 

［知识责任］秋山謙藏 著 

 

 

［正题名］正統と異端の“あいだ” 



［第一责任人］武田清子著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.9 

［主题词］日本思想/歴史/明治以後 

［主题词］東洋と西洋 

［主题词］アジア/文化 

［知识责任］武田清子 著 

 

 

［正题名］中国アナキズム運動の回想 

［第一责任人］嵯峨隆［ほか］編訳 

［出版地］東京 

［出版者］総和社 

［出版日期］1992.9 

［主题词］無政府主義 

［主题词］社会運動/中国 

［知识责任］嵯峨隆 編訳 

 

 

［正题名］近代中国の思想世界 

［第一责任人］野村浩一著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.12 

［附注内容］「中国·一九一〇年代の思想世界 : 『新青年』を中心に」と題して『立教法

学』(23-25,29-31 号)に連載したもの 

［主题词］中国思想 

［主题词］中国思想/歴史/民国時代 

［知识责任］野村浩一 著 

 

 

［正题名］支那社会政治思想史 

［第一责任人］呂振羽著 

［译者］原勝，角田次郎共訳 

［出版地］東京 

［出版者］日本青年外交協会出版部 

［出版日期］1941.4 

［主题词］政治思想/中国/歴史 

［知识责任］呂振羽 著 

［次知识责任］原勝 訳 

［次知识责任］角田次郎 訳 

 

 



［正题名］中国の知識人と民主主義思想 

［第一责任人］平野正著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1987.6 

［主题词］社会思想/中国/歴史 

［主题词］民主主義 

［知识责任］平野正 著 

 

 

［正题名］支那政治思想史 

［第一责任人］楊幼炯著 

［译者］古賀鶴松訳 

［出版地］東京 

［出版者］人文閣 

［出版日期］1943.9 

［丛编题名］支那文化叢書 

［丛编题名］シナ ブンカ ソウショ 

［知识责任］楊幼炯 著 

［次知识责任］古賀鶴松 訳 

 

 

［正题名］支那政治思想史 

［第一责任人］楊幼炯著 

［译者］古賀鶴松訳 

［出版地］東京 

［出版者］人文閣 

［出版日期］1940.5 

［丛编题名］支那文化叢書 

［丛编题名］シナ ブンカ ソウショ 

［知识责任］楊幼炯 著 

［次知识责任］古賀鶴松 訳 

 

 

［正题名］王道天下之研究 

［第一责任人］田崎仁義著 

［出版地］京都 

［出版者］内外出版印刷 

［出版日期］1932.4 

［主题词］政治学/歴史/中国 

［知识责任］田崎仁義 著 

 

 

［正题名］近世社會思想史大要 



［第一责任人］小泉信三著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.8 

［附注内容］研究書目：p387～414 

［主题词］社会思想/歴史 

［知识责任］小泉信三 著 

 

 

［正题名］愛国主義の創成 

［第一责任人］吉澤誠一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2003.3 

［丛编题名］世界歴史選書 

［丛编题名］セカイ レキシ センショ 

［附注内容］年表：卷末 p1-2 

［附注内容］参考文献：巻末 p3-18 

［主题词］愛国心 

［主题词］ナショナリズム/中国/歴史 

［知识责任］吉沢誠一郎 著 

 

 

［正题名］近代中国アナキズムの研究 

［第一责任人］嵯峨隆著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1994.11 

［主题词］政治思想/中国 

［主题词］無政府主義 

［主题词］無政府主義/中国 

［知识责任］嵯峨隆 著 

 

 

［正题名］近代中国政治思想論 

［第一责任人］藤谷博著 

［出版地］京都 

［出版者］晃洋書房 

［出版日期］1989.11 

［主题词］政治思想/中国 

［主题词］政治思想/中国/歴史/清時代 

［主题词］政治思想/中国/歴史/民国時代 

［知识责任］藤谷博 著 

 



 

［正题名］中国近代政治思想史入門 

［第一责任人］横山宏章著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1987.12 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 37 

［附注内容］参考資料：p324-327 

［主题词］政治思想/中国 

［主题词］政治思想/中国/歴史/清時代 

［主题词］政治思想/中国/歴史/民国時代 

［知识责任］横山宏章 著 

 

 

［正题名］中国近代の革命思想 

［第一责任人］丸山松幸著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1982.6 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 13 

［主题词］社会思想/中国/歴史 

［主题词］中国思想/歴史/民国時代 

［知识责任］丸山松幸 著 

 

 

［正题名］侵略と開発 

［第一责任人］松本俊郎著 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1988.11 

［丛编题名］岡山大学経済学研究叢書 

［丛编题名］オカヤマ ダイガク ケイザイガク ケンキュウ ソウショ 第 5 冊 

［附注内容］文献：p212-222 

［主题词］資本主義/日本 

［主题词］植民政策 

［主题词］日本/経済関係/中国/歴史 

［主题词］植民地政策 

［知识责任］松本俊郎 著 

 

 

［正题名］幕末政治思想史研究 

［第一责任人］山口宗之著 



［出版地］東京 

［出版者］ぺりかん社 

［出版日期］1982.11 

［附注内容］初版：隣人社 昭和 43 年刊 

［主题词］日本/政治/歴史/江戸末期 

［主题词］勤王 

［知识责任］山口宗之 著 

 

 

［正题名］中国政治思想史研究 

［第一责任人］岩間一雄著 

［出版地］東京 

［出版者］未來社 

［出版日期］1990.5 

［主题词］政治思想/中国 

［主题词］朱子学 

［主题词］陽明学 

［知识责任］岩間一雄 著 

 

 

［正题名］太平洋經濟戰爭論 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］慶応書房 

［出版日期］1941.4 

［知识责任］加田哲二 著 

 

 

［正题名］太平洋の民族=政治學 

［第一责任人］平野義太郎，清野謙次合著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.2 

［主题词］東南アジア 

［主题词］太平洋 

［知识责任］平野義太郎 著 

［知识责任］清野謙次 著 

 

 

［正题名］王道講話 

［第一责任人］佐藤胆斎著 

［译者］中野江漢編註 

［出版地］東京 

［出版者］偕成社 



［出版日期］1938 

［知识责任］佐藤胆斎 著 

［次知识责任］中野江漢 編註 

 

 

［正题名］大東亞共榮圏建設の構想 

［出版地］東京 

［出版者］野村合名會社 

［出版日期］1942.6 

［知识责任］野村合名會社 編 

 

 

［正题名］大東亜戦争と思想戦 

［第一责任人］竹田光次著 

［出版地］東京 

［出版者］週刊産業社 

［出版日期］1943.11 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］竹田光次 著 

 

 

［正题名］中ソ国境 

［第一责任人］前田哲男，手嶋竜一著 

［出版地］東京 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1986.5 

［附注内容］中ソ関係年表·参考文献一覧：p233-239 

［知识责任］前田哲男 著 

［知识责任］手嶋竜一 著 

 

 

［正题名］中ソ代理戦争 

［第一责任人］酒田誠一編著 

［出版地］東京 

［出版者］こぶし書房 

［出版日期］1980.2 

［主题词］共産主義 

［主题词］社会主義国家 

［知识责任］酒田誠一 編著 

 

 

［正题名］国際関係思想史研究 

［第一责任人］松本博一著 

［出版地］東京 



［出版者］三省堂 

［出版日期］1992.3 

［附注内容］参考文献：p292-293 

［主题词］国際政治 

［知识责任］松本博一 著 

 

 

［正题名］第一次大戦とパリ講和会議 

［第一责任人］守川正道著 

［出版地］京都 

［出版者］柳原書店 

［出版日期］1983.4 

［主题词］世界戦争 

［主题词］パリ平和会議 

［知识责任］守川正道 著 

 

 

［正题名］国際関係理論の新展開 

［第一责任人］山本吉宣［ほか］編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1984.4 

［丛编题名］国際関係論のフロンティア 

［丛编题名］コクサイ カンケイロン ノ フロンティア 4 

［主题词］国際政治 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/国際政治/歴史 

［知识责任］山本吉宣 編 

 

 

［正题名］国際関係論 

［第一责任人］衛藤瀋吉［ほか］著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1982.9 

［附注内容］参考文献：p323～349 

［附注内容］他の著者：渡辺昭夫，公文俊平，平野健一郎 

［主题词］国際政治 

［知识责任］衛藤瀋吉 著 

［知识责任］渡辺昭夫 著 

［知识责任］公文俊平 著 

［知识责任］平野健一郎 著 

 

 

［正题名］明治自由党の研究 



［第一责任人］寺崎修著 

［出版地］東京 

［出版者］慶応通信 

［出版日期］1987.4 

［主题词］自由党 

［主题词］自由党 

［知识责任］寺崎修 著 

 

 

［正题名］明治自由党の研究 

［第一责任人］寺崎修著 

［出版地］東京 

［出版者］慶応通信 

［出版日期］1987.4 

［主题词］自由党 

［主题词］自由党 

［知识责任］寺崎修 著 

 

 

［正题名］日本海軍から見た日中関係史研究 

［第一责任人］樋口秀実著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房出版 

［出版日期］2002.5 

［附注内容］博士学位論文「日中関係と日本海軍」(國學院大學)を公表したもの 

［主题词］海軍/日本 

［知识责任］樋口秀実 著 

 

 

［正题名］支那租界制度論 

［第一责任人］ジャン·エスカラ著 

［译者］植田捷雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］日光書院 

［出版日期］1941.12 

［附注内容］参考文献目録：215-224p 

［主题词］租界 

［知识责任］Escarra 著 

［知识责任］エスカラ 著 

［次知识责任］植田捷雄 訳 

 

 

［正题名］脱冷戦期の中国外交とアジア·太平洋 

［第一责任人］高木誠一郎編 



［出版地］東京 

［出版者］日本国際問題研究所 

［出版日期］2000.8 

［丛编题名］JIIA 選書 

［丛编题名］JIIA センショ 8 

［主题词］中国/対外関係/アジア 

［主题词］中国/対外関係/アメリカ合衆国 

［主题词］中国/外国関係/アジア 

［主题词］中国/外国関係/アメリカ合衆国 

［知识责任］高木誠一郎 編 

 

 

［正题名］戦後日中·米中関係 

［第一责任人］緒方貞子著 

［译者］添谷芳秀訳 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1992.8 

［附注内容］文献：p189-194 

［附注内容］年表：p195-208 

［附注内容］原著 1988 年刊の日本語版 

［主题词］日本/対外関係/中国 

［主题词］アメリカ合衆国/対外関係/中国 

［知识责任］緒方貞子 著 

［次知识责任］添谷芳秀 訳 

 

 

［正题名］日中戦後関係史 

［第一责任人］古川万太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1981.7 

［主题词］日本/外国関係/中国 1949- 中華人民共和国 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/外国関係/日本 

［知识责任］古川万太郎 著 

 

 

［正题名］現代中国とソ連 

［第一责任人］山極晃，毛里和子編 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際問題研究所 

［出版日期］1987.3 

［丛编题名］国際研究叢書 

［丛编题名］コクサイ ケンキュウ ソウショ 34 



［附注内容］中ソ関係年表(1945-86)·年表主要参考文献一覧：p287-365 

［主题词］中国/外国関係/ロシア 

［主题词］ロシア/外国関係/中国 

［知识责任］山極晃 編 

［知识责任］毛里和子 編 

 

 

［正题名］日華·風雲の七十年 

［第一责任人］張群著 

［译者］古屋奎二訳 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ出版 

［出版日期］1980.8 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］中国 1912- 中華民国/外国関係/日本 

［主题词］日本/外国関係/中国 1912- 中華民国 

［知识责任］張群 著 

［次知识责任］古屋奎二 訳 

 

 

［正题名］中国と朝鮮戦争 

［第一责任人］平松茂雄著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1988.10 

［主题词］中国/国防 

［主题词］朝鮮戦争 

［主题词］軍事/中国/歴史 

［主题词］朝鮮戦争 

［知识责任］平松茂雄 著 

 

 

［正题名］張鼓峯事件の經過概要 

［第一责任人］東洋協會調査部著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋協會 

［出版日期］1938.9 

［丛编题名］調査資料パンフレット 

［丛编题名］チョウサ シリョウ パンフレット 第 37 輯 

 

 

［正题名］戰爭と青年 

［第一责任人］室伏高信著 

［出版地］東京 



［出版者］日本評論社 

［出版日期］1937.10 

［知识责任］室伏高信 著 

 

 

［正题名］蒋介石と南京国民政府 

［第一责任人］家近亮子著 

［出版地］東京 

［出版者］慶應義塾大学出版会 

［出版日期］2002.3 

［附注内容］博士論文『南京国民政府の研究：支配の不浸透要因の分析』 (慶應義塾大学, 

2000 年) を編集したもの 

［主题词］中国/政治·行政/歴史 

［知识责任］家近亮子 著 

 

 

［正题名］外務省現存記録目録 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］［出版者不明］ 

［出版日期］［1968］ 

［附注内容］謄写版 

 

 

［正题名］支那租界論 

［第一责任人］植田捷雄著 

［出版地］大連 

［出版者］巌松堂書店大連支店 

［出版日期］1934.9 

［附注内容］発売：巌松堂書店，巌松堂興安社 

［知识责任］植田捷雄 著 

 

 

［正题名］支那租借地論 

［第一责任人］植田捷雄著 

［出版地］東京 

［出版者］日光書院 

［出版日期］1943.8 

［附注内容］人名·事項索引：巻末 11，5p 

［主题词］租借地 

［知识责任］植田捷雄 著 

 

 

［正题名］論集近代中国と日本 

［第一责任人］山根幸夫著 



［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1976.2 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史/清時代 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史/民国時代 

［知识责任］山根幸夫 著 

 

 

［正题名］中国近代の都市と農村 

［第一责任人］森時彦編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］2001.3 

［丛编题名］京都大學人文科學研究所研究報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ ケンキュウ ホウコク 

［附注内容］中国語タイトルは標題紙裏による 

［主题词］都市/中国/歴史 

［主题词］農村/中国/歴史 

［主题词］中国/農業/歴史 

［知识责任］森時彦 編 

 

 

［正题名］三民主義 

［第一责任人］孫文著 

［译者］安藤彦太郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青(33)-230-1 

［主题词］三民主義 

［知识责任］孫文 著 

［次知识责任］安藤彦太郎 訳 

 

 

［正题名］三民主義 

［第一责任人］孫文著 

［译者］安藤彦太郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青(33)-230-2 



［主题词］三民主義 

［知识责任］孫文 著 

［次知识责任］安藤彦太郎 訳 

 

 

［正题名］赤軍に對する批评 

［第一责任人］滿鐵經濟調査會编 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1935.7 

［正题名］日露戦争·日米外交秘録 

［第一责任人］金子堅太郎講演 

［译者］石塚正英編 

［出版地］流山 

［出版者］長崎出版 

［出版日期］1986.4 

［附注内容］「日露戦役秘録」 (博文館 昭和 4 年刊) の改題新版 

［附注内容］金子堅太郎の肖像あり 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］金子堅太郎 講演 

［次知识责任］石塚正英 編 

 

 

［正题名］明治外交と青木周蔵 

［第一责任人］坂根義久著 

［出版地］東京 

［出版者］刀水書房 

［出版日期］1985.11 

［附注内容］1986 年 4 月発行のものには「御挨拶」あり 

［附注内容］著者略歴·著述目録：269-271 

［附注内容］ISBN は平成 14 年 9 月 15 日 三刷による 

［知识责任］坂根義久 著 

 

 

［正题名］日本外交政策の史的展開 

［第一责任人］大畑篤四郎著 

［出版地］東京 

［出版者］成文堂 

［出版日期］1983.12 

［丛编题名］日本外交史研究 

［丛编题名］ニホン ガイコウシ ケンキュウ 大畑篤四郎著 第 1 巻 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治以後 

［知识责任］大畑篤四郎 著 

 



 

［正题名］対外関係と文化交流 

［第一责任人］田中健夫著 

［出版地］京都 

［出版者］思文閣出版 

［出版日期］1982.11 

［丛编题名］思文閣史学叢書 

［丛编题名］シブンカク シガク ソウショ 

［附注内容］対馬史年表稿：p309-322 

［附注内容］田中健夫著作目録：p625-654 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史/中世 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/中世 

［主题词］長崎県/歴史 

［知识责任］田中健夫 著 

 

 

［正题名］コミンテルンの歴史 

［第一责任人］ソ連邦共産党中央委員会付属マルクス=レーニン主義研究所編 

［译者］村田陽一訳 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1973.8 

［附注内容］コミンテルン史年表(1847-1929 年): 上巻 p295-304 

［附注内容］コミンテルン史年表(1929-1960 年): 下巻 p282-286 

［主题词］コミンテルン 

［次知识责任］村田陽一 訳 

 

 

［正题名］コミンテルンの歴史 

［第一责任人］ソ連邦共産党中央委員会付属マルクス=レーニン主義研究所編 

［译者］村田陽一訳 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1973.8 

［附注内容］コミンテルン史年表(1847-1929 年): 上巻 p295-304 

［附注内容］コミンテルン史年表(1929-1960 年): 下巻 p282-286 

［主题词］コミンテルン 

［次知识责任］村田陽一 訳 

 

 

［正题名］コミンテルン資料集 

［第一责任人］村田陽一編訳 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 



［出版日期］1982.12 

［主题词］共産主義 

［知识责任］村田陽一 編訳 

 

 

［正题名］コミンテルン資料集 

［第一责任人］村田陽一編訳 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1980.12 

［主题词］共産主義 

［知识责任］村田陽一 編訳 

 

 

［正题名］コミンテルン資料集 

［第一责任人］村田陽一編訳 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1981.12 

［主题词］共産主義 

［知识责任］村田陽一 編訳 

 

 

［正题名］バルチック艦隊の潰滅 

［第一责任人］ノビコフ·プリボイ著 

［译者］上脇進訳 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1972.4 

［主题词］海戦/日本 

［主题词］日本海海戦 1905/小説 

［知识责任］Novikov-PriboǐA. S. Alekseǐ Silych 著 

［知识责任］プリボイ 著 

［次知识责任］上脇進 訳 

 

 

［正题名］捕われた鷲 

［第一责任人］ウラジミール·コスチェンコ著 

［译者］徳力真太郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1977.7 

［主题词］日本海海戦 

［知识责任］Kostenko 著 



［知识责任］コスチェンコ 著 

［次知识责任］徳力真太郎 訳 

 

 

［正题名］在米日本人史 

［第一责任人］在米日本人会事蹟保存部編纂 

［出版地］東京 

［出版者］PMC 出版 

［出版日期］1984.10 

［丛编题名］日本人海外発展史叢書 

［丛编题名］ニホンジン カイガイ ハッテンシ ソウショ 

［附注内容］在米日本人会昭和 15 年刊の複製 

［主题词］日本人アメリカ合衆国在留/歴史 

 

 

［正题名］在米日本人史 

［第一责任人］在米日本人会事蹟保存部編纂 

［出版地］東京 

［出版者］PMC 出版 

［出版日期］1984.10 

［丛编题名］日本人海外発展史叢書 

［丛编题名］ニホンジン カイガイ ハッテンシ ソウショ 

［附注内容］在米日本人会昭和 15 年刊の複製 

［主题词］日本人アメリカ合衆国在留/歴史 

 

 

［正题名］在米日本人史 

［第一责任人］在米日本人会事蹟保存部編纂 

［出版地］東京 

［出版者］PMC 出版 

［出版日期］1984.10 

［丛编题名］日本人海外発展史叢書 

［丛编题名］ニホンジン カイガイ ハッテンシ ソウショ 

［附注内容］在米日本人会昭和 15 年刊の複製 

［主题词］日本人アメリカ合衆国在留/歴史 

 

 

［正题名］現代中国政治と毛沢東 

［第一责任人］池上貞一著 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1991.2 

［丛编题名］愛知大学国研叢書 

［丛编题名］アイチ ダイガク コッケン ソウショ 3 



［主题词］中国/政治/歴史 

［主题词］中国/政治·行政 

［知识责任］池上貞一 著 

 

 

［正题名］支那民衆の告白 

［第一责任人］信濃憂人譯編 

［出版地］東京 

［出版者］青年書房 

［出版日期］1940.4 

［知识责任］信濃憂人 譯編 

 

 

［正题名］现代中国の構造変動 

［第一责任人］西村成雄编 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］2000.3 

［主题词］现代史/研究/中国/1919～ 

［主题词］政治史/研究/中国/1919～ 

［知识责任］西村成雄 编 

 

 

［正题名］中国の対日政戦略 

［第一责任人］深堀道義著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1997.7 

［附注内容］年表：p286-292. 主要参考文献：p284-285 

［知识责任］深堀道義 著 

 

 

［正题名］大東亞共榮圈と國語政策 

［第一责任人］保科孝一著 

［出版地］東京 

［出版者］統正社 

［出版日期］1942.10 

［主题词］国語問題 

［主题词］国字問題 

［知识责任］保科孝一 著 

 

 

［正题名］中国の統一と解放のために 

［第一责任人］胡蘭成著 



［出版地］南京 

［出版者］大陸新報南京支社 

［出版日期］1945.5 

［知识责任］胡蘭成 著 

 

 

［正题名］孫文選集 

［第一责任人］孫文著 

［译者］伊藤秀一［ほか］訳 

［出版地］東京 

［出版者］社会思想社 

［出版日期］1985.5 

［附注内容］監修：伊地智善?a 山口一郎 

［附注内容］刊行：孫文研究会 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］三民主義 

［知识责任］孫文 著 

［次知识责任］伊藤秀一 訳 

 

 

［正题名］開戦前夜の近衛内閣 

［第一责任人］尾崎秀実［著］ 

［译者］今井清一編著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1994.11 

［附注内容］主要参考文献：p287～290 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

［知识责任］尾崎秀実 著 

［次知识责任］今井清一 編著 

 

 

［正题名］孫文と毛沢東の遺産 

［第一责任人］藤井昇三，横山宏章編 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1992.4 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 51 

［主题词］中国/歴史/近代 

［知识责任］藤井昇三 編 

［知识责任］横山宏章 編 

 



 

［正题名］コミンテルン竝に中國共産黨の三民主義批判に關する資料 

［第一责任人］高山洋吉譯 

［出版地］ ［東京］ 

［出版者］興亞院政務部 

［出版日期］1939.11 

［丛编题名］興亜資料 

［丛编题名］コウア シリョウ 政治編 第 3 號 

［附注内容］「1920-39 年」 

［附注内容］「極秘」の記載あり 

［附注内容］担当者: 原口健三 

［主题词］コミンテルン 

［次知识责任］高山洋吉 譯 

 

 

［正题名］田中智學の國體開顯 

［第一责任人］里見岸雄著 

［出版地］東京 

［出版者］錦正社 

［出版日期］1940.4 

［知识责任］里見岸雄 著 

 

 

［正题名］日本憲法論 

［第一责任人］黒田覺著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1943.12 

［附注内容］下は「新講憲法」京大プリント社 参照 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］黒田覚 著 

 

 

［正题名］日本國法學 

［第一责任人］美濃部達吉著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣書房 

［出版日期］1908.11 

［附注内容］奥付·表紙に訂正再版の表記あり 

［知识责任］美濃部達吉 著 

 

 

［正题名］憲法·行政法演習 

［第一责任人］佐々木惣一著 



［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1941.2 

［附注内容］初版発行：1941.2 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］佐々木惣一 著 

 

 

［正题名］憲法·行政法演習 

［第一责任人］佐々木惣一著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1941.2 

［附注内容］初版発行：1941.2 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］佐々木惣一 著 

 

 

［正题名］行政法撮要 

［第一责任人］美濃部達吉著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1932.4 

［附注内容］版表示は奥付による 

［附注内容］標題紙の版表示：第 3 版 

［主题词］行政法 

［知识责任］美濃部達吉 著 

 

 

［正题名］中国革命と基層幹部 

［第一责任人］天児慧著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1984.9 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］天児慧 著 

 

 

［正题名］支那兵·土匪·紅槍会 

［第一责任人］長野朗著 

［出版地］東京 

［出版者］坂上書院 

［出版日期］1938.1 

［丛编题名］現代支那全集 



［丛编题名］ゲンダイ シナ ゼンシュウ 4 巻 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］長野朗 著 

 

 

［正题名］支那法制史研究 

［第一责任人］瀧川政次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1940.4 

［主题词］法制史/中国 

［知识责任］滝川政次郎 著 

 

 

［正题名］支那法の根本問題 

［第一责任人］河合篤編訳 

［出版地］京都 

［出版者］教育図書 

［出版日期］1942.7 

［附注内容］ビブリオテカ·シニカ第 1,4,5 冊中より「法律学」に関するものを抜粋収録

したものである。 

［主题词］法律/中国 

［知识责任］河合篤 編訳 

 

 

［正题名］日英関係史 

［第一责任人］細谷千博編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1982.9 

［附注内容］付:総括報告 細谷千博 

［主题词］日本/外国関係/イギリス/歴史 

［主题词］イギリス/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］細谷千博 編 

 

 

［正题名］大正外交十五年史 

［第一责任人］信夫淳平著 

［出版地］東京 

［出版者］国際連盟協会 

［出版日期］1927.7 

［丛编题名］國際聯盟協會パンフレット 

［丛编题名］コクサイ レンメイ キョウカイ パンフレット 第 74 輯 

［知识责任］信夫淳平 著 



 

 

［正题名］近世日朝関係史の研究 

［第一责任人］三宅英利著 

［出版地］東京 

［出版者］文献出版 

［出版日期］1986.3 

［附注内容］近世通信使および関連事項著書·論文目録：p647-671 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史/江戸時代 

［知识责任］三宅英利 著 

 

 

［正题名］共生から敵対へ 

［第一责任人］衛藤瀋吉 

［出版地］東京 

［出版者］東方書店 

［出版日期］2000.8 

［主题词］外交关系/中国，日本/论文集 

［主题词］文化/影响/中国，日本 

［知识责任］衛藤瀋吉 编 

 

 

［正题名］戦後日中關系五十年 

［第一责任人］岛田政雄 

［出版地］东京 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1997 

［主题词］外交史/日本，中国/现代 

［知识责任］岛田政雄 著 

 

 

［正题名］一九二〇年代の中国 

［第一责任人］狭間直樹編 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］1995.9 

［丛编题名］京都大学人文科学研究所共同研究報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ キョウドウ ケンキュ

ウ ホウコク 

［知识责任］狭間直樹 編 

 

 

［正题名］重慶政權の政情 

［第一责任人］東亜研究所編 



［出版地］東京 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1943.4 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所[編] 乙第 65 號 B 

［附注内容］擔當者：中村治兵衛 

［附注内容］「極秘」と朱印あり 

［主题词］中国/政治 

［知识责任］中村治兵衛 編 

 

 

［正题名］支那讀本 

［第一责任人］長野朗著 

［出版地］東京 

［出版者］坂上書院 

［出版日期］1937.9 

［知识责任］長野朗 著 

 

 

［正题名］外交五十年 

［第一责任人］幣原喜重郎著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1987.1 

［丛编题名］中公文庫 

［丛编题名］チュウコウ ブンコ 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治以後 

［知识责任］幣原喜重郎 著 

 

 

［正题名］両大戦間の日本外交 

［第一责任人］細谷千博著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.9 

［主题词］日本/対外関係/歴史 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治以後 

［知识责任］細谷千博 著 

 

 

［正题名］明治維新対外関係史研究 

［第一责任人］犬塚孝明著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 



［出版日期］1987.7 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/対外関係 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸末期 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代 

［知识责任］犬塚孝明 著 

 

 

［正题名］三国同盟·日ソ中立条約 

［第一责任人］大畑篤四郎，細谷千博執筆 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1987.10 

［丛编题名］太平洋戦争への道 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウ エノ ミチ 開戦外交史 カイセン ガイコウシ 日本

国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 5 

［附注内容］凡例に新装版発刊の注記あり 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

［知识责任］大畑篤四郎 執筆 

［知识责任］細谷千博 執筆 

 

 

［正题名］明治初期の日本と東アジア 

［第一责任人］石井孝著 

［出版地］横浜 

［出版者］有隣堂 

［出版日期］1982.11 

［主题词］日本/外国関係/アジア東部/歴史 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［知识责任］石井孝 著 

 

 

［正题名］近代日韓関係史研究 

［第一责任人］森山茂徳著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1987.6 

［附注内容］年表：p269-279 

［附注内容］資料·文献目録：p283-323 

［主题词］日本/対外関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史/明治以後 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史/李朝 

［知识责任］森山茂徳 著 



 

 

［正题名］江戸時代の朝鮮通信使 

［第一责任人］李進煕著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1987.4 

［附注内容］参考文献：p268-271 

［知识责任］李進煕 著 

 

 

［正题名］朝鮮半島の国際政治 

［第一责任人］日本国際政治学会編 

［出版地］国立 

［出版者］日本国際政治学会 

［出版日期］1989.10 

［丛编题名］国際政治 

［丛编题名］コクサイ セイジ 92 号 

［附注内容］発売：有斐閣 

［主题词］朝鮮/外国関係 

 

 

［正题名］日本外交の分析 

［第一责任人］日本国際政治学会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際政治学会 

［出版日期］1957.8 

［丛编题名］国際政治 

［丛编题名］コクサイ セイジ 1957 年夏季特輯 [2 号] 

［附注内容］発売：有斐閣 

［附注内容］現代日本外交年表：p105-123 

［附注内容］戦後日本外交に関する主要文献目録：p124-130 

［附注内容］国際政治外国文献目録抄：p135-144 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

 

 

［正题名］明治初期の国際関係 

［第一责任人］石井孝著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1977.6 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代 

［知识责任］石井孝 著 

 



 

［正题名］幕末の交渉学 

［第一责任人］藤田忠著 

［出版地］東京 

［出版者］プレジデント社 

［出版日期］1981 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸末期 

［知识责任］藤田忠 著 

 

 

［正题名］小笠原諸島異国船来航記 

［第一责任人］大熊良一著 

［出版地］東京 

［出版者］近藤出版社 

［出版日期］1985.11 

［附注内容］小笠原諸島史年表：p183～191 

［主题词］小笠原諸島 

［知识责任］大熊良一 著 

 

 

［正题名］満洲事變期の中日外交史研究 

［第一责任人］俞辛錞著 

［出版地］东京 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1986.9 

［主题词］外交史/研究/中国,日本 

［知识责任］俞辛錞 著 

 

 

［正题名］近代中国官民の日本視察 

［第一责任人］熊達雲著 

［出版地］東京 

［出版者］成文堂 

［出版日期］1998.8 

［主题词］中外关系/历史/中国/日本 

［知识责任］熊達雲 著 

 

 

［正题名］日中外交史研究 

［第一责任人］臼井胜美 

［出版地］东京 

［出版者］吉川弘文院 

［出版日期］平成 10 年[1998] 



［主题词］中外关系/历史/日本/现代 

［知识责任］臼井胜美 

 

 

［正题名］近現代史のなかの日本と中国 

［第一责任人］中嶋嶺雄編著 

［出版地］東京 

［出版者］東京書籍 

［出版日期］1992.11 

［附注内容］執筆：望月圭子ほか 

［附注内容］主要参考文献：p254-258 

［附注内容］近現代·日中関係略年表：p259-262 

［主题词］日本/対外関係/中国/歴史 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］中国/歴史/近代 

［知识责任］中嶋嶺雄 編著 

 

 

［正题名］世界のなかの日中関係 

［第一责任人］池田誠［ほか］編 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1996.4 

［丛编题名］20 世紀中国と日本 

［丛编题名］20 セイキ チュウゴク ト ニホン 上巻 

［附注内容］参考文献：各章末 

［知识责任］池田誠 編 

 

 

［正题名］大東亜外交史研究 

［第一责任人］田村幸策著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本出版 

［出版日期］1942.5 

［主题词］東洋問題 

［知识责任］田村幸策 著 

 

 

［正题名］大山先生の思い出 

［第一责任人］大山郁夫記念事業会編 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1956.11 

［丛编题名］大山郁夫傳 



［丛编题名］オオヤマ イクオ デン 大山郁夫記念事業会編 附録 

 

 

［正题名］ワシントン体制と日米関係 

［第一责任人］細谷千博，斎藤真編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.3 

［附注内容］執筆：細谷千博ほか 

［主题词］日本/外国関係/アメリカ合衆国/歴史/昭和時代 

［主题词］アメリカ合衆国/外国関係/日本/歴史 

［主题词］アメリカ合衆国/外国関係/歴史 

［知识责任］細谷千博 編 

［知识责任］斎藤真 編 

 

 

［正题名］ダレス外交とインドシナ 

［第一责任人］松岡完著 

［出版地］東京 

［出版者］同文舘出版 

［出版日期］1988.12 

［附注内容］文献：巻末 p11～64 

［主题词］アメリカ合衆国/対外関係/インドシナ 

［主题词］アメリカ合衆国/外国関係/インドシナ/歴史 

［主题词］インドシナ戦争 

［知识责任］松岡完 著 

 

 

［正题名］國際パンフレット通信 

［出版地］東京 

［出版者］國際パンフレット通信部 

［出版日期］1932.8 

［附注内容］出版者名：タイムス通信社のものもあり 

 

 

［正题名］文化と犯罪の性格 

［第一责任人］金子準二著 

［出版地］東京 

［出版者］畝傍書房 

［出版日期］1941.6 

［主题词］犯罪 

［知识责任］金子準二 著 

 

 



［正题名］ソ連外交年表 

［第一责任人］尾上正男著 

［出版地］京都 

［出版者］晃洋書房 

［出版日期］1981.5 

［主题词］ロシア/外国関係/歴史 

［知识责任］尾上正男 著 

 

 

［正题名］東アジア国際環境の変動と日本外交 1918-1931 

［第一责任人］服部龍二著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］2001.10 

［附注内容］主要参考文献：p319-325 

［知识责任］服部龍二（ハットリ リュウジ） 著 

 

 

［正题名］東亜関係特種条約彙纂 

［第一责任人］東亜同文会［編纂］ 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.11 

［丛编题名］続日本史籍協会叢書 

［丛编题名］ゾク ニホン シセキ キョウカイ ソウショ 日本史籍協会編 第 3 期第 22 

［附注内容］明治 37 年刊の複製 

［主题词］日本/条約 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］東亜関係特種条約彙纂 

［第一责任人］東亜同文会［編纂］ 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1979.12 

［丛编题名］続日本史籍協会叢書 

［丛编题名］ゾク ニホン シセキ キョウカイ ソウショ 日本史籍協会編 第 3 期第 22 

［附注内容］明治 37 年刊の複製 

［主题词］日本/条約 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

 

 



［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1967.7 

［附注内容］監修：神川彦松 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1967.5 

［附注内容］監修：神川彦松 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

 

 

［正题名］青年雄辯集 

［第一责任人］大日本雄辯會編輯部編 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄辯會 

［出版日期］1913.8 

［正题名］日露·日ソ関係の展開 

［第一责任人］日本国際政治学会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際政治学会 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣(発売) 

［出版日期］1966.10 

［丛编题名］国際政治 

［丛编题名］コクサイ セイジ 31 号 

 

 

［正题名］石井·ランシング協定をめぐる日米交渉 

［第一责任人］池田十吾著 

［出版地］東京 

［出版者］近代文藝社 



［出版日期］1994.1 

［主题词］日本/対外関係/アメリカ合衆国 

［主题词］ワシントン会議 1921ー 

［知识责任］池田十吾 著 

 

 

［正题名］小村外交史 

［第一责任人］外務省［編］ 

［出版地］東京 

［出版者］新聞月鑑社 

［出版日期］1953.2 

［丛编题名］日本外交文書 

［丛编题名］ニホン ガイコウ モンジョ 外務省編纂 別冊 

 

 

［正题名］小村外交史 

［第一责任人］外務省［編］ 

［出版地］東京 

［出版者］新聞月鑑社 

［出版日期］1953.2 

［丛编题名］日本外交文書 

［丛编题名］ニホン ガイコウ モンジョ 外務省編纂 別冊 

 

 

［正题名］近代日本とアジア 

［第一责任人］平野健一郎編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1984.4 

［丛编题名］国際関係論のフロンティア 

［丛编题名］コクサイ カンケイロン ノ フロンティア 2 

［主题词］国際政治 

［主题词］日本/外国関係/アジア/歴史 

［知识责任］平野健一郎 編 

 

 

［正题名］わが外交の近況 

［第一责任人］外務省編 

［出版地］東京 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1978.8 

［附注内容］年表 

［附注内容］第 31 号以降は外交青書と改題, <BN01367050>参照 

［附注内容］外務省発行のものは<BN00768293>をみよ 



［主题词］日本/外国関係 

 

 

［正题名］琉球国使節渡来の研究 

［第一责任人］横山学著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1987.2 

［主题词］日本/歴史/江戸時代 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］横山学 著 

 

 

［正题名］日本外交と中国 

［第一责任人］添谷芳秀著 

［出版地］東京 

［出版者］慶應義塾大学出版会 

［出版日期］1995.5 

［主题词］對外關係/研究/日本,中國 

［知识责任］添谷芳秀 著 

 

 

［正题名］満州事変前夜におけゐ在間島日本総領事舘文書 

［第一责任人］大阪経済法科大学間島史料研究会编 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪経済法科大学 

［出版日期］1999.10 

［丛编题名］ァヅァ研究所研究叢書 1 

 

 

［正题名］日朝関係史を考える 

［第一责任人］歴史学研究会編集 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1989.9 

［丛编题名］歴研アカデミー 

［丛编题名］レキケン アカデミー 6 

［附注内容］付：参考文献 

［主题词］日本/対外関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］日本を孤立に追い込め 

［第一责任人］戸丸廣安著 



［出版地］東京 

［出版者］第一企画出版 

［出版日期］1993.3 

［知识责任］戸丸廣安 著 

 

 

［正题名］日本外交主要文書·年表 

［第一责任人］鹿島平和研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1984.2 

［附注内容］<BN00588702>とは別書誌, 叢書名なし 

 

 

［正题名］支那治外法権史 

［第一责任人］オー·フランケ著 

［译者］前原光雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］慶應出版社 

［出版日期］1944.3 

［丛编题名］亞細亞叢書 

［丛编题名］アジア ソウショ 慶應義塾大學亞細亞研究所[編] 

［知识责任］Franke 著 

［知识责任］フランケ 著 

［次知识责任］前原光雄 訳 

 

 

［正题名］清代刑法研究 

［第一责任人］中村茂夫著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1973.9 

［主题词］法制史/中国/清時代 

［主题词］刑法/中国 

［知识责任］中村茂夫 著 

 

 

［正题名］重慶政府戦時法令集 

［第一责任人］興亜院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1941.6 

［丛编题名］華中調査資料 

［丛编题名］カチュウ チョウサ シリョウ 第 161 號 



［附注内容］「秘」の記載あり 

 

 

［正题名］台湾統治と阿片問題 

［第一责任人］劉明修著 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1983.8 

［丛编题名］近代日本研究双書 

［丛编题名］キンダイ ニホン ケンキュウ ソウショ 

［附注内容］関係年表：p245-249 

［主题词］台湾/行政/歴史 

［主题词］台湾/歴史 

［主题词］阿片 

［知识责任］劉明修 著 

 

 

［正题名］孫文から李登輝へ 

［第一责任人］宇野精一編著 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田出版 

［出版日期］1992.3 

［知识责任］宇野精一 編著 

 

 

［正题名］通化事件 

［第一责任人］佐藤和明著 

［出版地］東京 

［出版者］新評論 

［出版日期］1993.4 

［附注内容］通化事件関連年表：p393-400 

［附注内容］参考資料一覧：p401-403 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］引揚者 

［知识责任］佐藤和明 著 

 

 

［正题名］戦後日中関係五十年 

［第一责任人］島田政雄，田家農著 

［出版地］東京 

［出版者］東方書店 (発売) 

［出版日期］1997.9 

［附注内容］近代日中関係年表(1871 年-1996 年)：巻末 p1-85 

［知识责任］島田政雄 著 



［知识责任］田家農 著 

 

 

［正题名］職域奉公論 

［第一责任人］橘樸著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.2 

［主题词］政治/論説 

［知识责任］橘樸 著 

 

 

［正题名］明日の世界 

［第一责任人］中野友禮著 

［出版地］東京 

［出版者］實業之日本社 

［出版日期］1940.7 

［附注内容］記述は第 10 版(1940.8)による 

［知识责任］中野友礼 著 

 

 

［正题名］天皇制と輿論 

［第一责任人］林平馬著 

［出版地］東京 

［出版者］福村書店 

［出版日期］1946 

［主题词］天皇制 

［知识责任］林平馬 著 

 

 

［正题名］大東亞秩序建設 

［第一责任人］大川周明著 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1943.8 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］大川周明 著 

 

 

［正题名］知と愛の生活 

［第一责任人］アンドレ·モーロア［著］ 

［译者］永井直二譯 

［出版地］東京 

［出版者］昭森社 



［出版日期］1941.12 

［知识责任］MauroisAndré 著 

［知识责任］モーロア 著 

［次知识责任］永井直二 譯 

 

 

［正题名］結婚の生態 

［第一责任人］石川達三著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1938.11 

［知识责任］石川達三 著 

 

 

［正题名］東條内閣総理大臣機密記録 

［第一责任人］伊藤隆，廣橋眞光，片島紀男編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1990.8 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］伊藤隆 編修 

［知识责任］廣橋眞光 編修 

［知识责任］片島紀男 編修 

 

 

［正题名］近代日中関係史料 

［第一责任人］近代日中関係研究会編集 

［出版地］東京 

［出版者］竜渓書舎 

［出版日期］1976.1 

［丛编题名］日中問題重要関係資料集 

［丛编题名］ニッチュウ モンダイ ジュウヨウ カンケイ シリョウシュウ 第 3 巻 

［主题词］外国関係/歴史/中国/日本/民国時代 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］小島麗逸 著 

［知识责任］南里知樹 著 

 

 

［正题名］近代日中関係史料 

［第一责任人］近代日中関係研究会編集 

［出版地］東京 

［出版者］竜渓書舎 

［出版日期］1976.1 

［丛编题名］日中問題重要関係資料集 



［丛编题名］ニッチュウ モンダイ ジュウヨウ カンケイ シリョウシュウ 第 3 巻 

［主题词］外国関係/歴史/中国/日本/民国時代 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］小島麗逸 

［知识责任］南里知樹 

 

 

［正题名］支那身分法史 

［第一责任人］仁井田陞著 

［出版地］東京 

［出版者］東方文化學院 

［出版日期］1942.1 

［主题词］身分法 

［知识责任］仁井田陞 著 

 

 

［正题名］孫文主義の基本的問題 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1939.8 

［正题名］支那及び滿洲關係条約及公文集 

［第一责任人］外交時報社編 

［出版地］東京 

［出版者］外交時報社 

［出版日期］1936.6 

［主题词］中国/条約 

［主题词］満州国 

 

 

［正题名］中国八路軍、新四軍史 

［第一责任人］宍戸寛［ほか］著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1989.1 

［附注内容］文献，八路軍、新四軍関係年表 佐藤宏編：p541-569 

［主题词］中国/国防 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］中国人民解放軍 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］宍戸寛 著 

 

 

［正题名］支那共産軍の現勢 

［第一责任人］深田悠藏著 



［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1939.7 

［主题词］中国共産党 

［知识责任］深田悠蔵 著 

 

 

［正题名］國民革命軍 

［第一责任人］南滿洲鐡道株式會社庶務部調査課［編］ 

［出版地］ ［大連］ 

［出版者］南滿洲鐡道 

［出版日期］1927.4 

［丛编题名］滿鐵調査資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ シリョウ 第 66 編 國民革命の現勢 其 3 

［附注内容］筆者：高久肇 

 

 

［正题名］國防經濟法體制 

［第一责任人］末川博 ［ほか］共著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1942.2 

［丛编题名］大阪商科大學同經濟研究所研究叢書 

［丛编题名］オオサカ ショウカ ダイガク ドウ ケイザイ ケンキュウジョ ケンキュウ 

ソウショ 第 12 冊 

［主题词］統制経済 

［知识责任］末川博 著 

 

 

［正题名］支那各省経済事情 

［第一责任人］日本国際協会編纂 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際協会 

［出版日期］1938.2 

［丛编题名］日本國際協會叢書 

［丛编题名］ニホン コクサイ キョウカイ ソウショ 第 193 輯 

［主题词］中国/経済/歴史/民国時代 

 

 

［正题名］支那戰時經濟論 

［第一责任人］石濱知行著 

［出版地］東京 

［出版者］慶応書房 

［出版日期］1940.9 



［主题词］中国/経済 

［知识责任］石浜知行 著 

 

 

［正题名］支那資本機構·財閥政権 

［第一责任人］濱田峰太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1937.2 

［主题词］中国/経済 

［主题词］中国/政治 

［主题词］財閥 

［知识责任］浜田峰太郎 著 

 

 

［正题名］中国近代東北経済史研究 

［第一责任人］塚瀬進著 

［出版地］東京 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1993.8 

［知识责任］塚瀬進 著 

 

 

［正题名］支那資本機構·財閥政権 

［第一责任人］濱田峰太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1939.6 

［主题词］中国/経済 

［主题词］中国/政治 

［主题词］財閥 

［知识责任］浜田峰太郎 著 

 

 

［正题名］滿洲國の政治と經濟 

［第一责任人］太平洋問題調査部 

［出版地］東京 

［出版者］日本國際協會 

［出版日期］1939.7 

［丛编题名］太平洋問題資料 

［丛编题名］タイヘイヨウ モンダイ シリョウ 4 

［附注内容］調査：小泉吉雄 

［知识责任］小泉吉雄 

 



 

［正题名］文化と政治 

［第一责任人］津久井龍雄著 

［出版地］東京 

［出版者］桃蹊書房 

［出版日期］1941.6 

［知识责任］津久井龍雄 著 

 

 

［正题名］判例百話 

［第一责任人］穗積重遠著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1937.4 

［知识责任］穗積重遠 著 

 

 

［正题名］法史学の諸問題 

［第一责任人］利光三津夫編著 

［出版地］東京 

［出版者］慶応通信 

［出版日期］1987.4 

［主题词］法制史 

［主题词］法制史/日本 

［知识责任］利光三津夫 編著 

 

 

［正题名］ 新法制經濟通義 

［第一责任人］鳩山秀夫，河田嗣郎共著 

［出版地］東京 

［出版者］東京開成館 

［出版日期］1940.7 

［知识责任］鳩山秀夫 著 

［知识责任］河田嗣郎 著 

 

 

［正题名］思想警察通論 

［第一责任人］日本警察社編 

［出版地］東京 

［出版者］日本警察社 

［出版日期］1939.9 

［附注内容］別冊付録：思想警察常識新語辭典 

［附注内容］奥付に 6 版(刷か)とあり 

 



 

［正题名］「日本人になれない」中国孤児 

［第一责任人］菅原幸助著 

［出版地］東京 

［出版者］洋泉社 

［出版日期］1989.4 

［主题词］孤児·孤児院 

［主题词］引揚者 

［知识责任］菅原幸助 著 

 

 

［正题名］七·五事件公判記録 

［第一责任人］影山正治編 

［出版地］東京 

［出版者］大東塾出版部 

［出版日期］1942.12 

［知识责任］影山正治 編 

 

 

［正题名］満鉄の終焉とその後 

［第一责任人］廣田鋼藏著 

［出版地］東京 

［出版者］青玄社 

［出版日期］1990.5 

［附注内容］付：大連市街概略図(1 枚) 

［附注内容］丸沢常哉ほかの肖像あり 

［附注内容］参考文献一覧：p242～244 

［主题词］南満洲鉄道 

［知识责任］広田鋼蔵 著 

 

 

［正题名］北支那開発株式会社及関係会社概要 

［第一责任人］北支那開發株式會社著 

［出版地］［東京］ 

［出版者］北支那開発株式会社 

［出版日期］1941 

［正题名］國内治安對策の研究 

［第一责任人］満洲國軍事顧問部 [編] 

［出版地］東京 

［出版者］大安 

［出版日期］1937.8 

［丛编题名］滿洲共産匪の研究 

［丛编题名］マンシュウ キョウサンヒ ノ ケンキュウ 満洲国軍政部軍事調査部編 第 2

輯 



［附注内容］軍政部顧問部刊 ［康徳 4 年］の複製 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］中国共産党 

［知识责任］満州国軍事顧問部 編 

 

 

［正题名］国土計画 

［第一责任人］国土計画研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］国土計画研究会 

［出版日期］1942.9 

［正题名］支那軍事史 

［第一责任人］A.M.コテネフ著 

［译者］高山洋吉訳 

［出版地］東京 

［出版者］育生社 

［出版日期］1940 

［主题词］軍事/歴史 

［知识责任］Kotenev 著 

［知识责任］コテネフ 著 

［次知识责任］高山洋吉 訳 

 

 

［正题名］孫子の兵学 

［第一责任人］友田冝剛著 

［出版地］東京 

［出版者］国民教育普及会 

［出版日期］1943.11 

［知识责任］友田冝剛 著 

 

 

［正题名］中国民衆と秘密結社 

［第一责任人］酒井忠夫著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1992.2 

［丛编题名］ユーラシア文化史選書 

［丛编题名］ユーラシア ブンカシ センショ 14 

［主题词］秘密結社/中国 

［主题词］秘密結社 

［知识责任］酒井忠夫 著 

 

 

［正题名］中国革命と第三党 



［第一责任人］周偉嘉著 

［出版地］東京 

［出版者］慶応義塾大学出版会 

［出版日期］1998.2 

［附注内容］中国革命と第三党の関連年表：p239-267 

［附注内容］参考文献目録：p268-284 

［附注内容］巻末：事項索引 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］中国革命 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］周偉嘉 著 

 

 

［正题名］支那裸像 

［第一责任人］緒方昇著 

［出版地］東京 

［出版者］大同出版社 

［出版日期］1941 

［知识责任］緒方昇 著 

 

 

［正题名］理論ト實踐 

［第一责任人］新民會中央訓練處［編］ 

［出版地］北京 

［出版者］新民會中央訓練處 

［出版日期］1941.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］新民會中央訓練處 編 

 

 

［正题名］日本人反戦兵士と日中戦争 

［第一责任人］菊池一隆著 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］2003.5 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］捕虜 

［知识责任］菊池一隆 著 

 

 

［正题名］皇道経済学 

［第一责任人］茂木清吾著 

［出版地］東京 



［出版者］文松堂書店 

［出版日期］1944.3 

［主题词］経済学 

［知识责任］茂木清吾 著 

 

 

［正题名］新経済体制研究 

［第一责任人］高橋亀吉著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1940 

［知识责任］高橋亀吉 著 

 

 

［正题名］国際政治経済学の模索 

［第一责任人］日本国際政治学会編 

［出版地］国立 

［出版者］日本国際政治学会 

［出版日期］1990.3 

［丛编题名］国際政治 

［丛编题名］コクサイ セイジ 93 号 

［主题词］国際政治 

［主题词］国際経済 

 

 

［正题名］歳計豫算論 

［第一责任人］ルロア·ボリュー著 

［译者］駒井重格訳 

［出版地］東京 

［出版者］青黎閣 

［出版日期］1883.6 

［知识责任］Leroy-Beaulieu 著 

［知识责任］ボリュー 著 

［次知识责任］駒井重格 訳 

 

 

［正题名］歳計豫算論 

［第一责任人］ルロア·ボリュー著 

［译者］駒井重格訳 

［出版地］東京 

［出版者］青黎閣 

［出版日期］1883.6 

［知识责任］Leroy-Beaulieu 著 

［知识责任］ボリュー 著 



［次知识责任］駒井重格 訳 

 

 

［正题名］歳計豫算論 

［第一责任人］ルロア·ボリュー著 

［译者］駒井重格訳 

［出版地］東京 

［出版者］青黎閣 

［出版日期］1883.6 

［知识责任］Leroy-Beaulieu 著 

［知识责任］ボリュー 著 

［次知识责任］駒井重格 訳 

 

 

［正题名］満洲商工事情 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社地方部商工課編 

［出版地］ ［大連］ 

［出版者］南満洲鉄道地方部商工課 

［出版日期］1934.10 

［主题词］満州/産業 

 

 

［正题名］各地經濟概況 

［第一责任人］滿洲興業銀行調査課編 

［出版地］［新京］ 

［出版者］滿洲興業銀行調査課 

［出版日期］1938.6 

［正题名］山西票號資料 

［第一责任人］濱下武志［ほか］編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1990.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 60 輯 

［主题词］金融/中国/歴史/資料 

［知识责任］濱下武志 編 

 

 

［正题名］支那社会経済の研究 

［第一责任人］井村薫雄著 

［出版地］東京 

［出版者］東亜同文会業務部 

［出版日期］1939.7 

［主题词］中国/経済/歴史 



［知识责任］井村薫雄 著 

 

 

［正题名］支那經濟讀本 

［第一责任人］杜魯人著 

［译者］山田一郎譯 

［出版地］東京 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1935.10 

［知识责任］杜魯人 著 

［次知识责任］山田一郎 譯 

 

 

［正题名］支那各省經濟事情 

［第一责任人］日本國際協會著 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際協会 

［出版日期］1936.4 

［丛编题名］日本國際協會叢書 

［丛编题名］ニホン コクサイ キョウカイ ソウショ 第 165 輯 

［附注内容］外務省東亜局監修 

［主题词］中国/産業 

 

 

［正题名］奥地經濟篇 

［第一责任人］滿鐵調査部［編］ 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1940.11 

［丛编题名］支那抗戰力調査委員會總括資料 

［丛编题名］シナ コウセンリョク チョウサ イインカイ ソウカツ シリョウ 滿鐵調査部 

[編] 昭和 14 年度 4 ノ 1 

［主题词］中国/経済 

［主题词］中国/政治 

 

 

［正题名］奥地經濟篇 

［第一责任人］滿鐵調査部［編］ 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1940.12 

［丛编题名］支那抗戰力調査委員會總括資料 

［丛编题名］シナ コウセンリョク チョウサ イインカイ ソウカツ シリョウ 滿鐵調査部 

[編] 昭和 14 年度 4 ノ 2 



［主题词］中国/経済 

［主题词］中国/政治 

 

 

［正题名］古文献に基く支那物産分布資料 

［第一责任人］小野玄妙編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜研究所 

［出版日期］1941.5 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所[編] 丁 第 11 号 B 

［主题词］中国/産業 

［知识责任］小野玄妙 編 

 

 

［正题名］支那經濟全書 

［第一责任人］東亞同文會編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞同文会 

［出版日期］1909.7 

［丛编题名］在上海東亞同文書院調査 

［丛编题名］ザイ シャンハイ トウア ドウブン ショイン チョウサ 

［附注内容］附録地圖：支那交通全圖 / 東亞同文會編纂局編纂 

 

 

［正题名］支那經濟全書 

［第一责任人］東亞同文會編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞同文会 

［出版日期］1908.11 

［丛编题名］在上海東亞同文書院調査 

［丛编题名］ザイ シャンハイ トウア ドウブン ショイン チョウサ 

［附注内容］附録地圖：支那交通全圖 / 東亞同文會編纂局編纂 
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［第一责任人］百瀬弘著 

［译者］中村哲夫，山根幸夫編 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1980.8 
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［知识责任］百瀬弘 著 
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［出版者］南滿洲鐵道經濟調査會 

［出版日期］1935.11 

［丛编题名］資源調査書類 

［丛编题名］シゲン チョウサ ショルイ 第 3 編第 2 巻 

 

 

［正题名］改正國家總動員法の解説 

［第一责任人］日本經濟研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］伊藤書店 

［出版日期］1941.3 

［正题名］支那経済現勢講話 

［第一责任人］孫懐仁［ほか］著 

［译者］支那経済研究会訳 

［出版地］東京 

［出版者］学芸社 

［出版日期］1935.11 

［知识责任］孫懐仁 著 

［次知识责任］支那経済研究会 訳 

 

 

［正题名］政治經濟學の方法 

［第一责任人］板垣與一著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.2 



［附注内容］参考文献：P423～473 

［主题词］経済学/歴史学派 

［主题词］経済学/生活経済学派 

［知识责任］板垣與一 著 

 

 

［正题名］統制經濟と景氣變動 

［第一责任人］武村忠雄著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 
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［知识责任］武村忠雄 著 
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［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 
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［出版者］改造社 
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［第一责任人］長野朗著 
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［出版者］泉書店 
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［出版地］東京 
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［第一责任人］中山伊知郎，金森久雄，荒憲治郎編 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 
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［出版日期］1935.9 

［丛编题名］統計學全集 
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［出版者］上海経済研究所 

［出版日期］1943.5 
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［出版者］興亞院華中連絡部 
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［出版地］［出版地不明］ 
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［出版者］福大公司 
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［知识责任］福大公司企画課 編 

 

 

［正题名］近代日本法思想史 

［第一责任人］野田良之，碧海純一編 
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［第一责任人］玉井是博著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.4 

［主题词］中国/経済/歴史 

［知识责任］玉井是博 著 
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［出版者］満鉄社員会 
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［出版地］東京 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1940.3 

［主题词］満州/経済 

［主题词］満州/産業 

［知识责任］松崎敏太郎 著 

 

 

［正题名］滿洲一般經濟調査報告 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會［編］ 
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［出版者］南滿洲鐵道經濟調査會 
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［知识责任］浅田喬二 編 

 

 

［正题名］孫子の兵法 
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［出版者］中央公論社 
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［知识责任］公田連太郎 訳 
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［正题名］李衞公問對 

［第一责任人］公田連太郎譯 

［译者］大場彌平講 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 
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［出版地］東京 

［出版者］日滿實業協會 
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［正题名］社會經濟論 

［第一责任人］佐田介石［著］ 

［译者］本庄榮治郎解題 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 
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［丛编题名］メイジ ブンカ ソウショ 
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［译者］經濟批判會譯 

［出版地］東京 

［出版者］叢文閣 
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［知识责任］Varga 著 
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［出版者］大連商工会議所 
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［出版者］中支那経済年報刊行会 

［出版日期］1944.5 

［丛编题名］中國戰争經濟 
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［出版日期］1942.5 

［附注内容］執筆者：笠原仲二(ハシガキによる) 

［附注内容］ハシガキ「本稿ハ中支慣行調査ノ昭和十六年度ニ於ケル中間諸報告ノ一ニ屬

シ從ッテ尚未タ一應ノ覺書的記録ノ域ヲ脱シナイ」 

［附注内容］謄写版印刷 

［知识责任］笠原仲二 執筆 

 

 

［正题名］奉天經濟事情 

［第一责任人］奉天経済事情編 

［出版地］奉天 

［出版者］奉天商工公會 

［出版日期］1941.1 

［正题名］北支資源と其の開發 

［第一责任人］山崎光夫著 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1938.3 

［丛编题名］日本産業経済全書 

［丛编题名］ニホン サンギョウ ケイザイ ゼンショ 第 10 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］中国北部/資源 

［知识责任］山崎光夫 著 

 

 

［正题名］支那經濟事情研究 

［第一责任人］慶応義塾大学東亜事情研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞事情研究會 

［出版日期］1935.12 

［丛编题名］學生論文集 

［丛编题名］ガクセイ ロンブンシュウ 第 3 号 

［知识责任］慶応義塾大学東亜事情研究会 編 

 

 

［正题名］支那全國土地調査報告綱要 

［第一责任人］中支建設資料整備事務所編訳部［訳編］ 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備事務所 

［出版日期］1942.3 



［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 83 編 

 

 

［正题名］一九三九年の支那經濟推移 

［第一责任人］朝鮮銀行調査課編 

［出版地］京城 

［出版者］朝鮮銀行調査課 

［出版日期］1940.5 

［正题名］近代中国の国際的契機 

［第一责任人］浜下武志著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1990.9 

［附注内容］文献等の注：各章末 

［附注内容］索引：巻末 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］中国/経済/歴史 

［主题词］中国/対外関係/歴史 

［主题词］中国/外国関係/歴史/清時代 

［知识责任］濱下武志 著 

 

 

［正题名］滿洲經濟圖表 

［第一责任人］大連商工會議所編 

［出版地］大連 

［出版者］大連商工会議所 

［出版日期］1940 

［附注内容］题名不是取自题名页 

 

 

［正题名］満洲国統制経済論 

［第一责任人］藤原泰著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.10 

［主题词］統制経済 

［知识责任］藤原泰 著 

 

 

［正题名］支那經濟發展の基礎と段階 

［第一责任人］ウイットフオーゲル稿 

［译者］東亜經濟調査局訳編 

［出版地］東京 



［出版者］東亜経済調査局 

［出版日期］1935.8 

［丛编题名］東亞小冊 

［丛编题名］トウア ショウサツ 第 17 

［附注内容］付：文献目録 

［主题词］中国/経済 

 

 

［正题名］東亞經濟研究 

［第一责任人］日本学術振興会第 2 特別委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1941.8 

［附注内容］子書誌あり 

［附注内容］日本学術振興会第二及第十四特別委員会報告 

［主题词］アジア/経済 

 

 

［正题名］支那経済研究 

［第一责任人］支那経済研究会編 

［出版地］上海 

［出版者］内山書店 

［出版日期］1930.11 

［主题词］中国/経済 

［知识责任］支那経済研究会 編 

 

 

［正题名］奥地物資搬出ニ關スル小運送ノ役割ト實施策 

［第一责任人］興亜院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1939.11 

［丛编题名］興亜華中資料 

［丛编题名］コウア カチュウ シリョウ 第 61 號 中調聯交資料 第 3 號 

［附注内容］「秘」の朱印あり 

［附注内容］昭和 14 年 9 月現在調査 

 

 

［正题名］日本植民地経済史研究 

［第一责任人］山本有造著 

［出版地］名古屋 

［出版者］名古屋大学出版会 

［出版日期］1992.2 

［附注内容］参考文献一覧：p295-307 



［附注内容］折り込み表 3 枚 

［主题词］植民地 

［主题词］植民地政策 

［知识责任］山本有造 著 

 

 

［正题名］日露戦後の日本経済 

［第一责任人］高村直助編 

［出版地］東京 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1988.2 

［主题词］日本-経済 

［主题词］日本/経済/歴史/明治以後 

［知识责任］高村直助 編 

 

 

［正题名］日本資本主義と明治維新 

［第一责任人］佐々木寛司著 

［出版地］東京 

［出版者］文献出版 

［出版日期］1988.1 

［主题词］資本主義/日本 

［主题词］明治維新 

［主题词］地租改正 

［主题词］国立銀行 

［知识责任］佐々木寛司 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争の経済史的研究 

［第一责任人］安藤良雄著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1987.4 

［附注内容］年譜：p478-479 

［附注内容］著作目録：p480-487 

［主题词］資本主義/日本 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

［主题词］戦時経済 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］安藤良雄 著 

 

 

［正题名］米と江戸時代 



［第一责任人］土肥鑑高著 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣出版 

［出版日期］1980.4 

［丛编题名］雄山閣 Books 

［丛编题名］ユウザンカク Books 2 

［附注内容］関連年表：p203～208 

［主题词］米穀取引 

［知识责任］土肥鑑高 著 

 

 

［正题名］近代日本経済史を学ぶ 

［第一责任人］石井寛治，海野福寿，中村政則編 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1977.10 

［丛编题名］有斐閣選書 

［丛编题名］ユウヒカク センショ [363] 

［附注内容］参考文献：各章末 

［主题词］日本/経済/歴史/明治時代 

［主题词］日本/経済/歴史/大正時代 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

［知识责任］石井寛治 編 

［知识责任］海野福寿 編 

［知识责任］中村政則 編 

 

 

［正题名］近代日本経済史を学ぶ 

［第一责任人］石井寛治，海野福寿，中村政則編 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1977.9 

［丛编题名］有斐閣選書 

［丛编题名］ユウヒカク センショ [363] 

［附注内容］参考文献：各章末 

［主题词］日本/経済/歴史/明治時代 

［主题词］日本/経済/歴史/大正時代 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

［知识责任］石井寛治 編 

［知识责任］海野福寿 編 

［知识责任］中村政則 編 

 

 

［正题名］経営監査の實務 



［第一责任人］西野嘉一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1940.10 

［丛编题名］ダイヤモンド実務新書 

［丛编题名］ダイヤモンド ジツム シンショ 5 

［知识责任］西野嘉一郎 著 

 

 

［正题名］現代中国経済史研究 

［第一责任人］草野文男著 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1985.2 

［知识责任］草野文男 著 

 

 

［正题名］滿洲統制經濟資料 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］滿鐵調査部 

［出版日期］1939 

［知识责任］滿鐵調査部 編 

 

 

［正题名］日中戦争占領地区支配資料 

［第一责任人］依田憙家編 

［出版地］東京 

［出版者］龍渓書舎 

［出版日期］1987.10 

［主题词］日中戦争 1937-1945/史料 

［主题词］中国/工業/歴史 

［主题词］植民会社 

［主题词］中国/経済/歴史/民国時代/史料 

［知识责任］依田憙家 編 

 

 

［正题名］中国占領地経済資料 

［第一责任人］東亜研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1984.1 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 345 巻 



［附注内容］『支那占領地経済の発展』(東亜研究所 昭和 19 年刊)の複製 

［附注内容］折り込図 9 枚 

［主题词］中国/経済/歴史/民国時代 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］南方建設の根本政策 

［第一责任人］景山哲夫著 

［出版地］東京 

［出版者］明善社 

［出版日期］1942 

［主题词］経済政策 

［主题词］アジア/経済 

［知识责任］景山哲夫 著 

 

 

［正题名］戦力増強の理論 

［第一责任人］難波田春夫著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1944.7 

［知识责任］難波田春夫 著 

 

 

［正题名］大東亞國土計畫論叢 

［第一责任人］吉田秀夫著 

［出版地］東京 

［出版者］官界公論社 

［出版日期］1942.10 

［主题词］国土計画 

［知识责任］吉田秀夫 著 

 

 

［正题名］新體制下の經濟 

［第一责任人］本位田祥男著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1940.11 

［主题词］統制経済 

［知识责任］本位田祥男 著 

 

 

［正题名］必勝の増産 

［第一责任人］大河内正敏著 



［出版地］東京 

［出版者］科学主義工業社 

［出版日期］1944.10 

［知识责任］大河内正敏 著 

 

 

［正题名］開拓社現代英和中辞典 

［第一责任人］開拓社［ほか］編集 

［出版地］東京 

［出版者］開拓社 

［出版日期］1981 

［附注内容］監修：A.S.Hornby 

［附注内容］付：主要参考文献 

［主题词］英語/辞書 

 

 

［正题名］国語慣用句大辞典 

［第一责任人］白石大二編 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂出版 

［出版日期］1977.6 

［主题词］日本語/慣用語/辞書 

［知识责任］白石大二 編 

 

 

［正题名］コンサイス外来語辞典 

［第一责任人］三省堂編修所編 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1979.12 

［主题词］日本語/外来語/辞書 

 

 

［正题名］言文對照初級支那時文講義 

［第一责任人］清水元助，鐘ケ江信光共著 

［出版地］東京 

［出版者］外語学院出版部 

［出版日期］1941.10 

［知识责任］清水元助 著 

［次知识责任］鐘ケ江信光 著 

 

 

［正题名］現代日中辞典 

［第一责任人］香坂順一，望月八十吉，宮田一郎編 



［出版地］東京 

［出版者］光生館 

［出版日期］1981.4 

［主题词］中国語/辞書 

［知识责任］香坂順一 編 

［知识责任］望月八十吉 編 

［知识责任］宮田一郎 編 

 

 

［正题名］岩波日中辞典 

［第一责任人］倉石武四郎，折敷瀬興編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.2 

［主题词］中国語/辞書 

［知识责任］倉石武四郎 編 

［知识责任］折敷瀬興 編 

 

 

［正题名］兩條血痕 

［第一责任人］周作人譯 

［出版地］上海 

［出版者］開明書店 

［出版日期］1930.10 

［附注内容］増訂本 

［知识责任］周作人 譯 

 

 

［正题名］支那時文新講 

［第一责任人］岡田稔著 

［出版地］東京 

［出版者］健文社 

［出版日期］1939.11 

［附注内容］滿洲國國歌の楽譜 

［知识责任］岡田稔 著 

 

 

［正题名］よくわかる擬古文の解釈 

［第一责任人］平沼康著 

［出版地］東京 

［出版者］文憲堂書店 

［出版日期］1940.10 

［知识责任］平沼康 著 

 



 

［正题名］國語の愛護 

［第一责任人］五十嵐力著 

［出版地］東京 

［出版者］白水社 

［出版日期］1938.11 

［知识责任］五十嵐力 著 

 

 

［正题名］滿鐵資料彙報 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐡道 

［出版日期］1942.2 

［知识责任］南満州鉄道株式会社 編 

 

 

［正题名］支那經濟史文献 

［第一责任人］宮本又次著 

［出版地］［彦根］ 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1941.6 

［丛编题名］彦根高商東亜研究所叢書 

［丛编题名］ヒコネ コウショウ トウア ケンキュウジョ ソウショ 第 1 輯 

［附注内容］彦根高商論叢第 29 號(昭和 16 年 6 月)抜刷 

［知识责任］宮本又次 著 

 

 

［正题名］日本経済事典 

［第一责任人］金森久雄［ほか］編集 

［出版地］東京 

［出版者］日本経済新聞社 

［出版日期］1981.4 

［主题词］日本/経済/辞書 

［知识责任］金森久雄 編集 

 

 

［正题名］朝鮮経済の史的断章 

［第一责任人］近藤康男著 

［出版地］東京 

［出版者］農山漁村文化協会 

［出版日期］1987 

［附注内容］年譜：p223～243 

［主题词］朝鮮/農業/歴史 



［主题词］農業政策/朝鮮/歴史 

［知识责任］近藤康男 著 

 

 

［正题名］本會の沿革と事業 

［第一责任人］全國經濟調査機關聯合會［編］ 

［出版地］東京 

［出版者］全國經濟調査機關聯合會 

［出版日期］1941.10 

［正题名］大連の日本人引揚の記録 

［第一责任人］石堂清倫著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1997.4 

［主题词］引揚者問題 

［主题词］大連 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］引揚者 

［知识责任］石堂清倫 著 

 

 

［正题名］配給機構と配給道徳 

［第一责任人］松本信次著 

［出版地］東京 

［出版者］中川書房 

［出版日期］1944.2 

［附注内容］附、食糧品配給の歴史： キャンプ著「市場物語」より ：p 99-166 

［主题词］配給 

［知识责任］松本信次 著 

 

 

［正题名］配給政策 

［第一责任人］平野常治著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1942. 7 

［知识责任］平野常治 著 

 

 

［正题名］日本·中国慣用句対照辞典 

［第一责任人］飛田良文，呂玉新著 

［出版地］東京 

［出版者］南雲堂 

［出版日期］1989.6 



［附注内容］主要参考文献：p164 

［主题词］中国語/熟語 

［主题词］日本語/熟語 

［主题词］中国語/慣用語 

［知识责任］呂玉新 著 

［知识责任］飛田良文 著 

 

 

［正题名］実践日中翻訳用語ハンドブック 

［第一责任人］小山弘編著 

［出版地］東京 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1989.5 

［附注内容］企画：住友商事(株)中国貿易部 

［附注内容］折り込図 2 枚 

［主题词］商業通信/中国語/便覧 

［知识责任］小山弘 編著 

 

 

［正题名］中国語と対応する漢語 

［第一责任人］早稲田大学語学教育研究所［編］ 

［出版地］東京 

［出版者］文化庁 

［出版日期］1978 

［丛编题名］日本語教育研究資料 

［丛编题名］ニホンゴ キョウイク ケンキュウ シリョウ 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］中国語/語彙 

 

 

［正题名］漢文解釈法 

［第一责任人］塚本哲三著 

［出版地］東京 

［出版者］有朋堂書店 

［出版日期］1927.1 

［知识责任］塚本哲三 著 

 

 

［正题名］広東省土壌調査報告 

［第一责任人］鄡植儀［ほか］著 

［译者］興亜院広東派遣員事務所［編訳］ 

［出版地］［広東］ 

［出版者］興亜院広東派遣員事務所 

［出版日期］1942.12 



［丛编题名］広派情 

［丛编题名］コウハジョウ 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］廣派調 第 2 号 

［知识责任］鄡植儀 著 

 

 

［正题名］呉子の兵法 

［第一责任人］公田連太郎譯 

［译者］大場彌平講 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1935.9 

［丛编题名］兵法全集 

［丛编题名］ヘイホウ ゼンシュウ 公田連太郎訳 大場弥平講 2 

［主题词］兵法 

［知识责任］呉起 著 

［知识责任］公田連太郎 譯 

［知识责任］大場弥平 講 

 

 

［正题名］滿洲一般經濟調査報告 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會［編］ 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道經濟調査會 

［出版日期］［1935.11］ 

［丛编题名］資源調査書類 

［丛编题名］シゲン チョウサ ショルイ 第 4 編第 1 巻續 3 

［主题词］満州/経済 

 

 

［正题名］臺灣經濟年報 

［第一责任人］臺灣經濟年報刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］國際日本協會 

［出版日期］1941.6 

［主题词］台湾/経済/年鑑 

 

 

［正题名］「列女傳」注釈及び解説 

［第一责任人］下見隆雄著 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1985.1 



［丛编题名］広島大学文学部紀要 

［丛编题名］ヒロシマ ダイガク ブンガクブ キヨウ トクシュウゴウ 広島大学文学部 第

44 巻特輯号 1 

［知识责任］下見隆雄 著 

 

 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1984.12 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1985.1 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1984.12 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1978.11 

［附注内容］発売者変更: 御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 



［出版日期］1980.3 

［附注内容］発売者変更: 御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1981.3 

［附注内容］発売者変更: 御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1982.1 

［附注内容］発売者変更: 御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 



［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1983.2 

［附注内容］発売者変更: 御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1983.3 

［附注内容］発売者変更: 御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1984.3 

［附注内容］発売者変更: 御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 



 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1984.8 

［附注内容］発売者変更: 御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1985.3 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1985.8 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 



［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1986.8 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1987.8 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 



［出版日期］1988.8 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1989.9 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1990.9 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 



［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1991.9 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1992.9 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1993.9 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 



 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1994.9 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1995.3 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1995.9 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 



［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］昭和社会経済史料集成 

［第一责任人］大久保達正…［ほか］編著 

［译者］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 (発売) 

［出版日期］1996.9 

［附注内容］発売者変更：御茶の水書房 (第 1 巻-第 2 巻) →巌南堂書店 (第 3 巻-) 

［知识责任］大久保達正 編著 

［知识责任］永田元也 編著 

［知识责任］前川邦生 編著 

［知识责任］吉宗宏 編著 

［次知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］外国からきた新語辞典 

［第一责任人］斎藤栄三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］集英社 

［出版日期］1979.3 

［主题词］日本語/外来語/辞書 

［知识责任］斎藤栄三郎 編 

 

 

［正题名］実用広語小辞典 

［第一责任人］井浦芳信編 

［出版地］東京 

［出版者］永岡書店 

［出版日期］1979 

［主题词］日本語/辞書 

［知识责任］井浦芳信 編 

 

 

［正题名］中国語小辞典 

［第一责任人］鐘ケ江信光編 

［出版地］東京 

［出版者］大学書林 

［出版日期］1985.12 



［附注内容］並装は 188 版（1994.2 発行），クロース装は 198 版（1995.1 発行）による 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］中国語/辞書 

［知识责任］鐘ケ江信光 編 

 

 

［正题名］外来語小辞典 

［第一责任人］福音館書店編集部編 

［出版地］東京 

［出版者］福音館書店 

［出版日期］1978.6 

［丛编题名］福音館文庫 

［丛编题名］フクインカン ブンコ 

［附注内容］［付］： 略語表 

［附注内容］記述は 6 版(1969.6)による 

［主题词］日本語/外来語/辞書 

 

 

［正题名］実用 新外来語辞典 

［第一责任人］千曲秀版社外来語研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］千曲秀版社 

［出版日期］1979.3 

［附注内容］監修：富永道夫 

［附注内容］付：欧文略語 

［附注内容］記述は 3 版(1978.2)による 

［主题词］日本語/外来語/辞書 

［知识责任］富永道夫 編 

 

 

［正题名］中国語小辞典 

［第一责任人］鐘ケ江信光編 

［出版地］東京 

［出版者］大学書林 

［出版日期］1976.2 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］中国語/辞書 

［知识责任］鐘ケ江信光 編 

 

 

［正题名］郁達夫資料補篇 

［第一责任人］伊藤虎丸編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 



［出版日期］1973.4 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 18 輯 

［附注内容］郁達夫とその関係者の肖像あり 

［知识责任］伊藤虎丸 編 

 

 

［正题名］郁達夫資料補篇 

［第一责任人］伊藤虎丸編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1974.7 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 22 輯 

［附注内容］郁達夫とその関係者の肖像あり 

［知识责任］伊藤虎丸 編 

 

 

［正题名］魯迅 

［第一责任人］丸尾常喜著 

［出版地］東京 

［出版者］集英社 

［出版日期］1985.5 

［丛编题名］中国の人と思想 

［丛编题名］チュウゴク ノ ヒト ト シソウ 12 

［附注内容］魯迅の肖像あり 

［附注内容］編集：日本アート·センター 

［知识责任］丸尾常喜 著 

 

 

［正题名］周作人文芸随筆抄 

［第一责任人］周作人著 

［译者］松枝茂夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1940.6 

［丛编题名］冨山房百科文庫 

［丛编题名］フザンボウ ヒャッカ ブンコ 110 

［知识责任］周作人 著 

［次知识责任］松枝茂夫 訳 

 

 

［正题名］支那文學史 

［第一责任人］譚正璧著 



［译者］立仙憲一郎譯 

［出版地］東京 

［出版者］人文閣 

［出版日期］1941.7 

［丛编题名］支那文化叢書 

［丛编题名］シナ ブンカ ソウショ 

［主题词］中国文学/歴史 

［知识责任］譚正璧 著 

［次知识责任］立仙憲一郎 譯 

 

 

［正题名］江西蘇区紅色戯劇資料集 

［第一责任人］中野淳子編 

［译者］汪木蘭注 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1985.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 45 輯 

［附注内容］奥付の出版者表記: 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委

員会 

［主题词］中国戯曲/戯曲集 

［知识责任］中野淳子 編 

［次知识责任］汪木蘭 注 

 

 

［正题名］詩人を通じての支那文化 

［第一责任人］上村忠治著 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1941.9 

［附注内容］戰時體制版 

［知识责任］上村忠治 著 

 

 

［正题名］無錫ニ於ケル商業帳簿調査 

［第一责任人］満鐵·上海事務所調査室編 

［出版地］［上海］ 

［出版者］満鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1942.7 

［附注内容］執筆者：一条雄司(ハシガキによる) 

［附注内容］ハシガキ「本稿ハ中支慣行調査ノ昭和十六年度ニ於ケル中間諸報告ノ一ニ屬

シ、從テ尚未タ一應ノ覚書的記録ノ域ヲ脱シナイ」 

［附注内容］謄写版印刷 



［知识责任］一条雄司 編 

 

 

［正题名］寧波温州貿易ルートニ就テ 

［第一责任人］興亜院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1939.12 

［丛编题名］興亜華中資料 

［丛编题名］コウア カチュウ シリョウ 第 105 號 中調聯政資料 第 5 號 

［附注内容］「秘」の朱印あり 

［附注内容］昭和 14 年 10 月 25 日現在調査 

 

 

［正题名］杭州ニ於ケル商業帳簿調査 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］［上海］ 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1942.9 

［附注内容］執筆者：一條雄司 

［附注内容］ハシガキ「本稿ハ中支慣行調査ノ昭和十七年ニ於ケル中間報告ノ一ニ属シ、

従ッテ尚未ダ一應ノ覚書的記録ノ域ヲ脱シナイ」 

［知识责任］一条雄司 執筆 

 

 

［正题名］日中通貨戦史 

［第一责任人］大竹慎一著 

［出版地］東京 

［出版者］フォレスト出版 

［出版日期］2000.10 

［主题词］通貨政策/歴史 

［主题词］植民地行政 

［知识责任］大竹慎一 著 

 

 

［正题名］「満洲国」の金融 

［第一责任人］安冨歩著 

［出版地］東京 

［出版者］創文社 

［出版日期］1997.2 

［附注内容］文献目録：p[275]-282 

［附注内容］満洲金融関係略年表：p[283]-288 

［附注内容］索引：p[289]-295 

［主题词］金融/満州 



［主题词］金融/満州国 

［知识责任］安冨歩 著 

 

 

［正题名］「満洲国」の金融 

［第一责任人］安冨歩著 

［出版地］東京 

［出版者］創文社 

［出版日期］1997.2 

［附注内容］文献目録：p[275]-282 

［附注内容］満洲金融関係略年表：p[283]-288 

［附注内容］索引：p[289]-295 

［主题词］金融/満州 

［主题词］金融/満州国 

［知识责任］安冨歩 著 

 

 

［正题名］近代中国伝統金融機関史 

［第一责任人］陳捷著 

［出版地］東京 

［出版者］国際書院 

［出版日期］1998.2 

［附注内容］文献：p241-244 

［附注内容］人名·組織名·専門用語対照表：p237-240 

［主题词］金融/中国 

［主题词］金融/中国/歴史 

［知识责任］陳捷 著 

 

 

［正题名］中華帝国の構造と世界経済 

［第一责任人］黒田明伸著 

［出版地］名古屋 

［出版者］名古屋大学出版会 

［出版日期］1994.2 

［附注内容］付：英文要旨 

［附注内容］参考文献：巻末 

［主题词］貨幣制度/中国 

［主题词］世界経済 

［知识责任］黒田明伸 著 

 

 

［正题名］北支那通貨金融調査資料 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社調査部編 

［出版地］［大連］ 



［出版者］滿洲鐵道調査部 

［出版日期］1937 

［丛编题名］支那·立案調査書類 

［丛编题名］シナ·リツアン チョウサ ショルイ 第 3 編第 1 巻其 3 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］金融/中国北部 

 

 

［正题名］北支那通貨金融調査資料 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社調査部編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］滿洲鐵道調査部 

［出版日期］1937 

［丛编题名］支那·立案調査書類 

［丛编题名］シナ·リツアン チョウサ ショルイ 第 3 編第 1 巻其 2 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］金融/中国北部 

 

 

［正题名］賃銀論 

［第一责任人］増地庸治郎著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1943.3 

［附注内容］附録：p351-458 

［主题词］賃金 

［知识责任］増地庸治郎 著 

 

 

［正题名］中支ニ於ケル信用合作社 

［第一责任人］興亜院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1940.1 

［丛编题名］興亜華中資料 

［丛编题名］コウア カチュウ シリョウ 第 115 號 中調聯金資料 第 18 號 

［附注内容］「秘」の朱印あり 

［附注内容］昭和 14 年 10 月 6 日現在調査 

［附注内容］［資料作成者］：加藤清 

 

 

［正题名］戦時外国為替管理法令解説 

［第一责任人］野本良平著 

［出版地］東京 



［出版者］敬文堂書店 

［出版日期］1942.5 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］野本良平 著 

 

 

［正题名］中国の銀と商人 

［第一责任人］増井経夫著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1986.2 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 29 

［主题词］銀貨 

［主题词］貨幣/中国/歴史 

［主题词］商人/中国/歴史 

［知识责任］増井経夫 著 

 

 

［正题名］支那新幣制の話 

［第一责任人］今村忠男著 

［出版地］東京 

［出版者］高山書院 

［出版日期］1939.2 

［主题词］貨幣/制度/中国 

［知识责任］今村忠男 著 

 

 

［正题名］中国革命と通貨政策 

［第一责任人］宮下忠雄，豊田隆明著 

［出版地］東大阪 

［出版者］所書店 

［出版日期］1978.5 

［主题词］貨幣制度/中国 

［主题词］通貨政策/中国 

［知识责任］宮下忠雄 著 

［知识责任］豊田隆明 著 

 

 

［正题名］支那（主トシテ中南支）貿易ノ特質 

［第一责任人］興亜院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1939.12 



［丛编题名］興亜華中資料 

［丛编题名］コウア カチュウ シリョウ 第 106 號 中調聯政資料 第 6 號 

［附注内容］「秘」の朱印あり 

［附注内容］昭和 14 年 10 月 23 日現在調査 

 

 

［正题名］事変後に於ける中支占領地区商品流通事情 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社.上海事務所編 

［出版地］上海 

［出版者］南満洲鉄道上海事務所 

［出版日期］1939.3 

［丛编题名］上海滿鐵調査資料 

［丛编题名］シャンハイ マンテツ チョウサ シリョウ 第 23 編 

［主题词］中国中部/経済 

［知识责任］南満州鉄道株式会社.上海事務所 編 

 

 

［正题名］中華民國産業關係法規集 

［第一责任人］古山勝夫著 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1937.8 

［丛编题名］満鉄調査研究資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ ケンキュウ シリョウ 第 27 編 

［附注内容］編譯担当：濱岡福松 

［附注内容］第 1 輯-第 3 輯の発行者：南満州鉄道株式会社産業部 

［附注内容］第 4 輯-第 7 輯の発行者：南満州鉄道株式会社調査部 

［知识责任］古山勝夫 著 

 

 

［正题名］石門市内貨桟業調査報告 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社調査部編 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道株式会社調査部 

［出版日期］1943.10 

［丛编题名］満鉄調査研究資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ ケンキュウ シリョウ 第 83 編 

［丛编题名］北支調査資料 

［丛编题名］ホクシ チョウサ シリョウ 第 38 輯 

 

 

［正题名］琉球·清国交易史 

［第一责任人］宮田俊彦著 

［出版地］東京 



［出版者］第一書房 

［出版日期］1984.4 

［丛编题名］南島文化叢書 

［丛编题名］ナントウ ブンカ ソウショ 高宮廣衞編 7 

［知识责任］宮田俊彦 著 

 

 

［正题名］支那商店と商慣習 

［第一责任人］米田祐太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］教材社 

［出版日期］1940.3 

［知识责任］米田祐太郎 著 

 

 

［正题名］冀東·冀察·其他北支諸省財政資料 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社産業部編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南満洲鉄道産業部 

［出版日期］1937 序 

［附注内容］謄写版 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］中国北部/財政 

 

 

［正题名］支那銀行制度論 

［第一责任人］宮下忠雄著 

［出版地］東京 

［出版者］巌松堂書店 

［出版日期］1943.4 

［知识责任］宮下忠雄 著 

 

 

［正题名］銀の経済的研究 

［第一责任人］田畑為彦著 

［出版地］東京 

［出版者］柁谷書院 

［出版日期］1942.7 

［知识责任］田畑為彦 著 

 

 

［正题名］支那幣制の性格的研究 

［第一责任人］リヨウ·パオセイン著 

［译者］勝谷在登訳 



［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1940.2 

［主题词］貨幣/制度/中国 

［知识责任］Liao 著 

［知识责任］パオセイン 著 

［次知识责任］勝谷在登 訳 

 

 

［正题名］近代中国通貨統一史 

［第一责任人］岩武照彦著 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1990.10 

［主题词］貨幣制度/中国 

［主题词］貨幣制度/中国/歴史 

［主题词］通貨制度/中国/歴史 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］岩武照彦 著 

 

 

［正题名］近代中国通貨統一史 

［第一责任人］步武照彦著 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1990.10 

［主题词］貨幣制度/中国 

［主题词］貨幣制度/中国/歴史 

［主题词］通貨制度/中国/歴史 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］岩武照彦 著 

 

 

［正题名］支那幣制論 

［第一责任人］飯島幡司著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1943.1 

［主题词］貨幣制度/中国/歴史 

［主题词］貨幣/制度/中国 

［知识责任］飯島幡司 著 

 

 

［正题名］支那國民政府の財政 



［第一责任人］東亜経済調査局編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜経済調査局 

［出版日期］1936.12 

［丛编题名］東亞小冊 

［丛编题名］トウア ショウサツ 第 19 

 

 

［正题名］西洋古典 

［第一责任人］小野武雄著 

［出版地］東京 

［出版者］長崎書店 

［出版日期］1942.4 

［丛编题名］國民良識叢書 

［丛编题名］コクミン リョウシキ ソウショ 

［知识责任］小野武雄 著 

 

 

［正题名］南京博覧会各省出品調査書 

［第一责任人］南洋勧業会日本出品協会編 

［出版地］上海 

［出版者］東亜同文会調査編纂部 

［出版日期］1912.6 

［知识责任］南洋勧業会日本出品協会 編 

 

 

［正题名］壷蘆島築港方策 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會［編］ 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道經濟調査會 

［出版日期］1936.4 

［丛编题名］立案調査書類 

［丛编题名］リツアン チョウサ ショルイ 南滿洲鉄道経済調査会 第 17 編第 1 巻續 1 

［主题词］葫蘆島 

 

 

［正题名］支那重要商品誌 

［第一责任人］馬場锹太郎著 

［出版地］上海 

［出版者］禹域学会 

［出版日期］1928.5 

［主题词］中国/物産 

［知识责任］馬場锹太郎 著 

 



 

［正题名］支那重要貿易品解説 

［第一责任人］台灣總督官房調査課編 

［出版地］東京 

［出版者］台灣總督官房調査課 

［出版日期］［19 ?］ 

［丛编题名］前支那及南洋調査 第 216 輯 

 

 

［正题名］財政學 

［第一责任人］汐見三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1943.8 

［丛编题名］朝日新講座 

［丛编题名］アサヒ シンコウザ 第 4 

［主题词］財政学 

［知识责任］汐見三郎 著 

 

 

［正题名］支那財政經濟論 

［第一责任人］小林幾次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1938.1 

［主题词］中国/財政 

［知识责任］小林幾次郎 著 

 

 

［正题名］明代貨幣史考 

［第一责任人］市古尚三著 

［出版地］東京 

［出版者］鳳書房 

［出版日期］1977.7 

［附注内容］参考文献：p401～404 

［主题词］貨幣/中国/歴史 

［主题词］貨幣制度/中国/歴史 

［知识责任］市古尚三 著 

 

 

［正题名］図書整理入門 

［第一责任人］加藤宗厚編 

［出版地］東京 

［出版者］古径荘 



［出版日期］1939.3 

［主题词］図書整理 

［知识责任］加藤宗厚 編 

 

 

［正题名］営業税及所得税ニ関スル決議 

［第一责任人］商業会議所聯合会編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］商業会議所聯合会 

［出版日期］1925.6 

［知识责任］商業会議所聯合会 編 

 

 

［正题名］高等租税原論 

［第一责任人］田中穂積著 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田大學出版部 

［出版地］東京 

［出版者］博文館（發賣） 

［出版日期］1903.4 

［丛编题名］早稲田叢書 

［丛编题名］ワセダ ソウショ 

［附注内容］その他の發賣所：有斐閣書房，東京堂書店，全國各地書林 

［知识责任］田中穂積 著 

 

 

［正题名］支那文學藝術考 

［第一责任人］青木正児著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1942.8 

［主题词］中国文学/論説 

［知识责任］青木正児 著 

 

 

［正题名］中国朝鮮族文学の歴史と展開 

［第一责任人］大村益夫著 

［出版地］東京 

［出版者］緑蔭書房 

［出版日期］2003.3 

［附注内容］金学鉄（洪性杰） 略歴 / 大村益夫作成：p397-400 

［主题词］朝鮮文学/歴史 

［主题词］朝鮮文学/作家 

［主题词］朝鮮人中国在留 



［知识责任］大村益夫 著 

 

 

［正题名］欧米国債整理始末 

［第一责任人］東京交換所編 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1910.4 

［主题词］国債/ヨーロッパ 

［主题词］国債/アメリ K 合衆国 

 

 

［正题名］長崎華商経営の史的研究 

［第一责任人］山岡由佳著 

［出版地］京都 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1995.3 

［附注内容］文献：p157～166 

［主题词］中国/商業/歴史 

［主题词］簿記/歴史 

［主题词］華僑/日本在留 

［主题词］簿記/歴史 

［主题词］華僑日本在留 

［知识责任］山岡由佳 著 

 

 

［正题名］支那文學史 

［第一责任人］譚正璧著 

［译者］立仙憲一郎譯 

［出版地］東京 

［出版者］人文閣 

［出版日期］1941.3 

［丛编题名］支那文化叢書 

［丛编题名］シナ ブンカ ソウショ 

［主题词］中国文学/歴史 

［知识责任］譚正璧 著 

［次知识责任］立仙憲一郎 譯 

 

 

［正题名］支那思想文学史 

［第一责任人］支那地理歴史大系刊行会編 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1941.10 



［丛编题名］支那地理歴史大系 

［丛编题名］シナ チリ レキシ タイケイ 支那地理歴史大系刊行会編 10 

 

 

［正题名］文學ノート 

［第一责任人］福田清人著 

［出版地］東京 

［出版者］國文社 

［出版日期］1942.8 

［知识责任］福田清人 著 

 

 

［正题名］二松 

［第一责任人］二松學舍大學大學院文學研究科編 

［出版地］東京 

［出版者］二松學舍大學 

［出版日期］1987.3 

［正题名］二松 

［第一责任人］二松學舍大學大學院文學研究科編 

［出版地］東京 

［出版者］二松學舍大學 

［出版日期］1988.3 

［正题名］二松 

［第一责任人］二松學舍大學大學院文學研究科編 

［出版地］東京 

［出版者］二松學舍大學 

［出版日期］1989.3 

［正题名］二松 

［第一责任人］二松學舍大學大學院文學研究科編 

［出版地］東京 

［出版者］二松學舍大學 

［出版日期］1990.3 

［正题名］二松 

［第一责任人］二松學舍大學大學院文學研究科編 

［出版地］東京 

［出版者］二松學舍大學 

［出版日期］1991.3 

［正题名］二松 

［第一责任人］二松學舍大學大學院文學研究科編 

［出版地］東京 

［出版者］二松學舍大學 

［出版日期］1992.3 

［正题名］二松 

［第一责任人］二松學舍大學大學院文學研究科編 



［出版地］東京 

［出版者］二松學舍大學 

［出版日期］1993.3 

［正题名］二松 

［第一责任人］二松學舍大學大學院文學研究科編 

［出版地］東京 

［出版者］二松學舍大學 

［出版日期］1994.3 

［正题名］二松 

［第一责任人］二松學舍大學大學院文學研究科編 

［出版地］東京 

［出版者］二松學舍大學 

［出版日期］1995.3 

［正题名］中国出版文化史 

［第一责任人］井上進著 

［出版地］名古屋 

［出版者］名古屋大学出版会 

［出版日期］2002.1 

［主题词］出版/中国 

［主题词］図書販売/中国/歴史 

［主题词］出版販売/歴史 

［知识责任］井上進 著 

 

 

［正题名］中支ニ於ケル對外通信擴充ニ關スル調査研究 

［第一责任人］興亜院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1939.11 

［丛编题名］興亜華中資料 

［丛编题名］コウア カチュウ シリョウ 第 63 號 中調聯交資料 第 5 號 

［附注内容］「秘」の朱印あり 

［附注内容］例言：昭和 14 年 9 月現在ノ調査ナリ 

 

 

［正题名］中國新聞の理念と批判 

［第一责任人］中華民國政府宣傳部中央報業經理處編 

［出版地］南京 

［出版者］中華民國政府宣傳部中央報業經理處 

［出版日期］1941.12 

［丛编题名］報業旬刊日文版 

［丛编题名］ホウギョウ ジュンカン ニチブンバン 第 1 輯 

［知识责任］中華民國政府宣傳部中央報業經理處 編 

 



 

［正题名］満洲放送年鑑 

［第一责任人］高塚嘉一編輯 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲電信電話株式會社 

［出版日期］1941.2 

［知识责任］高塚嘉一 編輯 

 

 

［正题名］鉛鑛關係資料 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式会社調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1937.12 

［丛编题名］滿洲·五箇年計畫立案書類 

［丛编题名］マンシュウ ゴカネン ケイカク リツアン ショルイ 第 2 編 第 6 巻 

［附注内容］極秘資料 

［附注内容］原本は 1937 年滿鐵調査部より発刊 

［主题词］南満州鉄道 

 

 

［正题名］産金 

［第一责任人］山本勇三著 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1938.2 

［丛编题名］ダイヤモンド産業全書 

［丛编题名］ダイヤモンド サンギョウ ゼンショ 1 

［知识责任］山本勇三 著 

 

 

［正题名］読書案内 

［第一责任人］赤木健介著 

［出版地］東京 

［出版者］伊藤書店 

［出版日期］1942.7 

［主题词］読書 

［知识责任］赤木健介 著 

 

 

［正题名］法幣流通状況 

［第一责任人］興亜院華中連絡部 

［第一责任人］興亜院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不明］ 



［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1939.11 

［丛编题名］興亜華中資料 

［丛编题名］コウア カチュウ シリョウ 第 22 號 第 2 號 

［附注内容］「秘」の朱印あり 

 

 

［正题名］支那幣制に關する調査 

［第一责任人］川崎英策著 

［出版地］東京 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1941.2 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所［編］ 丁第 12 號 D 

［附注内容］謄写版 

［主题词］貨幣/制度/中国 

［知识责任］川崎英策 著 

 

 

［正题名］支那幣制統一問題 

［第一责任人］興亜院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1939.12 

［丛编题名］興亜華中資料 

［丛编题名］コウア カチュウ シリョウ 第 54 號 中調聯金資料 第 11 號 

［附注内容］「秘」の朱印あり 

［附注内容］昭和 14 年 9 月 25 日現在調査 

［附注内容］担当執筆：加藤清 

 

 

［正题名］支那幣制改革の囘顧 

［第一责任人］東洋協會調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋協會 

［出版日期］1936.11 

［丛编题名］調査資料パンフレット 

［丛编题名］チョウサ シリョウ パンフレット 第 18 輯 

［附注内容］附録：p81-86 

 

 

［正题名］中国の幣制改革と国際関係 

［第一责任人］野沢豊編 

［出版地］東京 



［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1981.2 

［附注内容］執筆：野沢豊ほか 

［主题词］貨幣制度/中国/歴史 

［主题词］中国/経済関係/歴史 

［主题词］日本/経済関係/中国/歴史 

［知识责任］野沢豊 編 

 

 

［正题名］支那重要商品誌 

［第一责任人］馬場锹太郎著 

［出版地］上海 

［出版者］禹域學會 

［出版日期］1926.5 

［丛编题名］禹域学会叢書 

［丛编题名］ウイキ ガッカイ ソウショ 第 3 編 

［主题词］中国/物産 

［知识责任］馬場锹太郎 著 

 

 

［正题名］カン支那通貨論 

［第一责任人］イー·カン著 

［译者］宮下忠雄譯 

［出版地］上海 

［出版者］東亜同文書院支那研究部 

［出版日期］1934.11 

［附注内容］原著第 3 版の翻訳 

［主题词］通貨問題 

［知识责任］Kann 著 

［知识责任］カン 著 

［次知识责任］宮下忠雄 譯 

 

 

［正题名］支那の石炭鑛業經營に就いて 

［第一责任人］菊田太郎著 

［出版地］京都 

［出版者］東亞經濟研究所 

［出版日期］1942.12 

［丛编题名］東亞經濟叢書 

［丛编题名］トウア ケイザイ ソウショ 東亞經濟研究所 第 6 輯 東亞鑛業論 第 1 册 

［附注内容］『東亞經濟論叢』第 2 巻第 4 號(昭和 17 年 12 月)抜刷 

［知识责任］菊田太郎 著 

 

 



［正题名］人造絹糸工業報告書 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會［訳編］ 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編訳部 

［出版日期］1940.5 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 19 編 

［附注内容］全国経済委員会刊の翻訳 

［主题词］人造絹糸 

 

 

［正题名］北支那紡績業立地條件調査報告 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社調査部編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社調査部 

［出版日期］1941 

［丛编题名］日満支工業立地条件調査報告 

［丛编题名］ニチマンシ コウギョウ リッチ ジョウケン チョウサ ホウコク 第 2 部第 4

編 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］支那水利史 

［第一责任人］興亜院技術部編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］興亜院 

［出版日期］1940 

［丛编题名］興技調査資料 

［丛编题名］コウギ チョウサ シリョウ 第 36 号 

［附注内容］華北水利委員会出版の「中国水利史述要」の翻訳 翻訳者: 佐藤嘉橘 

［附注内容］遡及 

［主题词］水利/中国/歴史 

［知识责任］興亜院技術部 編 

 

 

［正题名］支那塩政史 

［第一责任人］曽仰豊著 

［译者］吉村正訳 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1941.5 

［丛编题名］支那文化史大系 

［丛编题名］シナ ブンカシ タイケイ 4 

［附注内容］折り込図 1 枚 



［主题词］塩専売/歴史 

［知识责任］曽仰豊 著 

［次知识责任］吉村正 訳 

 

 

［正题名］東洋文庫の六十年 

［第一责任人］榎一雄著 

［出版地］［東京］ 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1977.11 

［知识责任］榎一雄 著 

 

 

［正题名］支那重要資源の研究 

［第一责任人］高木道信編 

［出版地］大阪 

［出版者］大同書院 

［出版日期］1941 

［主题词］中国/物産 

［知识责任］高木道信 編 

 

 

［正题名］文化五年土佐漂着江南商船郁長發資料 

［第一责任人］松浦章編著 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学出版部 

［出版日期］1989.3 

［丛编题名］関西大学東西学術研究所資料集刊 

［丛编题名］カンサイ ダイガク トウザイ ガクジュツ ケンキュウジョ シリョウ シュウ

カン 13-4 江戸時代漂着唐船資料集 4 

［附注内容］発行者：関西大学東西学術研究所 

［附注内容］複製. 影印 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］日本/対外関係/中国 

［知识责任］松浦章 編著 

 

 

［正题名］江西蘇区文学運動資料集 

［第一责任人］秋吉久紀夫編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1976.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 24 輯 



［附注内容］江西蘇区戯劇運動年表：p141-149 

［附注内容］奥付：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［主题词］中国文学/歴史/民国時代 

［主题词］中国文学/歴史 ーー 

［知识责任］秋吉久紀夫 編 

 

 

［正题名］支那貨幣論 

［第一责任人］章乃器著 

［译者］浅川謙次訳 

［出版地］東京 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1939.8 

［主题词］貨幣/制度/中国 

［知识责任］章乃器 著 

［次知识责任］浅川謙次 訳 

 

 

［正题名］交争する中国文学と日本文学 

［第一责任人］杉野要吉編著 

［出版地］東京 

［出版者］三元社 

［出版日期］2000.6 

［主题词］中国文学/歴史 

［主题词］日本文学/歴史/昭和時代 

［主题词］日本文学/歴史/昭和時代 

［主题词］中国文学/歴史/20 世紀 

［知识责任］杉野要吉 編著 

 

 

［正题名］中国工業化の歴史 

［第一责任人］池田誠…［ほか］共著 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1982.11 

［附注内容］標題紙の副書名(誤植):近現代工業発展の歴史と展望 

［主题词］中国/工業/歴史 

［知识责任］池田誠 著 

［知识责任］田尻利 著 

［知识责任］山本恒人 著 

［知识责任］西村成雄 著 

［知识责任］奥村哲 著 

 

 



［正题名］支那資源及産業総覧 

［第一责任人］呉承洛著 

［译者］木村増太郎校閲 

［译者］藤枝丈夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］支那文化協会 

［出版日期］1940.8 

［知识责任］呉承洛 著 

［知识责任］藤枝丈夫 校閲 

［次知识责任］木村増太郎 訳 

 

 

［正题名］満洲国有鉄道沿線産業視察団座談会記録 

［第一责任人］鐵路総局［編］ 

［出版地］奉天 

［出版者］鉄路総局 

［出版日期］1935.5 

［附注内容］"康徳元年十二月" 

［附注内容］表紙に"秘"とあり 

［主题词］満州/農業 

［主题词］満州/林業 

［主题词］満州/畜産業 

 

 

［正题名］満洲国有鉄道沿線産業視察団座談会記録 

［第一责任人］鐵路総局［編］ 

［出版地］奉天 

［出版者］鉄路総局 

［出版日期］1935.5 

［附注内容］"康徳元年十二月" 

［附注内容］表紙に"秘"とあり 

［主题词］満州/農業 

［主题词］満州/林業 

［主题词］満州/畜産業 

 

 

［正题名］滿州に於ける滿人中小商工業者業態調査 

［第一责任人］滿州中央銀行調査課［編］ 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］滿州中央銀行調査課 

［出版日期］1938.9 

［正题名］滿洲事變後設立會社業態 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會編 

［出版地］［大連］ 



［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1935.2 

［丛编题名］経調資料 

［丛编题名］ケイチョウ シリョウ 第 59 編 

 

 

［正题名］支那紡績業の發展 

［出版地］東京 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1940.7 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所［編］ 丙第 124 號 D 

［附注内容］謄写版 

［附注内容］担任者：第三部 大井専三 

 

 

［正题名］高粱稈蒐集調査報告書 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社臨時經濟調査委員會［編］ 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道臨時經濟調査委員會 

［出版日期］［19 ?］ 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 第 22 編 

［附注内容］附：製紙原料トシテノ高粱稈 

 

 

［正题名］滿洲に於けるパルプ事業と斯業五ケ年計畫 

［第一责任人］平川義外編 

［出版地］［新京］ 

［出版者］滿洲興業銀行調査課 

［出版日期］1938.5 

［丛编题名］調査資料 

［丛编题名］チョウサ シリョウ 第 1 號 

［附注内容］參考文獻及資料：p120 

［附注内容］編者：平川義外 

［附注内容］表紙に「○秘」とあり 

［知识责任］平川義外 編 

 

 

［正题名］支那の戰時財政 

［第一责任人］大藏大臣官房財政經濟調査課編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］大藏大臣官房財政經濟調査課 

［出版日期］1939 



［丛编题名］戰時財政經濟参考資料 

［丛编题名］センジ ザイセイ ケイザイ サンコウ シリョウ 第 12 輯 

［附注内容］出版年は巻末による 

 

 

［正题名］奉天省財政の研究 

［第一责任人］園田一龜著 

［出版地］奉天 

［出版者］盛京時報社 

［出版日期］1927.7 

［主题词］遼寧省/財政 

［知识责任］園田一亀 著 

 

 

［正题名］満州中央銀行史 

［第一责任人］満州中央銀行史研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1988.11 

［附注内容］満州中央銀行史年表：p321～340 引用文献：p341-344 

［主题词］満州中央銀行 

［主题词］金融政策 

［主题词］金融/満州国 

 

 

［正题名］業務概況 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會編 

［出版地］［上海］ 

［出版者］中支建設資料整備委員會 

［出版日期］1941.3 

［正题名］支那典籍史談 

［第一责任人］大内白月著 

［出版地］東京 

［出版者］昭森社 

［出版日期］1944.4 

［主题词］書誌学/中国 

［知识责任］大内白月 著 

 

 

［正题名］東洋文庫所藏漢籍分類目録 

［第一责任人］東洋文庫［編］ 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1986.12 



［附注内容］子部の編者：東洋文庫圖書部 

［主题词］蔵書目録 

 

 

［正题名］支那の金融と通貨 

［第一责任人］井村薫雄著 

［出版地］上海 

［出版者］上海出版協会 

［出版日期］1924.4 

［主题词］金融/中国 

［主题词］貨幣/制度/中国 

［知识责任］井村薫雄 著 

 

 

［正题名］戦時の中國銀行業動態 

［第一责任人］盛慕傑著 

［出版地］東京 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1940.8 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所［編］ 丙第 129 號 D 奥地建設資料 金融·第 1 號 

［附注内容］謄写版 

［附注内容］原著者 盛慕傑. 原書名 「財政評論」第一巻=第一期. 題目 戦時中國銀行業

動態. 飜譯者 第三部 大井専三 

［知识责任］盛慕傑 著 

［知识责任］大井専三 編 

 

 

［正题名］大正昭和初期財政史 

［第一责任人］坂入長太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］酒井書店 

［出版日期］1988.7 

［丛编题名］日本財政史研究 

［丛编题名］ニホン ザイセイシ ケンキュウ 坂入長太郎著 3 

［主题词］財政/日本/歴史 

［主题词］日本/財政/歴史/大正時代 

［主题词］日本/財政/歴史/昭和時代 

［知识责任］坂入長太郎 著 

 

 

［正题名］酒税等ノ増徴ニ關スル資料 

［第一责任人］東京商工會議所編 

［出版地］東京 



［出版者］東京商工會議所 

［出版日期］1942.1 

［丛编题名］商工資料 

［丛编题名］ショウコウ シリョウ 第 90 號 

 

 

［正题名］生絲調査報告 

［第一责任人］八木一郎編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1941.2 

［丛编题名］華中調査資料 

［丛编题名］カチュウ チョウサ シリョウ 第 96 號 中支那重要國防資源 

［丛编题名］國防資源資料 

［丛编题名］コクボウ シゲン シリョウ 第 25 號 

［丛编题名］農産資源資料 

［丛编题名］ノウサン シゲン シリョウ 第 17 號 

［附注内容］編纂担当者：八木一郎 

［主题词］蚕業 

［知识责任］八木一郎 編 

 

 

［正题名］戰後支那の金融及び幣制 

［第一责任人］中國通信社調査部編 

［出版地］上海 

［出版者］中國通信社調査部 

［出版日期］1938.5 

［丛编题名］中通資料 

［丛编题名］チュウツウ シリョウ 第 75 號 

［知识责任］中國通信社調査部 編 

 

 

［正题名］支那劇物語 

［第一责任人］石原巖徹［著］ 

［出版地］奉天 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1939.4 

［知识责任］石原巖徹 著 

 

 

［正题名］支那劇大觀 

［第一责任人］波多野乾一著 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 



［出版日期］1943.10 

［丛编题名］大東選書 

［丛编题名］ダイトウ センショ 第 2 

［附注内容］附録:劇名索引 

［主题词］中国演劇 

［知识责任］波多野乾一 著 

 

 

［正题名］郁達夫資料補篇 

［第一责任人］伊藤虎丸編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1973.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 18 輯 

［附注内容］郁達夫とその関係者の肖像あり 

［知识责任］伊藤虎丸 編 

 

 

［正题名］郁達夫資料補篇 

［第一责任人］伊藤虎丸編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1974.7 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 22 輯 

［附注内容］郁達夫とその関係者の肖像あり 

［知识责任］伊藤虎丸 編 

 

 

［正题名］郁達夫資料総目録附年譜 

［第一责任人］伊藤虎丸，稻葉昭二，铃木正夫編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1990.2 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 59 輯 

［附注内容］年譜：下巻末 

［知识责任］伊藤虎丸 編 

［知识责任］稻葉昭二 編 

［知识责任］铃木正夫 編 

 

 

［正题名］沈佺期詩索引 



［第一责任人］松岡榮志編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所附屬東洋學文獻センター 

［出版日期］1987.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 50 輯 

［附注内容］詩題及び『全唐詩』のページ數：p7-12 

［附注内容］檢字表：p1-19 

［附注内容］四角號碼檢字表：p1-16 

［知识责任］松岡栄志 編 

 

 

［正题名］宋之問詩索引 

［第一责任人］松岡榮志編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所附屬東洋學文獻センター 

［出版日期］1985.10 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 46 輯 

［附注内容］詩題及びページ數の對照表：p8-16。 

［附注内容］四部叢刊續編集部跋附校勘： p17，p18-20。 

［附注内容］檢字表：p1-20。 

［附注内容］四角號碼檢字表：p1-16。 

［附注内容］奥付の発行者表記: 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委

員会。 

［知识责任］松岡栄志 編 

 

 

［正题名］我国土·我国民 

［第一责任人］林語堂著 

［译者］新居格訳 

［出版地］東京 

［出版者］豊文書院 

［出版日期］1938.7 

［主题词］中国人 

［主题词］中国/社会 

［主题词］中国/文化 

［知识责任］林語堂 著 

［次知识责任］新居格 訳 

 

 

［正题名］中支ニ於ケル通貨·金融ニ關スル調査 

［第一责任人］飯田藤次，浅尾孝著 

［出版地］［出版地不明］ 



［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1940 印刷 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所［編］ 乙 第 16 號 C 

［附注内容］折り込表 5 枚 

［知识责任］飯田藤次 著 

［知识责任］浅尾孝 著 

 

 

［正题名］東洋文庫五十周年展 

［第一责任人］東洋文庫編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］［東洋文庫］ 

［出版日期］1976.3 

［附注内容］主催：東洋文庫，読売新聞社，読売ブッククラブ 

［附注内容］後援：文化財保護委員会，東京都教育委員会 

［附注内容］会期：10 月 20-11 月 1 日 東急百貨店日本橋店 

［主题词］東洋文庫 

 

 

［正题名］奉天省ノ土地制度ト地税制度 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社興業部農務編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社興業部農務課 

［出版日期］1929.1 

［附注内容］謄写印刷 

 

 

［正题名］興亞綜覽 

［第一责任人］者川村光也著 

［出版地］東京 

［出版者］共存社出版部 

［出版地］京城 

［出版者］共存社大陸連絡部 

［出版日期］1940.10 

［知识责任］者川村光也 著 

 

 

［正题名］鮮滿華保税輸送ニ關スル规則 

［第一责任人］北京日本商工會議所編 

［出版地］北京 

［出版者］北京日本商工會議所 

［出版日期］1943.3 

［正题名］支那の債務の整理及他これに關聯 



 

 

［正题名］せる目的の爲の草案に附屬する覺書 

［第一责任人］ケメラー委員會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］ケメラー委員會 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］關東州鹽田芒硝に關する調査資料 

［第一责任人］佐田弘治郎編 

［出版地］大连 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1930.12 

［知识责任］佐田弘治郎 編 

 

 

［正题名］昭和拾六年度華北鹽需給狀况トえガ對筞 

［出版地］北京 

［出版者］北京大日本帝國大使館 

［出版日期］1943.1 

［正题名］昭和十六年度中支ニ於ケル皮革工業調査 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1942.5 

［正题名］昭和十六年度中支ニ於ケル皮革ノ流通ニ關スル調査 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1942.5 

［正题名］上海石炭事情調査報告書 

［第一责任人］上海市政研究會编 

［出版地］上海 

［出版者］上海市政研究會 

［出版日期］1941.12 

［正题名］綜合立得計劃筞定ノ爲ノ研究事項 

［第一责任人］總務廳企画处綜合立得計劃室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］總務廳企画处綜合立得計劃室 

［出版日期］1942.2 

［正题名］滿鐵關繫會社調書 

［第一责任人］總裁室監理課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1940.7 



［正题名］茂山貧鐵礦处理研究·八幡製鐵所研究報告 

［第一责任人］滿鐵産業部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵産業部 

［出版日期］1937.8 

［正题名］滿洲國幣製と大連銀市場 

［第一责任人］川島富丸著 

［出版地］大連 

［出版者］滿洲文化協會 

［出版日期］1933.1 

［知识责任］川島富丸 著 

 

 

［正题名］山東礦業株式會社業務報告ト其ノ將來 

［第一责任人］滿鐵經濟調査委員會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵經濟調査委員會 

［出版日期］1937 

［正题名］成大紡紗厂购買民生銀行前魯豐全部財産之經過 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］ 近ノ上海華商銀行 

［第一责任人］上海事務所調査室編 

［出版地］上海 

［出版者］上海事務所調査室 

［出版日期］1940.3 

［正题名］四川省財政概况ノ檢討（秘） 

［第一责任人］伊藤武雄著 

［出版地］上海 

［出版者］上海事務所課査室 

［出版日期］1940.11 

［知识责任］伊藤武雄 著 

 

 

［正题名］杭州ノ銀號 

［第一责任人］上海事務所調査室編 

［出版地］上海 

［出版者］上海事務所調査室 

［出版日期］1943.2 

［正题名］中央銀行設立に關する調査報告 

［第一责任人］長江産業貿易開發協會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］長江産業貿易開發協會 



［出版日期］1940.12 

［正题名］金融關繫調査中『廣東省市政府賊政ノ概况』 

［第一责任人］廣東調査聯合會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］廣東調査聯合會 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］滿洲勸業銀行設立要綱案 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1936.4 

［正题名］滿洲興業銀行ノ設立ト其ノ影響（秘） 

［第一责任人］弘報課長編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］弘報課 

［出版日期］1937.1 

［正题名］ 近ノ上海金融爲替事情 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］上海 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1939.7 

［正题名］台灣金融經濟月報 

［第一责任人］台灣銀行調査部編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版社不详］ 

［出版日期］1943.8 

［正题名］台灣金融經濟月報 

［第一责任人］台灣銀行調査部編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版社不详］ 

［出版日期］1943.7 

［正题名］台灣金融經濟月報 

［第一责任人］台灣銀行調査部編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版社不详］ 

［出版日期］1943.9 

［正题名］台灣金融經濟月報 

［第一责任人］台灣銀行調査部編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版社不详］ 

［出版日期］1944.2 

［正题名］滿洲金融關繫指標（秘） 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1939.12 



［正题名］危機切迫セル上海金融 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1942.8 

［正题名］天津市中國側銀行營業現况調査 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1942.5 

［正题名］蔣政權は如何に金融を統制レたか 

［第一责任人］中支經濟研究所編 

［出版地］上海 

［出版者］中支經濟研究所 

［出版日期］1940.1 

［正题名］武漢ノ票號ト銀行業 

［第一责任人］滿鐵漢口經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵漢口經濟調査所 

［出版日期］1939.5 

［正题名］中央儲備銀行の成立 

［第一责任人］大陸調査會上海調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］大陸調査會上海調査室 

［出版日期］1941.1 

［正题名］中支通貨金融半月報 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1942.6 

［正题名］中支通貨金融半月報 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1942.5 

［正题名］東三省財政紀要 

［第一责任人］佐田弘治郎編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1929.11 

［知识责任］佐田弘治郎 編 

 

 

［正题名］黨國戰時財政論（支那抗戰力調査委員會報告） 



［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1940.3 

［正题名］「大東亜共栄圏」の形成と崩壊 

［第一责任人］小林英夫著 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1975.12 

［主题词］植民地政策 

［知识责任］小林英夫 著 

 

 

［正题名］日本軍政下の香港 

［第一责任人］小林英夫，柴田善雅著 

［出版地］東京 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1996.11 

［主题词］軍政 

［主题词］日本/対外関係/香港 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］小林英夫 著 

［知识责任］柴田善雅 著 

 

 

［正题名］中國ノ内債（天調第六九號支那駐屯軍司令部） 

［第一责任人］滿鐵經濟調査會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵經濟調査會 

［出版日期］1934.12 

［正题名］民族資本復歸狀况 

［第一责任人］上海事務所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］魯迅と 1930 年代 

［第一责任人］今村与志雄著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1982.5 

［知识责任］今村与志雄 著 

 

 



［正题名］商邱地區物資流通事情調査報告 

［第一责任人］滿鐵北支經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經濟調査所 

［出版日期］1942.6 

［正题名］無錫ニ於ケル推棧業 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1941.9 

［正题名］「秘」上海時報 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1942.9 

［正题名］上海日本商業會議所年報 

［第一责任人］安原美佐雄編 

［出版地］上海 

［出版者］上海日本商業會議所 

［出版日期］1927.5 

［知识责任］安原美佐雄 編 

 

 

［正题名］上海主要商品市况 

［第一责任人］上海日本商工會議所編 

［出版地］上海 

［出版者］上海日本商工會議所 

［出版日期］1934.2 

［正题名］魯迅致增田涉書信選 

［第一责任人］文物出版社編 

［出版地］上海 

［出版者］文物出版社 

［出版日期］1975.1 

［正题名］上海日本商業會議所年報 

［第一责任人］安原美佐雄編 

［出版地］上海 

［出版者］上海日本商業會議所 

［出版日期］1926.5 

［正题名］冀東銀行對筞案 

［第一责任人］滿鐵經濟調査委員會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵經濟調査委員會 

［出版日期］1937.6 

［正题名］北支慣行調査資料之部 

［第一责任人］滿鐵北支經濟調査所編 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經濟調査所 

［出版日期］1942.1 

［丛编题名］農村金融及取引篇 第 7 號 

 

 

［正题名］北支慣行調査資料之部 

［第一责任人］滿鐵北支經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經濟調査所 

［出版日期］1942.4 

［丛编题名］農村金融及取引篇 第 7 號 

 

 

［正题名］滿洲農民金融組合設立案 

［第一责任人］自治指導部調査課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］自治指導部調査課 

［出版日期］1932.3 

［正题名］滿洲農業金融上ノ諸問題概要 

［第一责任人］滿鐵經濟調査會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵經濟調査會 

［出版日期］1936.5 

［正题名］支那に於ける買辦制度竝に錢莊機構 

［第一责任人］興亞院政務部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院政務部 

［出版日期］1940.8 

［正题名］中華民國の商會制度と滿洲國の商工公會制度 

［第一责任人］高田源清著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］高岡高等商業學校調査課 

［出版日期］1942.8 

［知识责任］高田源清 著 

 

 

［正题名］間接的反行政的手段ニ依ル通商障碍 

［第一责任人］日本商工會議所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］日本商工會議所 

［出版日期］1929.7 

［正题名］天津に於ける货棧業 

［第一责任人］滿鐵調査部編 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵調査部 

［出版日期］1942.1 

［正题名］無錫ニ於ケル商業賬簿調査其ノー 

［第一责任人］滿鐵上海事務所編 

［出版地］［上海］ 

［出版者］滿鐵上海事務所 

［出版日期］1942.3 

［正题名］華興券流通狀况 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］中國聯合準備銀行ノ機構及政筞 

［第一责任人］中國聯合準備銀行顧問室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］中國聯合準備銀行顧問室 

［出版日期］1942.10 

［知识责任］中國聯合準備銀行顧問室 編 

 

 

［正题名］中支那動物質肥料輸出組合 

［第一责任人］組合事務所編 

［出版地］上海 

［出版者］組合事務所 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］ 近上海金融史 

［第一责任人］永嘉徐寄顧編 

［出版地］上海 

［出版者］上海商務印書館 

［出版日期］1926.11 

［知识责任］永嘉徐寄顧 編 

 

 

［正题名］工業种類及生産品分類表 

［第一责任人］北支工場調査委員會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北支工場調査委員會 

［出版日期］1940.2 

［正题名］貨物運賃等級表 

［第一责任人］華中鐵道股份有限公司編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華中鐵道股份有限公司 

［出版日期］1939.12 



［正题名］昭和十四年度調査進步狀况并ニ 

 

 

［正题名］昭和十五年度調査豫定計劃案 

［第一责任人］中支那調査機關聯合國，財政金融分科會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］財政金融分科會編 

［出版日期］1940.5 

［正题名］日、滿、支關税率比較表 

［第一责任人］滿鐵經濟調査委員會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵經濟調査委員會 

［出版日期］1937.7 

［正题名］華語海外播音録 

［第一责任人］宫原民平著 

［出版地］東京 

［出版者］螢雪書院 

［出版日期］1942.12 

［知识责任］宫原民平 著 

 

 

［正题名］支那ニ於ケル放送事業發達ノ概况 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1940.2 

［正题名］上海新聞事业の史的发展 

［第一责任人］上海大日本帝國大使館事務所編 

［出版地］上海 

［出版者］上海大日本帝國大使館事務所 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］E·カン通貨及金融（翻譯） 

［第一责任人］東亞研究所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1940.1 

［正题名］法幣の前途 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1941.11 

［正题名］湖北省ニ於ケル流通通貨ノ沿革 

［第一责任人］滿鐵漢口經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 



［出版者］滿鐵漢口經濟調査所 

［出版日期］1939.3 

［正题名］大東亞戰争勃發ノ新事態下ニ於ケル 

 

 

［正题名］中支那通貨及金融機構ニ就テ 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1941.12 

［正题名］南支通貨問題ノ動向（秘）「綜合資料」 

［第一责任人］調査部資料課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］調査部資料課 

［出版日期］1940.1 

［正题名］我カ中支幣制工作ノ現狀ト民幣發行案 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵調査部 

［出版日期］1938.10 

［正题名］廣東港灣調査報告 

［第一责任人］杉本部隊編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］杉本部隊 

［出版日期］1939.4 

［正题名］衛河水路竝ニ水運調査 

［第一责任人］華北交通株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北交通株式會社 

［出版日期］1942.3 

［知识责任］華北交通株式會社 編 

 

 

［正题名］青島を中心とする戎克貿易事情 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵調査部 

［出版日期］1942.9 

［正题名］滿鐵鐵道營業貨物積卸に关する華工製度の沿革 

［第一责任人］總裁室人事課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］國際聯盟技术專問家水利調査報告書 



［第一责任人］中支建設資料整備委員會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］中支建設資料整備委員會 

［出版日期］1940.11 

［正题名］華北工業生産物資需給調査 

［第一责任人］調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北支那開發株式會社 

［出版日期］1941. 

［正题名］關東州及滿洲國監業統計 

［第一责任人］内海治一編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1934.4 

［知识责任］内海治一 編 

 

 

［正题名］主要工業現况調査（烟草製造業） 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］土鹽生産得詳圖 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］河北省電氣事業 

［第一责任人］出原佃編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿洲日日新聞社 

［出版日期］1935.10 

［知识责任］出原佃 編 

 

 

［正题名］中國農村地方ニ於ケル電話制度ノ概要 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1941.1 

［正题名］北支ニ於ケル既存電氣事業調査報告 

［第一责任人］滿鐵北支經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經濟調査所 

［出版日期］1940.1 



［正题名］江蘇、浙江、安徽、三省ノ水道事業并電氣事業概况 

［第一责任人］興亞院華中聯絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中聯絡部 

［出版日期］1940.8 

［正题名］濟南電氣股份有限公司 

［第一责任人］寺内部隊特務部評價小委員會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］寺内部隊特務部評價小委員會 

［出版日期］1938.7 

［正题名］石灰石調查 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］北支那石炭液化工業開發計劃 

［第一责任人］調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南满洲铁道株式會社 

［出版日期］1940.4 

［正题名］上海日本商工會議所年報 

［第一责任人］杉村廣藏編 

［出版地］上海 

［出版者］上海日本商工會議所 

［出版日期］1940.4 

［知识责任］杉村廣藏 編 

 

 

［正题名］上海租界ニ於ケル公共事業會社調査 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1941.4 

［正题名］上海共同租界公共事業調査概要 

［第一责任人］中支那振興株式會社調査課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］中支那振興株式會社調査課 

［出版日期］1941.12 

［正题名］青島特别市工業用水源調査中間報告（水文ノ部） 

［第一责任人］興亞院華北連絡部出張所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北連絡部青出張所 

［出版日期］1942.10 

［正题名］上海ニ於ケル水道施設 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1942.8 

［正题名］青島特别市地質調査中間報告書 

［第一责任人］華北連絡部青島出張所編 

［出版地］上海 

［出版者］華北連絡部青島出張所 

［出版日期］1942.10 

［正题名］青島特别市管内ニ於ケル地下資源調査中間報告 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1941.11 

［正题名］啓新、西北洋灰、致敬セメントェ場實態調査 

［第一责任人］滿鐵北支事務局調査班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支事務局調査班 

［出版日期］1937.10 

［正题名］中支セメント工業現况 

［第一责任人］興亞院華中聯絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中聯絡部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］私鹽事情調査報告 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1941.12 

［正题名］河南省土鹽對筞ニ就テ 

［第一责任人］滿鐵北支經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經濟調査所 

［出版日期］1941.2 

［正题名］大同ニ於ケル酒精製造工場ニ就テ 

［第一责任人］滿鐵北支經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經濟調査所 

［出版日期］1940.7 

［正题名］武進織布工業調査（常州、蘇州、無錫） 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1942.4 

［正题名］支那鹽ト海州鹽概要 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］中支ニ於ケル紙類流通狀况 

［第一责任人］上海大日本帝國大使館事務所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］上海大日本帝國大使館事務所 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］敕語の御話 

［第一责任人］除村一學編 

［出版地］東京 

［出版者］國際子女親善協會 

［出版日期］1936.5 

［知识责任］除村一學 編 

 

 

［正题名］大東亞建設讀本 

［第一责任人］山川時郎著 

［出版地］東京 

［出版者］天泉社 

［出版日期］1942.6 

［知识责任］山川時郎 著 

 

 

［正题名］中國軍政概况 

［第一责任人］上海事務所調査室編 

［出版地］［上海］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］中國ニ於ケル憲法問題概説 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1941.1 

［正题名］支那の封建制度に就て 

［第一责任人］中江丑吉著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］中江丑吉 著 

 

 

［正题名］上海三角地帶ニ於ケル中共ノ經濟工作（秘） 

［第一责任人］上海事務所長編 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］上海事務所長 

［出版日期］1940.12 

［正题名］コミンテルン、蘇聯邦及び中國共産黨の宗教政筞に關する資料 

［第一责任人］興亞院政筞部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院政筞部 

［出版日期］1940.4 

［正题名］東亞文化圈 

［第一责任人］藤村又彦編 

［出版地］東京 

［出版者］日本出版配給株式會社 

［出版日期］1943.10 

［知识责任］藤村又彦 編 

 

 

［正题名］東亞文化圈 

［第一责任人］藤村又彦編 

［出版地］東京 

［出版者］日本出版配給株式會社 

［出版日期］1943.4 

［知识责任］藤村又彦 編 

 

 

［正题名］東亞文化圈 

［第一责任人］藤村又彦編 

［出版地］東京 

［出版者］日本出版配給株式會社 

［出版日期］1944.7 

［知识责任］藤村又彦 編 

 

 

［正题名］東亞文化圈 

［第一责任人］藤村又彦編 

［出版地］東京 

［出版者］日本出版配給株式會社 

［出版日期］1942.1 

［知识责任］藤村又彦 編 

 

 

［正题名］東亞文化圈 

［第一责任人］藤村又彦編 

［出版地］東京 

［出版者］日本出版配給株式會社 



［出版日期］1944.5 

［知识责任］藤村又彦 編 

 

 

［正题名］東亞文化圈 

［第一责任人］藤村又彦編 

［出版地］東京 

［出版者］日本出版配給株式會社 

［出版日期］1944.8 

［知识责任］藤村又彦 編 

 

 

［正题名］東亞文化圈 

［第一责任人］藤村又彦編 

［出版地］東京 

［出版者］日本出版配給株式會社 

［出版日期］1942.8 

［知识责任］藤村又彦 編 

 

 

［正题名］孫文の勞農政筞 

［第一责任人］横山宏章著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］1979.10 

［丛编题名］明治學院論叢 第 276 号 

［知识责任］横山宏章 著 

 

 

［正题名］孫文の反帝民族主義と外交交涉 

［第一责任人］横山宏章著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1980.3 

［丛编题名］明治學院論叢 法学研究 第 276 号 

［知识责任］横山宏章 著 

 

 

［正题名］結婚建設 

［第一责任人］鳴海碧子著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］鳴海碧子 著 



 

 

［正题名］大東亞建設の理念 

［第一责任人］山西派遣軍編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］山西派遣軍 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］中国国民革命と「革命外交」 

［第一责任人］横山宏章著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］横山宏章 著 

 

 

［正题名］日清郵便約定の成立 

［第一责任人］山口修編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1980.6 

［知识责任］山口修 編 

 

 

［正题名］我が國軆に於ける和 

［第一责任人］教學局編 

［出版地］東京 

［出版者］教學局 

［出版日期］1938.8 

［正题名］國家と青年 

［第一责任人］藤澤親雄著 

［出版地］東京 

［出版者］潮文閣 

［出版日期］1943.4 

［知识责任］藤澤親雄 著 

 

 

［正题名］昭和十八年度事務報告 

［第一责任人］上海日本商工會議所編 

［出版地］上海 

［出版者］上海日本商工會議所 

［出版日期］1944.6 

［正题名］昭和十七年度事務報告 

［第一责任人］上海日本商工會議所編 

［出版地］上海 



［出版者］上海日本商工會議所 

［出版日期］1943.6 

［正题名］國民政府國税及得方税關系法令集 

［第一责任人］中華民國大日本帝國大使館編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］中華民國大日本帝國大使館 

［出版日期］1943.3 

［正题名］滿洲資源調査總説竝一般經濟調査報告 

［第一责任人］經濟調査會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］漢口生計費調査報告書 

［第一责任人］漢口日本商工會議所調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］漢口日本商工會議所調査部 

［出版日期］1943.10 

［正题名］主要都市生活必需品需給狀况（秘） 

［第一责任人］調査資料課長編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］調査資料課 

［出版日期］1940.3 

［正题名］支那 

［第一责任人］石田龍次郎編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1940.5 

［丛编题名］世界地理 第 3 卷 

［知识责任］石田龍次郎 編 

 

 

［正题名］亞細亞の光釋 

［第一责任人］友松圓諦著 

［出版地］東京 

［出版者］潮文閣 

［出版日期］1943.1 

［知识责任］友松圓諦 著 

 

 

［正题名］行政法 

［第一责任人］末弘嚴太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1936.9 



［丛编题名］新法學全集 第 4 卷 

［知识责任］末弘嚴太郎 著 

 

 

［正题名］台灣の地下資源 

［第一责任人］東洋協會調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東洋協會調査部 

［出版日期］1936.10 

［丛编题名］調査資料 第 17 輯 

 

 

［正题名］全國經濟委員會會議紀要 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］中支建設資料整備委員會 

［出版日期］1941.3 

［正题名］戰時下の山東經濟界 

［第一责任人］小山峻編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北京經濟研究所青島支局 

［出版日期］1942.11 

［知识责任］小山峻 編 

 

 

［正题名］中支那經濟の 近情勢 

［第一责任人］中支那經濟年報刊行會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］中支那經濟年報刊行會 

［出版日期］1944.2 

［正题名］經濟史年鑒 

［第一责任人］日本經濟史研究所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1934.6 

［丛编题名］經濟史研究 第 11 卷，第 6 号 

 

 

［正题名］中支那土壤調査報告 

［第一责任人］上海大日本帝國大使館事務所編 

［出版地］上海 

［出版者］上海大日本帝國大使館事務所 

［出版日期］1942.1 

［正题名］支那の社會經濟問題 



［第一责任人］加田哲二編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1942.3 

［知识责任］加田哲二 編 

 

 

［正题名］民法總論 

［第一责任人］穗積重遠著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1927.2 

［知识责任］穗積重遠 著 

 

 

［正题名］珍らレい裁判實話 

［第一责任人］友次壽太郎編著 

［出版地］東京 

［出版者］法令文化協會 

［出版日期］1944.1 

［知识责任］友次壽太郎 編著 

 

 

［正题名］各国内政關繫雜集 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1915.6 

［正题名］各国内政關繫雜集 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1915.8 

［正题名］各国内政關繫雜集 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1915.10 

［正题名］大東亞國土計畫を語る 

［第一责任人］日刊工業新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］日刊工業新聞社 

［出版日期］1942.7 

［正题名］北安省協和會特别工作資料 

［第一责任人］滿洲帝國協會中央本部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿洲帝國協會中央本部 



［出版日期］1942.10 

［正题名］支那と海軍力 

［第一责任人］岩村清一著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］岩村清一 著 

 

 

［正题名］過去の煩悶と現在の開悟 

［第一责任人］松井松次編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］上海青年團研究會 

［出版日期］1942.4 

［知识责任］松井松次 編 

 

 

［正题名］舊法幣の貨幣的性格 

［第一责任人］中村佐一編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1942.1 

［丛编题名］興亞政治經濟叢書 第 5 册 

［知识责任］中村佐一 編 

 

 

［正题名］中支占領地經濟情勢概説 

［第一责任人］上海日本總領事館經濟部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］上海日本總領事館經濟部 

［出版日期］1938.8 

［正题名］恐慌の發展過程に於ける支那幣制改革の研究 

［第一责任人］上海事務所編 

［出版地］東京 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1936.6 

［正题名］揚子江水運關繫調査報告 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1939.12 

［正题名］大清河水運調査報告 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 



［出版日期］19 ?］ 

［正题名］揚州、鎮江地區ニ於ケル民船事情調査報告書 

［第一责任人］上海大日本帝國大使館事務所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］上海大日本帝國大使館事務所 

［出版日期］1945.1 

［正题名］興亞建國論 

［第一责任人］嚴軍光著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1939.11 

［知识责任］嚴軍光 著 

 

 

［正题名］中國民族自救運動之 後覺悟 

［第一责任人］梁漱溟著 

［译者］池田篤紀譯 

［出版地］東京 

［出版者］大亞細亞建設社 

［出版日期］1942.3 

［知识责任］梁漱溟 著 

［次知识责任］池田篤紀 譯 

 

 

［正题名］支那の水利問題 

［第一责任人］北支那開發株式會社業務部調査課譯編 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1939.8 

［附注内容］興中公司「支那の水利問題」の再刊. 全般に改訂、上巻は改版 

［主题词］農業水利 

［主题词］河川工学 

 

 

［正题名］支那の水利問題 

［第一责任人］北支那開發株式會社業務部調査課譯編 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1939.8 

［附注内容］興中公司「支那の水利問題」の再刊. 全般に改訂、上巻は改版 

［主题词］農業水利 

［主题词］河川工学 

 

 



［正题名］文明 

［第一责任人］植田清次著 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1943.1 

［丛编题名］現代生活群書 

［丛编题名］ゲンダイ セイカツ グンショ 

［主题词］文化哲学 

［知识责任］植田清次 著 

 

 

［正题名］文化統制の研究 

［第一责任人］大久保純一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋書館 

［出版日期］1943.6 

［知识责任］大久保純一郎 著 

 

 

［正题名］文化類型學研究 

［第一责任人］高山岩男著 

［出版地］東京 

［出版地］京都 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1941.7 

［主题词］日本民族 

［知识责任］高山岩男 著 

 

 

［正题名］支那に於ける耶蘇教 

［第一责任人］石田幹之助著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.6 

［丛编题名］岩波講座東洋思潮 

［丛编题名］イワナミ コウザ トウヨウ シチョウ 東洋思想の諸問題 

［主题词］キリスト教/中国 

［知识责任］石田幹之助 著 

 

 

［正题名］現代法令全集 

［第一责任人］末弘嚴太郎責任編輯 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 



［出版日期］1936.3 

［知识责任］末弘厳太郎 責任編輯 

 

 

［正题名］滿洲特産中央會設置方策 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道經濟調査會 

［出版日期］1936.8 

［丛编题名］立案調査書類 

［丛编题名］リツアン チョウサ ショルイ 南滿洲鉄道経済調査会 第 8 編第 1 巻 第 1 號 

 

 

［正题名］農村實態調査綜合戸別調査項目 

［第一责任人］産業部大臣官房資料科［編］ 

［出版地］［新京］ 

［出版者］産業部大臣官房資料科 

［出版日期］1939.4 

［正题名］統制會運營論 

［第一责任人］小峰柳多著 

［出版地］東京 

［出版者］科學主義工業社 

［出版日期］1943.4 

［知识责任］小峯柳多 著 

 

 

［正题名］美について 

［第一责任人］高村光太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］道統社 

［出版日期］1941.8 

［知识责任］高村光太郎 著 

 

 

［正题名］民俗と藝術 

［第一责任人］森口多里著 

［出版地］東京 

［出版者］二見書房 

［出版日期］1942.3 

［附注内容］記述は昭和 17 年 3 月発行による 

［知识责任］森口多里 著 

 

 

［正题名］旅愁 



［第一责任人］横光利一著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1940.6 

［知识责任］横光利一 著 

 

 

［正题名］鴉 

［第一责任人］伊藤永之介著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1939 

［丛编题名］昭和名作選集 

［丛编题名］ショウワ メイサク センシュウ 18 

［知识责任］伊藤永之介 著 

 

 

［正题名］長與善郎集 

［第一责任人］長與善郎著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1941.2 

［丛编题名］白樺叢書 

［丛编题名］シラカバ ソウショ 

［知识责任］長與善郎 著 

 

 

［正题名］醫療宣撫行 

［第一责任人］新垣恒政著 

［出版地］東京 

［出版者］亞公論社 

［出版日期］1941.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］新垣恒政 著 

 

 

［正题名］日本装劍金工史 

［第一责任人］桑原羊次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］荻原星文館 

［出版日期］1941.10 

［主题词］刀剣 

［知识责任］桑原羊次郎 著 

 



 

［正题名］大東亜玩具史 

［第一责任人］西澤笛畝著 

［出版地］京都 

［出版者］大雅堂 

［出版日期］1943.8 

［主题词］玩具/歴史 

［知识责任］西沢笛畝 著 

 

 

［正题名］聖家族 

［第一责任人］堀辰雄著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1939.8 

［丛编题名］昭和名作選集 

［丛编题名］ショウワ メイサク センシュウ 8 

［知识责任］堀辰雄 著 

 

 

［正题名］故旧忘れ得べき 

［第一责任人］高見順著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1939.12 

［丛编题名］昭和名作選集 

［丛编题名］ショウワ メイサク センシュウ 第 19 

［知识责任］高見順 著 

 

 

［正题名］糞尿譚 

［第一责任人］火野葦平著 

［出版地］東京 

［出版者］小山書店 

［出版日期］1938.3 

［知识责任］火野葦平 著 

 

 

［正题名］婦道太平記 

［第一责任人］村松梢風著 

［出版地］東京 

［出版者］万里閣 

［出版日期］1944.8 

［知识责任］村松梢風 著 



 

 

［正题名］燒附と修正 

［第一责任人］野田松雄著 

［出版地］東京 

［出版者］アルス 

［出版日期］1935.6 

［丛编题名］アルス 新寫眞大講座 

［丛编题名］アルス サイシン シャシン ダイコウザ 第 8 巻 

［知识责任］野田松雄 著 

 

 

［正题名］實用寫眞科學 

［第一责任人］林一男，岡内彰共著 

［出版地］東京 

［出版者］アルス 

［出版日期］1935.11 

［丛编题名］アルス 新寫眞大講座 

［丛编题名］アルス サイシン シャシン ダイコウザ 第 2 巻 

［知识责任］林一男 著 

［知识责任］岡内彰 著 

 

 

［正题名］支那書道 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］黄河書院 

［出版日期］1942.4 

［主题词］書/論説 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］支那繪畫史研究 

［第一责任人］下店靜市著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］下店静市 著 

 

 

［正题名］支那繪畫史研究 

［第一责任人］下店靜市著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 



［出版日期］1943.12 

［知识责任］下店静市 著 

 

 

［正题名］戦へる使徒 

［第一责任人］パアル·バック著 

［译者］深澤正策譯 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1937.5 

［知识责任］Buck 著 

［知识责任］バック 著 

［知识责任］深沢正策 譯 

 

 

［正题名］續フランス通信 

［第一责任人］瀧澤敬一著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.5 

［知识责任］滝沢敬一 著 

 

 

［正题名］俳句三代集 

［第一责任人］山本三生編 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1939.6 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］俳諧/句集 

［知识责任］山本三生 編 

 

 

［正题名］父心 

［第一责任人］友松円諦著 

［出版地］東京 

［出版者］偕成社 

［出版日期］1940.11 

［附注内容］記述は第 10 刷(1942.3)による 

［知识责任］友松円諦 著 

 

 

［正题名］詩集大東亜戦争 

［第一责任人］佐藤春夫著 



［出版地］東京 

［出版者］龍吟社 

［出版日期］1943.2 

［知识责任］佐藤春夫 著 

 

 

［正题名］日本刀 

［第一责任人］成瀬関次著 

［出版地］東京 

［出版者］二見書房 

［出版日期］1942.4 

［知识责任］成瀬關次 著 

 

 

［正题名］新編太平記 

［第一责任人］鷲尾雨工著 

［出版地］東京 

［出版者］昭和書房 

［出版日期］1941.12 

［知识责任］鷲尾雨工 著 

 

 

［正题名］風と共に去りぬ 

［第一责任人］マーガレット·ミッチェル著 

［译者］大久保康雄譯 

［出版地］東京 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1938.4 

［知识责任］Mitchell 著 

［知识责任］ミッチェル 著 

［次知识责任］大久保康雄 譯 

 

 

［正题名］源頼朝 

［第一责任人］吉川英治著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1941.5 

［知识责任］吉川英治 著 

 

 

［正题名］大原幽学 

［第一责任人］藤森成吉著 

［出版地］東京 



［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1940.12 

［知识责任］藤森成吉 著 

 

 

［正题名］火の中の國民 

［第一责任人］オット·パウスト著 

［译者］我妻大陸訳 

［出版地］東京 

［出版者］照文閣 

［出版日期］1944.1 

［知识责任］Paust 著 

［知识责任］パウスト 著 

［次知识责任］我妻大陸 訳 

 

 

［正题名］定本愛國百人一首解説 

［第一责任人］日本文學報國會編纂 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1943.10 

［正题名］文藝五十年史 

［第一责任人］杉山平助著 

［出版地］東京 

［出版者］鱒書房 

［出版日期］1942.11 

［主题词］日本文学/歴史/昭和時代 

［知识责任］杉山平助 著 

 

 

［正题名］現代の俳句 

［第一责任人］岩田潔著 

［出版地］東京 

［出版者］日本打球社 

［出版日期］1941.10 

［丛编题名］新ぐろりあ叢書 

［丛编题名］シン グロリア ソウショ 

［知识责任］岩田潔 著 

 

 

［正题名］女形今昔譚 

［第一责任人］尾澤良三著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 



［出版日期］1941.6 

［知识责任］尾澤良三 著 

 

 

［正题名］文學の三十年 

［第一责任人］宇野浩二著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1942.8 

［附注内容］装幀：鍋井克之 

［附注内容］函カバーあり 

［附注内容］初版発行 4000 部 

［主题词］日本文学/歴史/明治以後 

［知识责任］宇野浩二 著 

 

 

［正题名］大陸の相貌 

［第一责任人］満洲文話会編 

［出版地］大連 

［出版者］満州日日新聞社 大連日日新聞社 

［出版日期］1941.4 

［附注内容］編纂：吉野治夫 

 

 

［正题名］支那ランプの石油 

［第一责任人］アリス·ホバアト著 

［译者］麻上俊夫譯 

［出版地］東京 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1938.12 

［知识责任］Hobart 著 

［知识责任］ホバアト 著 

［次知识责任］麻上俊夫 譯 

 

 

［正题名］改修文樂の研究 

［第一责任人］三宅周太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］創元社 

［出版日期］1940.3 

［附注内容］カバーのみ創元選書とあり. シリーズ番号は本体背表紙に 40 とあり 

［主题词］人形浄瑠璃 

［知识责任］三宅周太郎 著 

 



 

［正题名］映画法講話 

［第一责任人］井上泰宏著 

［出版地］東京 

［出版者］日比書院 

［出版日期］1942.6 

［知识责任］井上泰宏 著 

 

 

［正题名］映畫文化の研究 

［第一责任人］飯島正著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1939.10 

［知识责任］飯島正 著 

 

 

［正题名］芭蕉 

［第一责任人］潁原退蔵著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1939.6 

［丛编题名］日本古典讀本 

［丛编题名］ニホン コテン トクホン 10 

［附注内容］参考書目：p292-313 

［知识责任］潁原退蔵 著 

 

 

［正题名］戰時下の商工行政 

［第一责任人］商工行政研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］映画出版社 

［出版日期］1942.4 

［知识责任］商工行政研究會 編 

 

 

［正题名］支那論と隨筆 

［第一责任人］中山優著 

［出版地］東京 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1940.6 

［知识责任］中山優 著 

 

 



［正题名］小説山鹿語類 

［第一责任人］松波治郎著 

［出版地］東京 

［出版者］安土書房 

［出版日期］1944.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］松波治郎 著 

 

 

［正题名］支那覺え書 

［第一责任人］法本義弘著 

［出版地］東京 

［出版者］蛍雪書院 

［出版日期］1943.1 

［知识责任］法本義弘 著 

 

 

［正题名］運命の人 

［第一责任人］島木健作著 

［出版地］［東京］ 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1941.9 

［知识责任］島木健作 著 

 

 

［正题名］今日の戰爭 

［第一责任人］ポソニー著 

［译者］大内愛七訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-71 

［主题词］戦争 

［知识责任］Possony 著 

［知识责任］ポソニー 著 

［次知识责任］大内愛七 訳 

 

 

［正题名］金槐和歌集 

［第一责任人］源実朝著 

［译者］川田順校 

［出版地］東京 

［出版者］富山房 



［出版日期］1944.1 

［丛编题名］冨山房百科文庫 

［丛编题名］フザンボウ ヒャッカ ブンコ 第 8 

［知识责任］源実朝 著 

［次知识责任］川田順 校 

 

 

［正题名］戦力増強と農村問題 

［第一责任人］助川啓四郎著 

［出版地］東京 

［出版者］高山書院 

［出版日期］1944.5 

［知识责任］助川啓四郎 著 

 

 

［正题名］戰時工業經營新講 

［第一责任人］東京商工會議所編 

［出版地］東京 

［出版者］一元社 

［出版日期］1942.4 

［主题词］工業経営 

 

 

［正题名］戦時経済と交通運輸 

［第一责任人］長崎惣之助著 

［出版地］東京 

［出版者］産業経済学会 

［出版日期］1941 

［丛编题名］戰時經濟國策大系 

［丛编题名］センジ ケイザイ コクサク タイケイ 6 

［知识责任］長崎惣之助 著 

 

 

［正题名］戰争經濟の理論 

［第一责任人］中山伊知郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1941.10 

［主题词］戦時経済 

［知识责任］中山伊知郎 著 

 

 

［正题名］中支那に於ける物資配給機構の現状 

［第一责任人］中支那振興株式會社調査部編 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］中支那振興 

［出版日期］1942.8 

［丛编题名］振興調査資料 

［丛编题名］シンコウ チョウサ シリョウ 第 46 號 

［附注内容］表紙に"秘"の押印あり 

［知识责任］中支那振興株式会社 編 

 

 

［正题名］戰争と經濟政策 

［第一责任人］日本經濟政策學會編 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1943.1 

［丛编题名］日本經濟政策學會年報 

［丛编题名］ニホン ケイザイ セイサク ガッカイ ネンポウ 第 2 輯 

［主题词］経済政策 

 

 

［正题名］支那雑記 

［第一责任人］佐藤春夫著 

［出版地］東京 

［出版者］大道書房 

［出版日期］1941.10 

［知识责任］佐藤春夫 著 

 

 

［正题名］宰相山町 

［第一责任人］山口誓子著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1940.7 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］山口誓子 著 

 

 

［正题名］勝利の日記 

［第一责任人］ゲッベルス著 

［译者］佐々木能理男訳 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1941.10 

［附注内容］ゲッベルス小伝：p378 

［知识责任］Goebbels 著 



［知识责任］ゲッベルス 著 

［次知识责任］佐々木能理男 訳 

 

 

［正题名］北岸部隊 

［第一责任人］林芙美子著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1939.1 

［附注内容］従軍日記 

［知识责任］林芙美子 著 

 

 

［正题名］文學に志す人に 

［第一责任人］武者小路實篤著 

［出版地］東京 

［出版者］國民社 

［出版日期］1942.9 

［知识责任］武者小路実篤 著 

 

 

［正题名］美術の記 

［第一责任人］金原省吾著 

［出版地］東京 

［出版者］青磁社 

［出版日期］1942.10 

［知识责任］金原省吾 著 

 

 

［正题名］日本藝能史六講 

［第一责任人］折口信夫著 

［出版地］東京 

［出版者］三教書院 

［出版日期］1944.3 

［知识责任］折口信夫 著 

 

 

［正题名］原始日本の傳説 

［第一责任人］原正男著 

［出版地］東京 

［出版者］誠美書閣 

［出版日期］1943.1 

［主题词］伝説/日本 

［知识责任］原正男 著 



 

 

［正题名］萬葉秀歌 

［第一责任人］齋藤茂吉著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-5，6 

［主题词］万葉集 

［知识责任］斎藤茂吉 著 

 

 

［正题名］俳句讀本 

［第一责任人］臼田亜浪，青柳菁々共著 

［出版地］大阪 

［出版者］錦城出版社 

［出版日期］1942.4 

［丛编题名］錦城新書 

［丛编题名］キンジョウ シンショ 

［知识责任］臼田亜浪 著 

［知识责任］青柳菁々 著 

 

 

［正题名］母の肖像 

［第一责任人］パアル·バック著 

［译者］深澤正策訳 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1938.1 

［丛编题名］パアル·バック代表選集 

［丛编题名］パアル バック ダイヒョウ センシュウ パアル·バック著 

［附注内容］肖像 1 枚あり 

［知识责任］Buck 著 

［知识责任］バック 著 

［次知识责任］深澤正策 訳 

 

 

［正题名］支那民間の神々 

［第一责任人］沢村幸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］象山閣 

［出版日期］1941.12 

［主题词］民間信仰/中国 



［知识责任］沢村幸夫 著 

 

 

［正题名］支那民謡とその國民性 

［第一责任人］七里重惠著 

［出版地］東京 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1938.11 

［主题词］民謡中国 

［知识责任］七里重惠 著 

 

 

［正题名］黄土の声 

［第一责任人］藤沢由蔵著 

［出版地］北京 

［出版者］華北交通社員会 

［出版日期］1942.10 

［丛编题名］華北交通社員会叢書 

［丛编题名］カホク コウツウ シャインカイ ソウショ 第 5 輯 

［主题词］民謡/中国 

［知识责任］藤沢由蔵 著 

 

 

［正题名］揚子江文学風土記 

［第一责任人］小田岳夫，武田泰淳著 

［出版地］東京 

［出版者］龍吟社 

［出版日期］1941.12 

［主题词］中国文学/歴史 

［知识责任］小田岳夫 著 

［知识责任］武田泰淳 著 

 

 

［正题名］續生活の發見 

［第一责任人］林語堂著 

［译者］阪本勝訳 

［出版地］東京 

［出版者］創元社 

［出版日期］1939.10 

［知识责任］林語堂 著 

［次知识责任］阪本勝 訳 

 

 

［正题名］支那古今奇聞 



［第一责任人］烏有山人著 

［出版地］東京 

［出版者］人文閣 

［出版日期］1942.11 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［知识责任］青木晋 著 

 

 

［正题名］文学と青年 

［第一责任人］舟橋聖一著 

［出版地］東京 

［出版者］潮文閣 

［出版日期］1942.12 

［丛编题名］青年文化全集 

［丛编题名］セイネン ブンカ ゼンシュウ 

［知识责任］舟橋聖一 著 

 

 

［正题名］文五郎藝談 

［第一责任人］吉田文五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］桜井書店 

［出版日期］1943.2 

［附注内容］奥付には「吉田文五郎口授、中山泰昌編」とあり 

［知识责任］吉田文五郎 著 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］國文讀本 

［第一责任人］吉田彌平編 

［出版地］東京 

［出版者］光風館書店 

［出版日期］1929.1 

［知识责任］吉田彌平 編 

 

 

［正题名］國文讀本 

［第一责任人］吉田彌平編 

［出版地］東京 

［出版者］光風館書店 

［出版日期］1929.1 

［知识责任］吉田彌平 編 

 

 



［正题名］國文讀本 

［第一责任人］吉田彌平編 

［出版地］東京 

［出版者］光風館書店 

［出版日期］1929.1 

［知识责任］吉田彌平 編 

 

 

［正题名］國文讀本 

［第一责任人］吉田彌平編 

［出版地］東京 

［出版者］光風館書店 

［出版日期］1929.1 

［知识责任］吉田彌平 編 

 

 

［正题名］古語拾遺新攷 

［第一责任人］植木直一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］皇國青年教育協會 

［出版日期］1944.4 

［知识责任］植木直一郎 著 

 

 

［正题名］バルザック論 

［第一责任人］クルティウス著 

［译者］野上巖譯 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1942.9 

［知识责任］Curtius 著 

［知识责任］クルティウス 著 

［次知识责任］野上厳 譯 

 

 

［正题名］救荒食糧聚説 

［第一责任人］和田斉編 

［出版地］東京 

［出版者］人文閣 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］和田齊 編 

 

 

［正题名］支那農業經濟論 



［第一责任人］天野元之助著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1942.8 

［主题词］農業経済 

［知识责任］天野元之助 著 

 

 

［正题名］繪巻物概説 

［第一责任人］福井利吉郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933 

［丛编题名］岩波講座日本文學 

［丛编题名］イワナミ コウザ ニホン ブンガク 

［附注内容］下巻附録：引用文献抄録並に表 

［主题词］絵巻物 

［知识责任］福井利吉郎 著 

 

 

［正题名］日本演劇論 

［第一责任人］新關良三著 

［出版地］東京 

［出版者］畝傍書房 

［出版日期］1943.7 

［知识责任］新関良三 著 

 

 

［正题名］支那郷鎭雜話 

［第一责任人］熊谷康著 

［出版地］上海 

［出版者］大連日日新聞社 

［出版日期］1943.5 

［知识责任］熊谷康 著 

 

 

［正题名］大東亜農業經濟の再編成 

［第一责任人］角田藤三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］朱雀書林 

［出版日期］1942.12 

［主题词］農業経済 

［知识责任］角田藤三郎 著 

 



 

［正题名］國土計畫と健民地 

［第一责任人］田村剛著 

［出版地］東京 

［出版者］木材経済研究所 

［出版日期］1943.9 

［知识责任］田村剛 著 

 

 

［正题名］古人を尋ねて 

［第一责任人］荻原井泉水著 

［出版地］東京 

［出版者］偕成社 

［出版日期］1943.3 

［知识责任］荻原井泉水 著 

 

 

［正题名］國土計畫 

［第一责任人］石川栄耀著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1942.8 

［丛编题名］科學新書 

［丛编题名］カガク シンショ 38 

［知识责任］石川栄耀 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版地］東京 

［出版者］漱石全集刊行會 

［出版日期］1936.4 

［附注内容］解説：小宮豊隆 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版地］東京 

［出版者］漱石全集刊行會 

［出版日期］1936.10 

［附注内容］解説：小宮豊隆 

［知识责任］夏目漱石 著 

 



 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版地］東京 

［出版者］漱石全集刊行會 

［出版日期］1936.5 

［附注内容］解説：小宮豊隆 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版地］東京 

［出版者］漱石全集刊行會 

［出版日期］1928.5 

［附注内容］解説：小宮豊隆 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］数のユーモア 

［第一责任人］吉岡修一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1939.11 

［知识责任］吉岡修一郎 著 

 

 

［正题名］歌舞伎序説 

［第一责任人］守隨憲治著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1943.7 

［主题词］歌舞伎 

［知识责任］守随憲治 著 

 

 

［正题名］支那学術文芸史 

［第一责任人］長沢規矩也著 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1938.11 

［主题词］中国文学/歴史 

［知识责任］長澤規矩也 著 

 



 

［正题名］大珠江 

［第一责任人］梶田正夫著 

［出版地］東京 

［出版者］第一出版協會 

［出版日期］1942.10 

［知识责任］梶田正夫 著 

 

 

［正题名］わがかくし念仏 

［第一责任人］阿伊染徳美著 

［出版地］東京 

［出版者］思想の科学社 

［出版日期］1977.11 

［主题词］かくし念仏 

［知识责任］阿伊染徳美 著 

 

 

［正题名］山西戦線 

［第一责任人］南方喜治著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会講談社 

［出版日期］1940.10 

［知识责任］南方喜治 著 

 

 

［正题名］能の話 

［第一责任人］野上豐一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 62 

［附注内容］岩波新書 R23 表記のもの有(出版社確認) 

［主题词］能楽 

［知识责任］野上豊一郎 著 

 

 

［正题名］芭蕉 

［第一责任人］保田与重郎著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1943.10 

［丛编题名］日本思想家選集 



［丛编题名］ニホン シソウカ センシュウ 

［附注内容］芭蕉略年表：p299～308 

［知识责任］保田與重郎 著 

 

 

［正题名］支那農村物語 

［第一责任人］関屋牧著 

［出版地］東京 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1942.5 

［知识责任］関屋牧 著 

 

 

［正题名］大陸に育つ 

［第一责任人］華北日本教育會編 

［出版地］北京 

［出版者］新民印書館 

［出版日期］1940.10 

［正题名］日鮮神話傳説の研究 

［第一责任人］三品彰英著 

［出版地］大阪 

［出版地］東京 

［出版者］柳原書店 

［出版日期］1943.6 

［主题词］神話/日本 

［主题词］神話/朝鮮 

［知识责任］三品彰英 著 

 

 

［正题名］傳説 

［第一责任人］柳田國男著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤版-72 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］伝説/日本 

［知识责任］柳田国男 著 

 

 

［正题名］草莽の語 

［第一责任人］鷲谷樗風著 

［出版地］大阪 



［出版者］大阪新聞社出版部 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］鷲谷樗風 著 

 

 

［正题名］東洋美術論 

［第一责任人］金原省吾著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄辯會講談社 

［出版日期］1943.8 

［知识责任］金原省吾 著 

 

 

［正题名］支那書道史概説 

［第一责任人］有ケ谷静堂著 

［出版地］東京 

［出版者］大同館書店 

［出版日期］1930.3 

［附注内容］支那書道史概説略表：p566-588 

［主题词］書/歴史 

［知识责任］有ケ谷静堂 著 

 

 

［正题名］支那農村經濟概論 

［第一责任人］薛暮橋著 

［译者］米澤秀夫譯 

［出版地］東京 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1937.9 

［知识责任］薛暮桥 著 

［知识责任］米沢秀夫 譯 

 

 

［正题名］明清福建農村社会の研究 

［第一责任人］三木聰著 

［出版地］札幌 

［出版者］北海道大学図書刊行会 

［出版日期］2002.2 

［附注内容］参考文献一覧：p519-538 

［主题词］農村/中国南部 

［知识责任］三木聰 著 

 

 

［正题名］支那農業経済の諸問題 



［第一责任人］田中忠夫著 

［出版地］東京 

［出版者］学芸社 

［出版日期］1935.7 

［知识责任］田中忠夫 著 

 

 

［正题名］農業増産と満洲開拓 

［第一责任人］碓氷茂著 

［出版地］東京 

［出版者］地人書館 

［出版日期］1944.2 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］農業政策 

［主题词］食糧問題 

［知识责任］碓氷茂 著 

 

 

［正题名］中支農村經濟の研究 

［第一责任人］中國經濟統計研究所編 

［译者］福武直譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1941.8 

［丛编题名］東亞叢書 

［丛编题名］トウア ソウショ 

［知识责任］中國經濟統計研究所 編 

［次知识责任］福武直 譯 

 

 

［正题名］小歌論 

［第一责任人］齋藤茂吉著 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1943.12 

［丛编题名］アララギ叢書 

［丛编题名］アララギ ソウショ 110 

［主题词］和歌/歌論·歌話 

［知识责任］斎藤茂吉 著 

 

 

［正题名］支那農家経済研究 

［第一责任人］ロッシング·バック著 

［译者］東亜經濟調査局譯 



［出版地］東京 

［出版者］東亜經濟調査局 

［出版日期］1937.9 

［丛编题名］経済資料 

［丛编题名］ケイザイ シリョウ 第 193 

［附注内容］豊島英夫翻訳担当 

［主题词］農家経済 

［知识责任］Buck 著 

［知识责任］バック 著 

 

 

［正题名］支那農家経済研究 

［第一责任人］ロッシング·バック著 

［译者］東亜經濟調査局譯 

［出版地］東京 

［出版者］東亜經濟調査局 

［出版日期］1936.8 

［丛编题名］経済資料 

［丛编题名］ケイザイ シリョウ 第 197 

［附注内容］豊島英夫翻訳担当 

［主题词］農家経済 

［知识责任］Buck 著 

［知识责任］バック 著 

 

 

［正题名］満洲国土地方策 

［第一责任人］南満洲鉄道株式会社経済調査会編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］［南満洲鉄道株式会社］ 

［出版日期］1935.8 

［丛编题名］立案調査書類 

［丛编题名］リツアン チョウサ ショルイ 南滿洲鉄道経済調査会 第 4 編第 1 巻 

［知识责任］南満洲鉄道株式会社経済調査会 編 

 

 

［正题名］滿蒙諸慣習概要 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社總務部調査課編 

［出版地］大連 

［出版者］滿蒙文化協會出版部 

［出版日期］1920.10 

［主题词］慣習法 

 

 

［正题名］破戒 



［第一责任人］島崎藤村著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1940.7 

［丛编题名］藤村文庫 

［丛编题名］トウソン ブンコ 10 

［知识责任］島崎藤村 著 

 

 

［正题名］賢者ナータン 

［第一责任人］レッシング作 

［译者］大庭米治郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1927.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 77-78 

［知识责任］Lessing 作 

［知识责任］レッシング 作 

［次知识责任］大庭米治郎 訳 

 

 

［正题名］佛印紀行 

［第一责任人］リュック·デュルタン著 

［译者］川島順平譯 

［出版地］東京 

［出版者］鱒書房 

［出版日期］1943.2 

［知识责任］デュルタンリュック 著 

［次知识责任］川島順平 譯 

 

 

［正题名］上海遥かなり 

［第一责任人］伴野朗著 

［出版地］東京 

［出版者］有楽出版社 

［出版日期］1992.1 

［附注内容］発売：実業之日本社(発売) 

［知识责任］伴野朗 著 

 

 

［正题名］中国のプロパガンダ芸術 

［第一责任人］牧陽一，松浦恆雄，川田進著 

［出版地］東京 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］2000.9 

［附注内容］関連年表：巻末 p11-18 

［主题词］芸術/中国 

［主题词］文化政策 

［主题词］宣伝 

［主题词］芸術と政治 

［主题词］中国文化大革命 

［主题词］文化政策/中国 

［知识责任］牧陽一 著 

［知识责任］松浦恒雄 著 

［知识责任］川田進 著 

 

 

［正题名］新書太閤記 

［第一责任人］吉川英治著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1941.5 

［知识责任］吉川英治 著 

 

 

［正题名］新書太閤記 

［第一责任人］吉川英治著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1941.6 

［知识责任］吉川英治 著 

 

 

［正题名］新書太閤記 

［第一责任人］吉川英治著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1942.5 

［知识责任］吉川英治 著 

 

 

［正题名］新書太閤記 

［第一责任人］吉川英治著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1941.10 

［知识责任］吉川英治 著 



 

 

［正题名］新書太閤記 

［第一责任人］吉川英治著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1942.4 

［知识责任］吉川英治 著 

 

 

［正题名］新書太閤記 

［第一责任人］吉川英治著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1943.4 

［知识责任］吉川英治 著 

 

 

［正题名］新書太閤記 

［第一责任人］吉川英治著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1944.3 

［知识责任］吉川英治 著 

 

 

［正题名］二〇世紀の農民革命と共産主義運動 

［第一责任人］小林弘二著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1997.10 

［附注内容］主要文献目録：p788-803 

［主题词］人民公社 

［主题词］共産主義/中国 

［知识责任］小林弘二 著 

 

 

［正题名］小麦の生産·消費·販売とその事変前後の変動 

［出版地］大連 

［出版者］満鉄北支経済調査所 

［出版日期］1942 

［丛编题名］満鉄調査研究資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ ケンキュウ シリョウ 第 54 編 

［丛编题名］北支調査資料 



［丛编题名］ホクシ チョウサ シリョウ 第 27 輯 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］中国農村の開発戦略 

［第一责任人］多元的経済社会問題研究班編 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学経済·政治研究所 

［出版日期］2000.3 

［丛编题名］研究双書 

［丛编题名］ケンキュウ ソウショ 第 117 冊 

［附注内容］執筆者：石田浩 

［附注内容］欧文表題は巻末より 

［附注内容］参考文献：各章末 

［主题词］農村/中国 

 

 

［正题名］支那全國土地調査報告綱要 

［第一责任人］中支建設資料整備事務所編訳部［訳編］ 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備事務所 

［出版日期］1942.3 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 83 編 

 

 

［正题名］江西米穀運銷調査 

［第一责任人］江西省農業院農業経済科編 

［译者］生活社訳編 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.10 

［丛编题名］支那經濟資料 

［丛编题名］シナ ケイザイ シリョウ 社会経済調査所[編] 8 

［主题词］米穀取引 

［主题词］穀物貯蔵 

［知识责任］江西省農業院農業経済科 編 

 

 

［正题名］華北土壤の石灰含量に就て 

［第一责任人］米田茂男，福永良一著 

［出版地］北京 

［出版者］華北産業科學研究所：華北農事試驗場 

［出版日期］1942.7 



［丛编题名］調査報告 

［丛编题名］チョウサ ホウコク 第 6 號 

［附注内容］引用文献：p22 

［知识责任］米田茂男 著 

［知识责任］福永良一 著 

 

 

［正题名］北支那畜産調査資料 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社調査部編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南満州鉄道調査部 

［出版日期］1937 

［丛编题名］支那·立案調査書類 

［丛编题名］シナ·リツアン チョウサ ショルイ 第 6 編第 2 巻 

 

 

［正题名］全國經濟委員會棉業統制委員會三年來工作報告 

［第一责任人］大塚令三著 

［译者］中支建設資料整備委員會編 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備委員會 

［出版日期］1940.2 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會編 第 6 編 

［知识责任］大塚令三 著 

 

 

［正题名］天津綿花運銷概況 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社天津事務所調査課編 

［出版地］天津 

［出版者］南満州鉄道株式会社天津事務所調査課 

［出版日期］1937.12 

［丛编题名］北支経済資料 

［丛编题名］ホクシ ケイザイ シリョウ 第 39 輯 

［附注内容］訳者：片山英夫(調査班第 3 係) 

［附注内容］附：天津綿花統計 

 

 

［正题名］陸運問題研究 

［第一责任人］島田孝一著 

［出版地］東京 

［出版者］丸善 

［出版日期］1940.9 

［知识责任］島田孝一 著 



 

 

［正题名］滿洲農業資源調査報告 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會［編］ 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道經濟調査會 

［出版日期］1935.11 

［丛编题名］資源調査書類 

［丛编题名］シゲン チョウサ ショルイ 第 4 編第 2 卷 

 

 

［正题名］全國經濟委員會會議紀要 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會［訳編］ 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編訳部 

［出版日期］1940.2 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 4 編 

 

 

［正题名］全國經濟委員會會議紀要 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會［訳編］ 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編訳部 

［出版日期］1940.2 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 3 編 

 

 

［正题名］全國經濟委員會會議紀要 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會［訳編］ 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編訳部 

［出版日期］1940.3 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 9 編 

 

 

［正题名］北支に於ける土地所有の移動と分布並に土地の開墾 

［第一责任人］東亜研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1945.10 

［丛编题名］20 世紀日本のアジア関係重要研究資料 



［丛编题名］20 セイキ ニホン ノ アジア カンケイ ジュウヨウ ケンキュウ シリョウ 1 

東亜研究所刊行物 第 4 期 54 経済に関する支那慣行調査報告書 

［主题词］土地所有/中国北部 

 

 

［正题名］土地改革後における中国水稲増産の根本問題 

［第一责任人］三好四郎著 

［出版地］豊橋 

［出版者］愛知大学国際問題研究所 

［出版日期］1953.10 

［丛编题名］現代中国叢書 

［丛编题名］ゲンダイ チュウゴク ソウショ 

［主题词］稲 

［知识责任］三好四郎 著 

 

 

［正题名］支那各省に於ける小麥の適應區域 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會編 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編譯部 

［出版日期］1941.3 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 62 編 

 

 

［正题名］支那農業協同組合論 

［第一责任人］陳殷公著 

［译者］日本青年外交協會研究部譯 

［出版地］東京 

［出版者］日本青年外交協會出版部 

［出版日期］1939.11 

［知识责任］陳殷公 著 

 

 

［正题名］支那土地制度研究 

［第一责任人］長野朗著 

［出版地］東京 

［出版者］學藝社 

［出版日期］1942.4 

［丛编题名］東亜文庫 

［丛编题名］トウア ブンコ 

［知识责任］長野朗 著 

 

 



［正题名］支那土地制度論 

［第一责任人］オットー·フランケ著 

［译者］清水金二郎譯 

［出版地］京都 

［出版者］教育図書 

［出版日期］1941.12 

［知识责任］Franke 著 

［知识责任］フランケ 著 

［次知识责任］清水金二郎 譯 

 

 

［正题名］熱帯農業の體驗 

［第一责任人］和田民治著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄辯會講談社 

［出版日期］1942.6 

［知识责任］和田民治 著 

 

 

［正题名］河北省定縣土壤調査報告 

［第一责任人］侯光炯，朱蓮青，李連捷共著 

［译者］菅野一郎譯 

［出版地］［北京］ 

［出版者］華北産業科學研究所 

［出版日期］1942.1 

［丛编题名］調査資料 

［丛编题名］チョウサ シリョウ 第 18 

［附注内容］中國實業部地質調査所發行「土壤專報」第 13 號(民國 24 年 9 月)ノ翻譯 

［知识责任］侯光炯 著 

［知识责任］朱蓮青 著 

［知识责任］李連捷 著 

［次知识责任］菅野一郎 譯 

 

 

［正题名］支那農業建設論 

［第一责任人］山名正孝著 

［出版地］京都 

［出版者］教育圖書 

［出版日期］1942.1 

［主题词］農業政策 

［知识责任］山名正孝 著 

 

 

［正题名］満鉄特急あじあ号 



［第一责任人］市原善積著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1976.12 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］南満洲鉄道株式会社 

［主题词］鉄道車両 

［知识责任］市原善積 著 

 

 

［正题名］滿蒙樹木圖説 

［第一责任人］佐藤潤平著 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1942.9 

［知识责任］佐藤潤平 著 

 

 

［正题名］日本植民地鉄道史論 

［第一责任人］高橋泰隆著 

［出版地］東京 

［出版者］日本経済評論社 

［出版日期］1995.1 

［丛编题名］鉄道史叢書 

［丛编题名］テツドウシ ソウショ 8 

［主题词］鉄道/台湾 

［主题词］鉄道/中国 

［主题词］鉄道/朝鮮 

［主题词］植民政策 

［主题词］鉄道/日本/歴史 

［知识责任］高橋泰隆 著 

 

 

［正题名］支那麻事情 

［第一责任人］岩井光次郎著 

［出版地］［東京］ 

［出版者］外務省通商局 

［出版日期］1937.5 

［附注内容］在支帝國大使館商務書記官岩井光次郎報告 

［知识责任］岩井光次郎 著 

 

 

［正题名］滿洲に於ける水稻栽培 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社農事試驗場編 



［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道農事試驗場 

［出版日期］1931.8 

［丛编题名］農事試驗場報告 

［丛编题名］ノウジ シケンジョウ ホウコク 第 32 號 

［附注内容］改編担当：伊藤榮之祐 

 

 

［正题名］交通關係法規集 

［第一责任人］山梨交通協会編 

［出版地］［甲府］ 

［出版者］山梨交通協会 

［出版日期］1934 

［知识责任］山梨交通協会 編 

 

 

［正题名］支那經濟地理誌 

［第一责任人］馬場锹太郎著 

［出版地］上海 

［出版者］禹域學會 

［出版日期］1925.12 

［知识责任］馬場锹太郎 著 

 

 

［正题名］滿洲造園樹木 

［第一责任人］南満洲鐵道株式會社地方部農務課編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鉄道株式会社地方部農務課 

［出版日期］1931.12 

［丛编题名］産業資料 

［丛编题名］サンギョウ シリョウ 其 22 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］庭木 

［主题词］樹木 

 

 

［正题名］工業政策要論 

［第一责任人］森耕二郎著 

［出版地］東京 

［出版者］巌松堂 

［出版日期］1941.11 

［知识责任］森耕二郎 著 

 

 



［正题名］社規社則集 

［第一责任人］長谷川安兵衛編 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1941.1 

［知识责任］長谷川安兵衛 編 

 

 

［正题名］我企業豫算制度の實證的研究 

［第一责任人］長谷川安兵衛著 

［出版地］東京 

［出版者］同文館 

［出版日期］1936.11 

［主题词］予算統制 

［主题词］企業会計 

［知识责任］長谷川安兵衛 著 

 

 

［正题名］新造軍艦 

［第一责任人］押川春浪著 

［出版地］東京 

［出版者］石書房 

［出版日期］1944.5 

［知识责任］押川春浪 著 

 

 

［正题名］創造 

［第一责任人］J.F.ルサフオード著 

［译者］明石順三譯 

［出版地］東京 

［出版者］萬國聖書研究會 

［出版日期］1929.8 

［知识责任］Rutherford 著 

［知识责任］ルサフオード 著 

［次知识责任］明石順三 譯 

 

 

［正题名］北支那自動車交通事業統制方策並調査資料 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社調査部編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］南満州鉄道株式会社調査部 

［出版日期］1937 

［丛编题名］支那·立案調査書類 

［丛编题名］シナ·リツアン チョウサ ショルイ 第 10 編第 1 巻別冊附図 



 

 

［正题名］日本学術振興会年報 

［第一责任人］日本学術振興会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本学術振興会 

［出版日期］1982.9 

［主题词］日本学術振興会 

 

 

［正题名］中支ニ於ケル電波統制ニ關スル調査研究 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］東京 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1939.12 

［丛编题名］興亞華中資料 第 182 號 中調査聯交資料 第 53 號 

 

 

［正题名］中華民國ニ於ケル電氣事業法規集 

［第一责任人］滿洲電業股份有限公司調査課編 

［出版地］東京 

［出版者］滿洲電業股份有限公司調査課 

［出版日期］1935.7 

［正题名］護謨工業報告書 

［第一责任人］中支建設資料整備委員会［訳編］ 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編訳部 

［出版日期］1940.6 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 21 編 

［附注内容］経済専刊第 1 種(全国経済委員会)の翻訳 

［主题词］ゴム工業/中国 

 

 

［正题名］製紙工場創立計画案 

［第一责任人］中支建設資料整備委員会［編訳］ 

［出版地］東京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編訳部 

［出版日期］1940.3 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 10 編 

［附注内容］『創設製紙工廠計画』(国民政府全国経済委員会江西弁事処)の翻訳 

［主题词］製紙業/中国 

 



 

［正题名］地質調査隊石炭班調査報告 

［第一责任人］北支派遣杉山部隊特務部地質調査隊［編］ 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］［北支派遣杉山部隊特務部地質調査隊］ 

［出版日期］1938.12 

［丛编题名］北支重要鑛産資源調査報告書 

［丛编题名］ホクシ ジュウヨウ コウサン シゲン チョウサ ホウコクショ 

［附注内容］表紙に「極秘」とあり 

［知识责任］北支派遣杉山部隊特務部地質調査隊 編 

 

 

［正题名］満洲重工業資源開発の現状 

［第一责任人］長谷川泰敏編輯 

［出版地］新京 

［出版者］満洲重工業開発株式会社 

［出版日期］1939.3 

［知识责任］長谷川泰敏 編輯 

 

 

［正题名］支那の鐵·石炭及び石油 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］中支建設資料整備委員會 

［出版日期］1941.3 

［正题名］亞炭 

［第一责任人］野口清著 

［出版地］東京 

［出版者］高志書房 

［出版日期］1943.11 

［附注内容］附録：全國亞炭工業分析表 p143-150 

［主题词］亜炭 

［知识责任］野口清 著 

 

 

［正题名］支那教育學史 

［第一责任人］田内高次著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1942.12 

［知识责任］田内高次 著 

 

 

［正题名］教育における芸術の役割 



［第一责任人］前田博著 

［出版地］町田 

［出版者］玉川大学出版部 

［出版日期］1983.8 

［主题词］教育学/歴史 

［主题词］芸術教育 

［知识责任］前田博 著 

 

 

［正题名］電氣用具工業報告書 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會［訳編］ 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編訳部 

［出版日期］1940.6 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 22 編 

 

 

［正题名］世界文化年鑑 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1954.3 

［正题名］中支ニ於ケル電報交流状況、電話通話状況調査説明資料 

［第一责任人］興亜院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1939.11 

［丛编题名］興亜華中資料 

［丛编题名］コウア カチュウ シリョウ 第 86 號 中調聯交資料 第 16 號 

［附注内容］「秘」の朱印あり 

［附注内容］昭和 14 年 6 月現在調査 

 

 

［正题名］統計年報 

［第一责任人］錦州商工公會編 

［出版地］錦州 

［出版者］錦州商工公會 

［出版日期］1942.2 

［附注内容］表紙に「康徳 7 年版」とあり 

 

 

［正题名］統計年報 

［第一责任人］錦州商工公會編 



［出版地］錦州 

［出版者］錦州商工公會 

［出版日期］1942.2 

［附注内容］表紙に「康徳 7 年版」とあり 

 

 

［正题名］統計年報 

［第一责任人］錦州商工公會編 

［出版地］錦州 

［出版者］錦州商工公會 

［出版日期］1942.12 

［附注内容］表紙に「康徳 7 年版」とあり 

 

 

［正题名］統計年報 

［第一责任人］錦州商工公會編 

［出版地］錦州 

［出版者］錦州商工公會 

［出版日期］1942.12 

［附注内容］表紙に「康徳 7 年版」とあり 

 

 

［正题名］北支に於ける河川湖沼の結氷状態 

［第一责任人］東亞研究所［第二調査委員會内地委員會第五部會編］ 

［出版地］東京 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1941.7 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所[編] 丙第 206 號 C 二委内五·本報告 第 1 號 

［附注内容］擔當者：吉村信吉 

 

 

［正题名］中國礦産得一覽 

［第一责任人］東亞研究所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1942.6 

［正题名］冀東冀察竝山東ニ於ケル礦業權設定事情 

［第一责任人］滿鐵産業部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵産業部 

［出版日期］1937.5 

［正题名］湖北湖南省礦床調査報告 

［第一责任人］中支調査機關聯合會礦業分科會調査所編 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］中支調査機關聯合會礦業分科會調査所 

［出版日期］1942.9 

［正题名］中支ニ於ケル事變下礦業集團部落建設要綱 

［第一责任人］滿鐵上海事務所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所 

［出版日期］1940.5 

［正题名］Rutile ニ就キ 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵調査部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］北滿小麥の品种 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社農事試驗場編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社農事試驗場 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］支那土地問題の再研究 

［第一责任人］王效文，陳傳鋼著 

［译者］石原徹夫譯 

［出版地］東京 

［出版者］新民會中央總會 

［出版日期］1942.11 

［知识责任］王效文 著 

［知识责任］陳傳鋼 著 

［次知识责任］石原徹夫 譯 

 

 

［正题名］土地利用組合のーつの型 

［第一责任人］八木芳之助著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1938.10 

［知识责任］八木芳之助 著 

 

 

［正题名］滿洲高梁 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社農事試驗場編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社農事試驗場 

［出版日期］1926.12 

［正题名］山東省各縣縣志土得關系事項目録 

［第一责任人］北支經濟調査所編 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北支經濟調査所 

［出版日期］1940.2 

［正题名］現代中國土地問題ノ研究 

［第一责任人］滿鐵産業部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵産業部 

［出版日期］1936.11 

［正题名］杭州ニ於ケル不動産慣行得調査資料 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］支那土地問題文獻解説 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵調査部 

［出版日期］1940.3 

［正题名］地券様式匯集 

［第一责任人］地籍整理局編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］地籍整理局 

［出版日期］1936.9 

［正题名］北支慣行調査資料之部 

［第一责任人］滿鐵北支經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經濟調査所 

［出版日期］1942.1 

［正题名］北支慣行調査資料之部 

［第一责任人］滿鐵北支經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經濟調査所 

［出版日期］1942.1 

［正题名］中支那重要國防資源棉花麻調査報告 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1940.7 

［正题名］重要特産物檢査關系法规（日文） 

［第一责任人］重要特産物檢査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］重要特産物檢査所 

［出版日期］1938.1 

［正题名］蘇浙皖三省麻事情 



［第一责任人］日華麻業株式會社上海支店編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］日華麻業株式會社上海支店 

［出版日期］1943.7 

［正题名］織維作物洋麻 

［第一责任人］興亞院編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院 

［出版日期］1941.4 

［正题名］河南、湖北、安徽、江西四省棉産運銷 

［第一责任人］金陵大學農學院農業經濟系編 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.12 

［正题名］大豆流通機構の變遷 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社調査部 

［出版日期］1943.4 

［正题名］北滿に於ける亞麻竝甜菜栽培の大豆、小麥に對する採算比較 

［第一责任人］滿鐵北滿經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北滿經濟調査所 

［出版日期］1938.4 

［正题名］北支豫定鐵道調査報告 

［第一责任人］支那駐屯軍司令部乙囑託班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］支那駐屯軍司令部乙囑托班 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］中支ニ於ケル自動車輸送客貨數量ニ關スル調査 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興業院華中連絡部 

［出版日期］1940.7 

［正题名］中支ニ於ケル公路及自動車交通編制并ニ擴充ニ關スル調査研究 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1940.7 

［正题名］事變後ニ於ケル舊交通部電政機關接收經緯竝未接收部分ノ接收方筞ニ關スル調

査研究 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 



［出版日期］1939.11 

［正题名］華北交通 

［第一责任人］加藤新吉編 

［出版地］東京 

［出版者］華北交通株式會社 

［出版日期］1940.12 

［知识责任］加藤新吉 編 

 

 

［正题名］華北交通 

［第一责任人］加藤新吉編 

［出版地］東京 

［出版者］華北交通株式會社 

［出版日期］1943.7 

［知识责任］加藤新吉 編 

 

 

［正题名］滿洲ニ於ケル苗圃經營 

［第一责任人］總務廳企畫处綜合立地計畫室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］總務廳企畫处綜合立地計畫室 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］中國産黄麻ノ基礎的研究參考統計表 

［第一责任人］日華麻業株式會社上海支店編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］日華麻業株式會社上海支店 

［出版日期］1943.11 

［正题名］浙江省棉作慣行調査 

［第一责任人］滿鐵上海事務所漢口支所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所漢口支所 

［出版日期］1942.4 

［正题名］中支那調査機關聯合會農業分科會蠶桑關繫調査報告 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1940 

［正题名］大連、奉天、新京、哈爾濱ニ於ケル乾燥野菜市販可能性ニ關スル調査 

［第一责任人］滿鐵北滿經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北滿經濟調査所 

［出版日期］1938.2 

［知识责任］滿鐵北滿經濟調査所 編 

 



 

［正题名］支那安徽省及び浙江省の茶業 

［第一责任人］山本亮編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1938.4 

［知识责任］山本亮 編 

 

 

［正题名］支那桐油の生産及び貿易狀况 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1939.9 

［正题名］中支那工業立地條件調査報告 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社調査部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］重慶政府ノ産業支配力 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1942.9 

［正题名］廣東省經濟の特質と其工业 

［第一责任人］東亞研究所上海支所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東亞研究所上海支所 

［出版日期］1940.2 

［正题名］現地木材調査報告 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］事變前後ニ於ケル木材转移入量调查 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1940.8 

［正题名］北支の造林樹木 

［第一责任人］華北産業科學研究所編 

［出版地］北京 

［出版者］華北産業科學研究所 

［出版日期］1942.5 

［正题名］北支事變ニ依ル平津地方糧穀需給關系調査 



［第一责任人］滿鐵天津事務所調査課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵天津事務所調査課 

［出版日期］1937.7 

［正题名］蕪湖米市慣行概况 

［第一责任人］蕪湖米市慣行概况編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蕪湖米市慣行概况 

［出版日期］1943.1 

［正题名］中支那食糧冬作物調査（小麥、大麥、蠶豆、菜种） 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1941.7 

［正题名］食糧問題の緊急對筞の要點 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］滿洲に於ける大豆以外の没料子實 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社社長室調査課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿洲日日新聞社 

［出版日期］1923.2 

［正题名］戰時交通政筞 

［第一责任人］東亞研究所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1941.8 

［正题名］中支ニ於ケル愛路工作ニ關スル調査報告書 

［第一责任人］上海大日本帝國大使館事務所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］上海大日本帝國大使館事務所 

［出版日期］1944.3 

［正题名］既往ニ於ケル年次别交通鐵道、道路運河、港灣建設狀况及交通路綫狀况 

［第一责任人］政務部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］政務部 

［出版日期］1942.4 

［正题名］抗戰支那の交通建設 

［第一责任人］東亞研究所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1941.7 

［正题名］人民中国の成立前史 



［第一责任人］渡辺龍策著 

［出版地］東京 

［出版者］雄松堂出版 

［出版日期］1984.12 

［丛编题名］中国現代史研究叢書 

［丛编题名］チュウゴク ゲンダイシ ケンキュウ ソウショ 1 

［附注内容］新中国建国 35 周年記念出版 

［附注内容］背景百年表：p409～419 

［附注内容］参照書目百十五選：p420～426 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］渡辺龍策 著 

 

 

［正题名］図説中国近現代史 

［第一责任人］池田誠…［ほか］著 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1988.6 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］池田誠 著 

［知识责任］安井三吉 著 

［知识责任］副島昭一 著 

［知识责任］西村成雄 著 

 

 

［正题名］日清戦争と東アジア世界の変容 

［第一责任人］東アジア近代史学会編 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.9 

［主题词］日清戦争 1894-1895/論文集 

 

 

［正题名］日清戦争と東アジア世界の変容 

［第一责任人］東アジア近代史学会編 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.9 

［主题词］日清戦争 1894-1895/論文集 

 



 

［正题名］黄龍振わず 

［第一责任人］陳舜臣著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1986.12 

［丛编题名］中国の歴史 

［丛编题名］チュウゴク ノ レキシ 陳舜臣著 近·現代篇 第 1 巻 

［知识责任］陳舜臣 著 

 

 

［正题名］太平天国革命 

［第一责任人］梨本祐平著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1942.5 

［主题词］太平天国 

［知识责任］梨本祐平 著 

 

 

［正题名］中国近現代政治史年表 

［第一责任人］家近亮子編 

［出版地］京都 

［出版者］晃洋書房 

［出版日期］2002.5 

［主题词］中国/歴史/清時代/年表 

［主题词］中国/歴史/近代/年表 

［主题词］中国/政治·行政/歴史/年表 

［知识责任］家近亮子 編 

 

 

［正题名］中国近現代史 

［第一责任人］姫田光義…［ほか］著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1982.6 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［主题词］中国/歴史 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］姫田光義 著 

［知识责任］阿部治平 著 

［知识责任］笠原十九司 著 

［知识责任］小島淑男 著 

［知识责任］高橋孝助 著 



［知识责任］前田利昭 著 

 

 

［正题名］中国近現代史 

［第一责任人］姫田光義…［ほか］著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1982.6 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［主题词］中国/歴史 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］姫田光義 著 

［知识责任］阿部治平 著 

［知识责任］笠原十九司 著 

［知识责任］小島淑男 著 

［知识责任］高橋孝助 著 

［知识责任］前田利昭 著 

 

 

［正题名］西太后治下の中国 

［第一责任人］J·O·P·ブランド，E·T·バックハウス共著 

［译者］藤岡喜久男訳 

［出版地］東京 

［出版者］光風社出版 

［出版日期］1991.10 

［丛编题名］光風社選書 

［丛编题名］コウフウシャ センショ 

［附注内容］China under the Empress Dowager.原著改訂版の翻訳 

［附注内容］関係略年表：p329～332 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］Bland, 著 

［知识责任］Backhouse, 著 

［知识责任］ブランド 著 

［知识责任］バックハウス 著 

［次知识责任］藤岡喜久男 訳 

 

 

［正题名］中国の近代 

［第一责任人］市古宙三著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1969.12 

［丛编题名］世界の歴史 

［丛编题名］セカイ ノ レキシ 20 



［附注内容］略年表：巻末 pixーxiv. 索引：巻末 

［附注内容］奥付の出版社：河出書房新社 

［主题词］世界史 

［知识责任］市古宙三 著 

 

 

［正题名］支那史物語 

［第一责任人］景山直治著 

［出版地］東京 

［出版者］清教社 

［出版日期］1940.10 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］景山直治 著 

 

 

［正题名］支那四千年史 

［第一责任人］後藤末雄著 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1940.12 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］後藤末雄 著 

 

 

［正题名］支那社会史 

［第一责任人］「支那地理歴史大系」刊行会編 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1941.1 

［丛编题名］支那地理歴史大系 

［丛编题名］シナ チリ レキシ タイケイ 支那地理歴史大系刊行会編 7 

 

 

［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1980 

［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1981 

［正题名］近代中国研究彙報 



［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1982 

［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1983 

［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1984 

［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1985 

［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1986 

［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1988 

［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1990 

［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1991 

［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1992 



［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1993 

［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1994 

［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1995.3 

［正题名］近代中国研究彙報 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1996.3 

［正题名］中国近代政治史論叢 

［第一责任人］永井算巳著 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］1983.12 

［附注内容］永井算巳年譜,著作·論文目録：p549～558 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］永井算巳 著 

 

 

［正题名］ドキュメンタリー中国近代史 

［第一责任人］横山英編訳 

［出版地］東京 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1973.4 

［知识责任］横山英 編訳 

 

 

［正题名］ローマ字標音支那固有名詞辭典 

［第一责任人］内田智雄編 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1942.7 

［知识责任］内田智雄 編 



 

 

［正题名］日本と中国はなぜ戦ったのか 

［第一责任人］益井康一著 

［出版地］東京 

［出版者］光人社 

［出版日期］2002.2 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］益井康一 著 

 

 

［正题名］五·四運動の虚像と実像 

［第一责任人］斎藤道彦著 

［出版地］八王子 

［出版者］中央大学出版部 

［出版日期］1992.1 

［丛编题名］中央大学学術図書 

［丛编题名］チュウオウ ダイガク ガクジュツ トショ 27 

［附注内容］文献資料一覧：p285～294 

［主题词］五四運動 

［知识责任］斎藤道彦 著 

 

 

［正题名］抗日戦争と民衆運動 

［第一责任人］内田知行著 

［出版地］東京 

［出版者］創土社 

［出版日期］2002.2 

［附注内容］引用文献：各章末 

［附注内容］ブックジャケットに英文, 中文タイトル, 目次あり 

［主题词］日中戦争 

［主题词］大衆運動/歴史 

［知识责任］内田知行 著 

 

 

［正题名］興亜院と戦時中国調査 

［第一责任人］本庄比佐子，内山雅生，久保亨編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2002.11 

［附注内容］付：刊行物所在目録(興亜院調査報告所在目録) 

［附注内容］目録索引あり 

［主题词］興亜院 

［知识责任］本庄比佐子 編 



［知识责任］内山雅生 編 

［知识责任］久保亨 編 

 

 

［正题名］中国革命と対日抗戦 

［第一责任人］今井駿著 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］1997.6 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］民族運動 

［主题词］日中戦争 

［主题词］共産主義/中国 

［知识责任］今井駿 著 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］中央大学人文科学研究所編 

［出版地］八王子 

［出版者］中央大学出版部 

［出版日期］1993.3 

［丛编题名］研究叢書 

［丛编题名］ケンキュウ ソウショ 中央大学人文科学研究所編 10 

［附注内容］執筆：斎藤道彦ほか 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］現代史の断面·中国侵略 

［第一责任人］ねずまさし著 

［出版地］東京 

［出版者］校倉書房 

［出版日期］1993.1 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］ねずまさし 著 

 

 

［正题名］支那人 

［第一责任人］東京日日新聞社，大阪毎日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］東京日日新聞社 

［出版日期］1939.10 

［附注内容］共同刊行：大阪毎日新聞社 

 

 



［正题名］中国近現代史論集 

［第一责任人］辛亥革命研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］1985.9 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］菊池貴晴 著 

 

 

［正题名］中国近代社会史研究 

［第一责任人］古島和雄著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1982.11 

［丛编题名］東京大学社会科学研究所研究叢書 

［丛编题名］トウキョウ ダイガク シャカイ カガク ケンキュウジョ ケンキュウ ソウシ

ョ 第 54 冊 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］古島和雄 著 

 

 

［正题名］義和團の研究 

［第一责任人］村松祐次著 

［出版地］東京 

［出版者］厳南堂書店 

［出版日期］1976.8 

［主题词］義和団の乱 

［知识责任］村松祐次 著 

 

 

［正题名］義和団戦争と明治国家 

［第一责任人］小林一美著 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］1986.9 

［附注内容］義和団研究文献目録：p517-528 

［知识责任］小林一美 著 

 

 

［正题名］臺湾植民發達史 

［第一责任人］東郷實，佐藤四郎共著 

［出版地］臺北 



［出版者］晃文館 

［出版日期］1916.4 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［知识责任］東郷實 著 

［知识责任］佐藤四郎 著 

 

 

［正题名］中国近代史研究序説 

［第一责任人］今堀誠二著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1968.4 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］今堀誠二 著 

 

 

［正题名］近代中国社会史研究序説 

［第一责任人］中村哲夫著 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1984.4 

［主题词］中国/社会/歴史/清時代 

［知识责任］中村哲雄 著 

 

 

［正题名］支那社會史 

［第一责任人］サファロフ著 

［译者］早川二郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1939.1 

［主题词］中国/社会/歴史 

［主题词］社会組織 

［知识责任］Safarov 著 

［知识责任］サファロフ 著 

［次知识责任］早川二郎 訳 

 

 

［正题名］支那社會史 

［第一责任人］サファロフ著 

［译者］早川二郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1934.12 



［主题词］中国/社会/歴史 

［主题词］社会組織 

［知识责任］Safarov 著 

［知识责任］サファロフ 著 

［次知识责任］早川二郎 訳 

 

 

［正题名］歴史学と歴史意識 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1982.6 

［丛编题名］現代歴史学の成果と課題 

［丛编题名］ゲンダイ レキシガク ノ セイカ ト カダイ 歴史学研究会編 2-1 

［主题词］歴史学 

 

 

［正题名］黒船と日清戦争 

［第一责任人］比較史·比較歴史教育研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］未来社 

［出版日期］1996.3 

［附注内容］主要文献目録：p361-364 

［主题词］日清戦争 

［主题词］歴史教育 

 

 

［正题名］日中比較近代化論 

［第一责任人］山田辰雄，中井良宏編 

［出版地］京都 

［出版者］晃洋書房 

［出版日期］1996.5 

［主题词］近代化 

［知识责任］山田辰雄 編 

［知识责任］中井良宏 編 

 

 

［正题名］ 新支那通志 

［第一责任人］山県初男著 

［出版地］東京 

［出版者］富山房 

［出版日期］1912.5 

［主题词］中国/地誌 

［知识责任］山県初男 著 



 

 

［正题名］支那歴史読本 

［第一责任人］佐野袈裟美著 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1937.10 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］佐野袈裟美 著 

 

 

［正题名］支那通史 

［第一责任人］F.L.ホ-クポット著 

［译者］柴田賢一譯 

［出版地］東京 

［出版者］高山書院 

［出版日期］1940.11 

［知识责任］ホ-クポット 著 

［次知识责任］柴田賢一 譯 

 

 

［正题名］満学五十年 

［第一责任人］神田信夫著 

［出版地］東京 

［出版者］刀水書房 

［出版日期］1992.3 

［主题词］満州/歴史 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］神田信夫 著 

 

 

［正题名］中国私記 

［第一责任人］色部義明著 

［出版地］東京 

［出版者］福武書店 

［出版日期］1984.3 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］色部義明 著 

 

 

［正题名］續資治通鑑長編人名索引 

［第一责任人］梅原郁編 

［出版地］京都 

［出版者］同朋舎 



［出版日期］1978.5 

［丛编题名］東洋史研究資料叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ シリョウ ソウカン 

［知识责任］梅原郁 編 

 

 

［正题名］中国へのアプローチ 

［第一责任人］今堀誠二編 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1983.10 

［附注内容］各章末：参考文献 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］今堀誠二 編 

 

 

［正题名］満洲問題の歴史 

［第一责任人］伊東六十次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1983.12 

［主题词］満州問題 

［主题词］満州事変 

［知识责任］伊東六十次郎 著 

 

 

［正题名］満洲問題の歴史 

［第一责任人］伊東六十次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1983.12 

［主题词］満州問題 

［主题词］満州事変 

［知识责任］伊東六十次郎 著 

 

 

［正题名］「抗日戦争」のなかで 

［第一责任人］鹿地亘著 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1982.11 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］鹿地亘 著 

 



 

［正题名］聞き書南京事件 

［第一责任人］阿羅健一著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1987.8 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］阿羅健一 著 

 

 

［正题名］「20i」下級兵士の見た南京事件の実相 

［第一责任人］下里正樹著 

［出版地］京都 

［出版者］平和のための京都の戦争展実行委員会 : 日本機関紙協会京滋地方本部 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 (発売) 

［出版日期］1987.12 

［丛编题名］隠された聯隊史 

［丛编题名］カクサレタ レンタイシ 下里正樹著 [正] 

［主题词］南京事件 

［知识责任］下里正樹 著 

 

 

［正题名］南京事件を考える 

［第一责任人］洞富雄，藤原彰，本多勝一編著 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1987.8 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］洞富雄 編著 

［知识责任］藤原彰 編著 

［知识责任］本多勝一 編著 

 

 

［正题名］南京事件の総括 

［第一责任人］田中正明著 

［出版地］東京 

［出版者］謙光社 

［出版日期］1987.3 

［附注内容］付：田中正明主要著作 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］田中正明 著 

 

 



［正题名］公判記録 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1982.8 

［附注内容］『細菌戦用兵器ノ準備及ビ使用ノ廉デ起訴サレタ元日本軍軍人ノ事件ニ関ス

ル公判書類』(外国語図書出版所昭和 25 年刊)の複製 

［主题词］細菌戦 

［主题词］戦争犯罪 

 

 

［正题名］中国の大地は忘れない 

［第一责任人］森正孝編著 

［出版地］東京 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1986.9 

［丛编题名］天皇制論叢 

［丛编题名］テンノウセイ ロンソウ 別冊 2 

［附注内容］参考文献：p206 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］森正孝 編著 

 

 

［正题名］蘆溝橋事件の実相 

［第一责任人］岡野篤夫著 

［译者］田中晴雄解説 

［出版地］東京 

［出版者］旺史社 

［出版日期］2001.8 

［主题词］蘆溝橋事件 

［知识责任］岡野篤夫 著 

［次知识责任］田中晴雄 解説 

 

 

［正题名］杭州湾上陸 

［第一责任人］村田和志郎著 

［出版地］東京 

［出版者］鵬和出版 

［出版日期］1984.2 

［丛编题名］日中戦争日記 

［丛编题名］ニッチュウ センソウ ニッキ 村田和志郎著 第 1 巻 

［主题词］日中戦争 

［主题词］軍隊生活/陸軍 

［知识责任］村田和志郎 著 

 



 

［正题名］華中作戦 

［第一责任人］佐々木春隆著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1987.7 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］佐々木春隆 著 

 

 

［正题名］万宝山事件研究 

［第一责任人］朴永錫著 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1981.3 

［附注内容］万宝山事件と韓国に於ける中国人排斥事件関係日誌·参考文献: p259～320 

［主题词］万宝山事件 

［知识责任］朴永錫 著 

 

 

［正题名］中国ビルマ戦記 

［第一责任人］菊地重規著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1979.10 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/会戦/ビルマ 

［知识责任］菊地重規 著 

 

 

［正题名］新生支那經營論 

［第一责任人］梨本祐平著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1938.11 

［主题词］日本/外国関係/中国 

［知识责任］梨本祐平 著 

 

 

［正题名］支那問題の解剖 

［第一责任人］松本鎗吉著 

［出版地］東京 

［出版者］興亞書院 

［出版日期］1942.7 



［主题词］中国/政治 

［知识责任］松本鎗吉 著 

 

 

［正题名］現地に支那を視る 

［第一责任人］東京朝日新聞発行所編 

［出版地］東京 

［出版者］東京朝日新聞發行所 

［出版日期］1936.6 

［附注内容］ 近支那關係年表：p197-214 

［知识责任］東京朝日新聞発行所 編 

 

 

［正题名］支那の新姿 

［第一责任人］松本鎗吉著 

［出版地］東京 

［出版者］弘道館 

［出版日期］1942.3 

［知识责任］松本鎗吉 著 

 

 

［正题名］中国革命長征史 

［第一责任人］岡本隆三著 

［出版地］東京 

［出版者］サイマル出版会 

［出版日期］1969 

［丛编题名］サイマル双書 

［丛编题名］サイマル ソウショ 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］岡本隆三 著 

 

 

［正题名］資源開發北支讀本 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1937.12 

［附注内容］執筆：十河信二ほか 

 

 

［正题名］中国侵略 

［第一责任人］読売新聞大阪本社社会部編 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1983.8 



［丛编题名］新聞記者が語りつぐ戦争 

［丛编题名］シンブン キシャ ガ カタリ ツグ センソウ 読売新聞大阪社会部編 17 

 

 

［正题名］武漢作戦 

［第一责任人］石川達三著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1940.9 

［知识责任］石川達三 著 

 

 

［正题名］旅順虐殺事件 

［第一责任人］井上晴樹著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1995.12 

［附注内容］Port Arthur massacre(1894) 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］井上晴樹 著 

 

 

［正题名］標準世界史年表 

［第一责任人］亀井高孝，三上次男，林健太郎編 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1982.4 

［主题词］世界史-年表 

［知识责任］亀井高孝 

［知识责任］三上次男 編 

［知识责任］林健太郎 編 

 

 

［正题名］東洋に於ける素朴主義の民族と文明主義の社会 

［第一责任人］宮崎市定著 

［出版地］東京 

［出版者］富山房 

［出版日期］1942.3 

［丛编题名］支那歴史地理叢書 

［丛编题名］シナ レキシ チリ ソウショ 4 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］宮崎市定 著 

 

 



［正题名］江南文化開発史 

［第一责任人］岡崎文夫，池田静夫著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1940.6 

［知识责任］岡崎文夫 著 

［知识责任］池田静夫 著 

 

 

［正题名］支那新人と黎明運動 

［第一责任人］清水安三著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1924.9 

［主题词］中国/社会 

［知识责任］清水安三 著 

 

 

［正题名］支那上代思想史研究 

［第一责任人］出石誠彦著 

［出版地］東京 

［出版者］藤井書店 

［出版日期］1943.9 

［主题词］中国思想/歴史 

［知识责任］出石誠彦 著 

 

 

［正题名］中国史の位相 

［第一责任人］今堀誠二著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1995.10 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］今堀誠二 著 

 

 

［正题名］満鉄調査部と尾崎秀実 

［第一责任人］宮西義雄編著 

［出版地］東京 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1983.9 

［主题词］南満州鉄道株式会社.調査部 

［知识责任］宮西義雄 編著 

 



 

［正题名］満鉄調査部綜合調査報告集 

［第一责任人］野間清編 

［出版地］東京 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1982.1 

［主题词］南満州鉄道株式会社.調査部 

［主题词］満州/経済 

［主题词］中国北部/経済 

［知识责任］野間清 編 

 

 

［正题名］支那文化と支那學の起源 

［第一责任人］後藤末雄著 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1933.6 

［附注内容］昭和 8 年初刷の改題本(「再版の序文」にその旨の記載あり) 

［主题词］シナ学 

［知识责任］後藤末雄 著 

 

 

［正题名］清代東アジア史研究 

［第一责任人］周藤吉之著 

［出版地］東京 

［出版者］日本学術振興会 

［出版日期］1972.3 

［附注内容］発売：丸善 

［知识责任］周藤吉之 著 

 

 

［正题名］二松 

［第一责任人］二松學舍大學大學院文學研究科編 

［出版地］東京 

［出版者］二松學舍大學 

［出版日期］1996.3 

［正题名］近代江南の租桟 

［第一责任人］村松祐次著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.11 

［丛编题名］復刊学術書 

［丛编题名］フッカン ガクジュツショ 

［附注内容］1970 年近代中国研究委員会刊の複刻版 



［主题词］土地制度/中国/歴史 

［知识责任］村松祐次 著 

 

 

［正题名］近代中國の地主制 

［第一责任人］鈴木智夫著 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］1977.9 

［附注内容］附録：「租覈」影印(原文):p195-268 

［附注内容］租覈索引：p[292]-269 

［主题词］地主/中国 

［知识责任］鈴木智夫 著 

 

 

［正题名］杭州湾上陸 

［第一责任人］村田和志郎著 

［出版地］東京 

［出版者］鵬和出版 

［出版日期］1984.2 

［丛编题名］日中戦争日記 

［丛编题名］ニッチュウ センソウ ニッキ 村田和志郎著 第 1 巻 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］日中戦争 

［主题词］軍隊生活/陸軍 

［知识责任］村田和志郎 著 

 

 

［正题名］中国史 

［第一责任人］宮崎市定著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.6 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 295 

［附注内容］中国史年表：下巻巻末 

［知识责任］宮崎市定 著 

 

 

［正题名］中国史 

［第一责任人］宮崎市定著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.6 



［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 303 

［附注内容］中国史年表：下巻巻末 

［知识责任］宮崎市定 著 

 

 

［正题名］支那千日史話 

［第一责任人］岡成志著 

［出版地］東京 

［出版者］佃書房 

［出版日期］1942.11 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］岡成志 著 

 

 

［正题名］支那革命外史 

［第一责任人］北一輝著 

［译者］北大輝編 

［出版地］東京 

［出版者］聖紀書房 

［出版日期］1941.5 

［附注内容］初版：大正 10 年 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］北一輝 著 

［次知识责任］北大輝 編 

 

 

［正题名］中国近現代史 

［第一责任人］小島晋治，丸山松幸著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-336 

［附注内容］巻末：中国近現代史年表 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/歴史 

［知识责任］小島晋治 著 

［知识责任］丸山松幸 著 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］児島襄著 



［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1988.9 

［丛编题名］文春文庫 

［丛编题名］ブンシュン ブンコ 141-29-33 

［主题词］日中戦争 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］児島襄 著 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］児島襄著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1988.9 

［丛编题名］文春文庫 

［丛编题名］ブンシュン ブンコ 141-29-33 

［主题词］日中戦争 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］児島襄 著 

 

 

［正题名］華中掃蕩戦 

［第一责任人］村田和志郎著 

［出版地］東京 

［出版者］鵬和出版 

［出版日期］1984.4 

［丛编题名］日中戦争日記 

［丛编题名］ニッチュウ センソウ ニッキ 村田和志郎著 第 2 巻 

［主题词］日中戦争 

［主题词］軍隊生活/陸軍 

［知识责任］村田和志郎 著 

 

 

［正题名］華南侵攻戦 

［第一责任人］村田和志郎著 

［出版地］東京 

［出版者］鵬和出版 

［出版日期］1984.7 

［丛编题名］日中戦争日記 

［丛编题名］ニッチュウ センソウ ニッキ 村田和志郎著 第 3 巻 

［主题词］日中戦争 

［主题词］軍隊生活/陸軍 

［知识责任］村田和志郎 著 



 

 

［正题名］華南掃蕩戦 

［第一责任人］村田和志郎著 

［出版地］東京 

［出版者］鵬和出版 

［出版日期］1985.1 

［丛编题名］日中戦争日記 

［丛编题名］ニッチュウ センソウ ニッキ 村田和志郎著 第 4 巻 

［主题词］日中戦争 

［主题词］軍隊生活/陸軍 

［知识责任］村田和志郎 著 

 

 

［正题名］警備戦 

［第一责任人］村田和志郎著 

［出版地］東京 

［出版者］鵬和出版 

［出版日期］1985.6 

［丛编题名］日中戦争日記 

［丛编题名］ニッチュウ センソウ ニッキ 村田和志郎著 第 5 巻 

［主题词］日中戦争 

［主题词］軍隊生活/陸軍 

［知识责任］村田和志郎 著 

 

 

［正题名］警備戦 

［第一责任人］村田和志郎著 

［出版地］東京 

［出版者］鵬和出版 

［出版日期］1986.7 

［丛编题名］日中戦争日記 

［丛编题名］ニッチュウ センソウ ニッキ 村田和志郎著 第 6 巻 

［主题词］日中戦争 

［主题词］軍隊生活/陸軍 

［知识责任］村田和志郎 著 

 

 

［正题名］警備戦 

［第一责任人］村田和志郎著 

［出版地］東京 

［出版者］鵬和出版 

［出版日期］1986.8 

［丛编题名］日中戦争日記 



［丛编题名］ニッチュウ センソウ ニッキ 村田和志郎著 第 7 巻 

［主题词］日中戦争 

［主题词］軍隊生活/陸軍 

［知识责任］村田和志郎 著 

 

 

［正题名］支那通史 

［第一责任人］那珂通世著 

［译者］和田清訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1759-1760 

［知识责任］那珂通世 著 

［次知识责任］和田清 訳 

 

 

［正题名］支那通史 

［第一责任人］那珂通世著 

［译者］和田清訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1761-1761b 

［知识责任］那珂通世 著 

［次知识责任］和田清 訳 

 

 

［正题名］支那映畫の製作傾向 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1940.6 

［正题名］東太湖干拓ニ關スル農業事情調査 

［第一责任人］上海大日本帝國大使館事務所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］上海大日本帝國大使館事務所 

［出版日期］1943.10 

［正题名］滿鮮國境横斷鐵道と終端港 

［第一责任人］南満州鉄道臨時経済調査委員会［編］ 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道臨時經濟調査委員會 



［出版日期］1929.7 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 第 12 編 

［附注内容］編纂：住吉平治 

 

 

［正题名］支那における排日运动 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］支那における排日运动 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］支那問題辭典 

［第一责任人］支那問題辭典編輯部編 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1942.3 

［附注内容］付：支那問題人名辭典，支那文化史年表， 東亞現勢地圖 

 

 

［正题名］第一次上海事変における第九師団軍医部「陣中日誌」 

［第一责任人］野田勝久編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1998.6 

［丛编题名］十五年戦争極秘資料集 

［丛编题名］ジュウゴネン センソウ ゴクヒ シリョウシュウ 補巻 5 

［主题词］日中戦争 

［主题词］上海事変 

［知识责任］野田勝久 編 

 

 

［正题名］抗日解放の中国 

［第一责任人］エドガー·スノー著，ロイス·ホイーラ·スノー編 

［译者］高橋正訳 

［出版地］東京 

［出版者］サイマル出版会 

［出版日期］1986.4 

［附注内容］年表：p265-268 

［主题词］日中戦争 1937~ 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［主题词］共産主義/中国 



［主题词］中国-歴史-近代 

［知识责任］Snow 著 

［知识责任］スノー 著 

［知识责任］Snow 編 

［知识责任］スノー 編 

［知识责任］高橋正 訳 

 

 

［正题名］清末の秘密結社 

［第一责任人］佐々木正哉編 

［出版地］東京 

［出版者］巖南堂書店 

［出版日期］1968.5 

［主题词］秘密結社/中国 

［知识责任］佐々木正哉 編 

 

 

［正题名］清末の秘密結社 

［第一责任人］佐々木正哉編 

［出版地］東京 

［出版者］巖南堂書店 

［出版日期］1970.12 

［主题词］秘密結社/中国 

［知识责任］佐々木正哉 編 

 

 

［正题名］清末の秘密結社 

［第一责任人］佐々木正哉編 

［出版地］東京 

［出版者］近代中國研究委員會 

［出版日期］1967.3 

［主题词］秘密結社/中国 

［主题词］中国/歴史/清時代/史料 

［知识责任］佐々木正哉 編 

 

 

［正题名］資料中国人強制連行 

［第一责任人］田中宏，内海愛子，石飛仁解説 

［出版地］東京 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1987.6 

［附注内容］中国人強制連行関係年表：p[745]-776. 関係資料及び文献目録：p777-782 

［主题词］中国人 

［主题词］太平洋戦争 



［主题词］強制労働 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］田中宏 解説 

［知识责任］内海愛子 解説 

［知识责任］石飛仁 解説 

 

 

［正题名］辛亥革命文献目録 

［第一责任人］山根幸夫編 

［出版地］東京 

［出版者］東京女子大学東洋史研究室 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院(発売) 

［出版日期］1972.10 

［主题词］辛亥革命 1911-1912/書目 

［知识责任］山根幸夫 編 

 

 

［正题名］辛亥革命研究 

［第一责任人］辛亥革命研究会編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］辛亥革命研究会 

［出版日期］1981.3 

［正题名］辛亥革命研究 

［第一责任人］辛亥革命研究会編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］辛亥革命研究会 

［出版日期］1982.3 

［正题名］辛亥革命研究 

［第一责任人］辛亥革命研究会編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］辛亥革命研究会 

［出版日期］1983.3 

［正题名］辛亥革命研究 

［第一责任人］辛亥革命研究会編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］辛亥革命研究会 

［出版日期］1984.5 

［正题名］辛亥革命研究 

［第一责任人］辛亥革命研究会編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］辛亥革命研究会 

［出版日期］1986.10 



［正题名］辛亥革命研究 

［第一责任人］辛亥革命研究会編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］辛亥革命研究会 

［出版日期］1988.12 

［正题名］「現代アジア」のダイナミズムと日本 

［第一责任人］高崎経済大学附属産業研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］日本経済評論社 

［出版日期］2000.3 

［附注内容］タイトルは奥付による 

［附注内容］執筆者：武井昭 [ほか] 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］アジア 

 

 

［正题名］近代中国関係図書分類目録 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1978.11 

［附注内容］東洋文庫所蔵 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］中国/書目 

［主题词］蔵書/目録 

 

 

［正题名］日清戦争従軍写真帖 

［第一责任人］亀井玆明著 

［出版地］東京 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1992.7 

［附注内容］解説：藤村道生 

［附注内容］付録：伯爵亀井玆明の美術研究及び美術論:柳田泉 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］亀井玆明 著 

 

 

［正题名］孫中山研究日中国際学術討論会報告集 

［第一责任人］孫文研究会編 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1986.11 

［正题名］上海事變の經過 



［第一责任人］仲摩照久編輯 

［出版地］東京 

［出版者］新光社 

［出版日期］1932.4 

［附注内容］世界知識増刊 

［知识责任］仲摩照久 編輯 

 

 

［正题名］日本新聞五四報道資料集成 

［第一责任人］京都大学人文科学研究所編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1983.2 

［主题词］五四運動 

 

 

［正题名］第三調査委員会報告書 

［第一责任人］東亜研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］龍渓書舎 

［出版日期］1978.10 

［丛编题名］東研シリーズ 

［丛编题名］トウケン シリーズ 資料甲 第 32 号 B 

［附注内容］東亜研究所昭和 20 年刊の復刻 

［主题词］華僑東南アジア在留 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］維新政府諸機關の行政機構 

［第一责任人］中國通信社調査部編 

［出版地］上海 

［出版者］中國通信社調査部 

［出版日期］1938.6 

［丛编题名］中通資料 

［丛编题名］チュウツウ シリョウ 第 76 號 

 

 

［正题名］中國々共關繫ノ現况 

［第一责任人］上海總領事館高紂系編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］上海總領事館高紂系 

［出版日期］1940.5 

［正题名］戰闘 

［第一责任人］大橋城著 



［出版地］東京 

［出版者］大橋城画集刊行会 

［出版日期］1944.11 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［知识责任］大橋城 著 

 

 

［正题名］辛亥革命から満州事変へ 

［第一责任人］後藤孝夫著 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1987.9 

［附注内容］巻末：大阪朝日の日中関係社説 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］後藤孝夫 著 

 

 

［正题名］支那問題總論 

［第一责任人］藤枝丈夫著 

［出版地］東京 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1937 

［丛编题名］支那問題大系 

［丛编题名］シナ モンダイ タイケイ 第 1 巻 

［知识责任］藤枝丈夫 著 

 

 

［正题名］太平天国運動と現代中国 

［第一责任人］小島晋治著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1993.12 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 56 

［主题词］太平天国 

［知识责任］小島晋治 著 

 

 

［正题名］太平天国革命の歴史と思想 

［第一责任人］小島晋治著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1978.11 

［主题词］太平天国 



［知识责任］小島晋治 著 

 

 

［正题名］広西移民社会と太平天国 

［第一责任人］菊池秀明著 

［出版地］東京 

［出版者］風響社 

［出版日期］1998.2 

［丛编题名］中部大学学術叢書 

［丛编题名］チュウブ ダイガク ガクジュツ ソウショ 

［附注内容］参考文献：史料編：p651-654 

［主题词］太平天国 

［主题词］広西壮族自治区/歴史 

［主题词］太平天国 

［知识责任］菊池秀明 著 

 

 

［正题名］広西移民社会と太平天国 

［第一责任人］菊池秀明著 

［出版地］東京 

［出版者］風響社 

［出版日期］1998.2 

［丛编题名］中部大学学術叢書 

［丛编题名］チュウブ ダイガク ガクジュツ ソウショ 

［附注内容］参考文献：史料編：p651-654 

［主题词］太平天国 

［主题词］広西壮族自治区/歴史 

［主题词］太平天国 

［知识责任］菊池秀明 著 

 

 

［正题名］洋務運動の研究 

［第一责任人］鈴木智夫著 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］1992.12 

［附注内容］人名索引：p1-5. 事項索引：p6-23 

［主题词］近代化 

［主题词］工業政策/中国/歴史 

［知识责任］鈴木智夫 著 

 

 

［正题名］日清戦争と朝鮮 

［第一责任人］朴宗根著 



［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1982.12 

［丛编题名］歴史学研究叢書 

［丛编题名］レキシガク ケンキュウ ソウショ 

［主题词］日清戦争 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史/明治時代 

［知识责任］朴宗根 著 

 

 

［正题名］日清戦争 

［第一责任人］桧山幸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1997.8 

［附注内容］日清戦争主要年表：p306-319 

［附注内容］主要参考史料および文献資料：p320-327 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］桧山幸夫 著名 

 

 

［正题名］満鐵を語る 

［第一责任人］松岡洋右著 

［出版地］東京 

［出版者］第一出版社 

［出版日期］1937.5 

［附注内容］附：曠野の先駆者への助言 287-306p 

［主题词］南満州鉄道株式会社 

［知识责任］松岡洋右 著 

 

 

［正题名］外務省外交史料館所蔵諮議局·省議会関係史料目録 

［第一责任人］曽田三郎編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部東洋史学研究室 

［出版日期］1988.3 

［知识责任］曽田三郎 編 

 

 

［正题名］中國近代史研究 

［第一责任人］閔斗基著 

［出版地］［ソウル］ 

［出版者］一潮閣 

［出版日期］1973.4 



［知识责任］閔斗基 著 

 

 

［正题名］図説満鉄 

［第一责任人］西澤泰彦著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］2000.8 

［丛编题名］ふくろうの本 

［丛编题名］フクロウ ノ ホン 

［附注内容］満鉄関係略年表：p132-133 

［附注内容］文献：p134 

［主题词］南満洲鉄道 

［知识责任］西沢泰彦 著 

 

 

［正题名］中国近代の政治と社会 

［第一责任人］堀川哲男著 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1981.4 

［附注内容］参考文献：p223～226 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］堀川哲男 著 

 

 

［正题名］中国近代政治史年表 

［第一责任人］家近亮子編 

［出版地］京都 

［出版者］晃洋書房 

［出版日期］1993.4 

［主题词］中国/歴史/清時代/年表 

［主题词］中国/歴史/近代/年表 

［主题词］中国/政治·行政/歴史/年表 

［知识责任］家近亮子 編 

 

 

［正题名］支那 近大事年表 

［第一责任人］小島昌太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1942.5 

［知识责任］小島昌太郎 著 

 



 

［正题名］支那未来記 

［第一责任人］長野朗著 

［出版地］東京 

［出版者］東亜公論社 

［出版日期］1939.10 

［知识责任］長野朗 著 

 

 

［正题名］紫禁城哀史 

［第一责任人］村上知行著 

［出版地］東京 

［出版者］泰山書局 

［出版日期］1945.3 

［知识责任］村上知行 著 

 

 

［正题名］清末中国の青年群像 

［第一责任人］横山宏章著 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1986.10 

［丛编题名］歴史のなかの若者たち 

［丛编题名］レキシ ノ ナカ ノ ワカモノ タチ 5 

［附注内容］清末中国「若者」関連年表·参考文献：p242-253 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］辛亥革命 1911~ 

［知识责任］横山宏章 著 

 

 

［正题名］中国近代政治と儒教文化 

［第一责任人］林嘉言著 

［出版地］東京 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1997.11 

［主题词］儒学 

［主题词］儒学 

［知识责任］林嘉言 著 

 

 

［正题名］東チベット紀行 

［第一责任人］E·タイクマン著 

［译者］水野勉訳 

［出版地］東京 



［出版者］白水社 

［出版日期］1986.7 

［丛编题名］中国辺境歴史の旅 

［丛编题名］チュウゴク ヘンキョウ レキシ ノ タビ 陳舜臣編集·解説 3 

［主题词］西域/紀行·案内記 

［主题词］チベット/紀行·案内記 

［主题词］チベット/歴史 

［主题词］チベット/紀行 

［知识责任］Teichman 著 

［知识责任］タイクマン 著 

［次知识责任］水野勉 訳 

 

 

［正题名］伊集院彦吉関係文書 

［第一责任人］尚友倶楽部，広瀬順晧，櫻井良樹編 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房出版 

［出版日期］1996.12 

［附注内容］「刊行にあたって」に「尚友叢書第 7 巻」の記述あり 

［知识责任］広瀬順晧 編 

［知识责任］櫻井良樹 編 

 

 

［正题名］中国近代史研究入門 

［第一责任人］辛亥革命研究会編 

［译者］久保田文次執筆 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］1992.3 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］中国研究 

［次知识责任］久保田文次 執筆 

 

 

［正题名］中国歴史学の新しい波 

［第一责任人］狭間直樹，森時彦編 

［出版地］東京 

［出版者］霞山会 

［出版日期］1985.2 

［主题词］辛亥革命 

［知识责任］狭間直樹 編 

［知识责任］森時彦 編 

 

 



［正题名］孫文と神戸 

［第一责任人］陳徳仁，安井三吉著 

［出版地］神戸 

［出版者］神戸新聞出版センター 

［出版日期］1985.10 

［丛编题名］シリーズ兵庫の歴史 

［丛编题名］シリーズ ヒョウゴ ノ レキシ 3 

［附注内容］孫文と神戸関係年表·参考文献：p275～290 

［知识责任］陳徳仁 著 

［知识责任］安井三吉 著 

 

 

［正题名］辛亥革命と神戸 

［第一责任人］陳徳仁編著 

［出版地］神戸 

［出版者］孫中山記念館 

［出版日期］1986.11 

［附注内容］孫中山先生生誕 120 周年記念出版 

［知识责任］陳徳仁 著 

 

 

［正题名］中国近代化過程の指導者たち 

［第一责任人］曽田三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1997.2 

［附注内容］文献：章末 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］近代化 

［主题词］中国/政治/歴史/民国時代 

［知识责任］曽田三郎 編 

 

 

［正题名］中国革命と日本·アジア 

［第一责任人］寺廣映雄著 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］2001.12 

［丛编题名］汲古選書 

［丛编题名］キュウコ センショ 30 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］辛亥革命 

［知识责任］寺広映雄 著 

 



 

［正题名］1910 年長沙暴動關繫史料紹介 

［第一责任人］横山英著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1981.12 

［知识责任］横山英 著 

 

 

［正题名］政治篇 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1940.11 

［丛编题名］支那抗戰力調査委員會總括資料 

［丛编题名］シナ コウセンリョク チョウサ イインカイ ソウカツ シリョウ 滿鐵調査部 

[編] 昭和 14 年度 2 ノ 1 

［主题词］中国/経済 

［主题词］中国/政治 

 

 

［正题名］政治篇 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1940.10 

［丛编题名］支那抗戰力調査委員會總括資料 

［丛编题名］シナ コウセンリョク チョウサ イインカイ ソウカツ シリョウ 滿鐵調査部 

[編] 昭和 14 年度 2 ノ 2 

［主题词］中国/経済 

［主题词］中国/政治 

 

 

［正题名］毛沢東と湖南共和国 

［第一责任人］池上貞一著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］池上貞一 著 

 

 

［正题名］吴佩孚ニ關スル觀察（極密） 

［第一责任人］新京地方事務所長報編 

［出版地］［出版地不详］ 



［出版者］新京得方事務所 

［出版日期］1934.1 

［正题名］奉郭戰重要日志 

［第一责任人］滿鐵庶務部調査課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵庶務部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］奉郭戰事と日本 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］入關後に於ける奉天派 

［第一责任人］佐田弘治郎編輯 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1928.3 

［丛编题名］パンフレット 

［丛编题名］パンフレット 第 40 號 

［知识责任］佐田弘治郎 編輯 

 

 

［正题名］支那問題講話 

［第一责任人］プロレタリア科學研究所中國問題研究會著 

［出版地］東京 

［出版者］プロレタリア科學研究所 

［出版地］東京 

［出版者］鐵塔書院 (発売) 

［出版日期］1931.3 

［知识责任］プロレタリア科学研究所中国問題研究会 

 

 

［正题名］中国近代化と馬建忠 

［第一责任人］坂野正高著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1985.2 

［知识责任］坂野正高 著 

 

 

［正题名］近代中国·日中関係図書目録 

［第一责任人］市古宙三編 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］1980.8 



［主题词］中国/歴史/書目 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後/書目 

［知识责任］市古宙三 編 

 

 

［正题名］歴史研究と階級的契機 

［第一责任人］中央大学経済研究所編 

［出版地］八王子 

［出版者］中央大学出版部 

［出版日期］1980.5 

［附注内容］執筆：宮崎犀一ほか 

［主题词］歴史学 

［主题词］階級 

［知识责任］宮崎犀一 編 

 

 

［正题名］日中戦争下中国における日本人の反戦活動 

［第一责任人］藤原彰，姫田光義編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1999.9 

［附注内容］Some Japanese antiwar campaigns in China during Sino-Japanese War 

［主题词］日中戦争 

［主题词］日中戦争 

［主题词］捕虜 

［知识责任］藤原彰 編 

［知识责任］姫田光義 編 

 

 

［正题名］北京一二·九学生運動 

［第一责任人］平野正著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1988.10 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 40 

［附注内容］参考文献と史料：p291-296 

［主题词］一二·九運動 

［主题词］一二·九運動 

［知识责任］平野正 著 

 

 

［正题名］中国第八路軍行軍記 

［第一责任人］黄峯編 



［译者］三上諦聴，芝田稔訳註 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学東西学術研究所 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］関西大学東西学術研究所資料集刊 

［丛编题名］カンサイ ダイガク トウザイ ガクジュツ ケンキュウジョ シリョウ シュウ

カン 6 

［知识责任］黄峯 編 

［次知识责任］三上諦聴 訳註 

［次知识责任］芝田稔 訳註 

 

 

［正题名］盧溝橋事件嘘と真実 

［第一责任人］肥沼茂著 

［出版地］東京 

［出版者］叢文社 

［出版日期］2000.7 

［附注内容］主要·引用文献：p303 

［主题词］蘆溝橋事件 

［主题词］蘆溝橋事件 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］肥沼茂 著 

 

 

［正题名］湘桂作戦 

［第一责任人］森金千秋著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1981.8 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］森金千秋 著 

 

 

［正题名］常徳作戦 

［第一责任人］森金千秋著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1983.9 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］森金千秋 著 

 

 

［正题名］華中華南転戦記 

［第一责任人］伊東義久著 



［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1988.3 

［附注内容］参考文献：p429 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］伊東義久 著 

 

 

［正题名］華南戦記 

［第一责任人］越智春海著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1988.9 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］越智春海 著 

 

 

［正题名］長沙作戦 

［第一责任人］佐々木春隆著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1988.8 

［主题词］陸軍 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］佐々木春隆 著 

 

 

［正题名］中国縦貫戦記 

［第一责任人］町田正司著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1984.11 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］町田正司 著 

 

 

［正题名］第 11 軍通信隊 

［第一责任人］久保村正治著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1987.3 

［附注内容］参考文献：p252-253 

［主题词］日中戦争 

［主题词］通信部隊 



［知识责任］久保村正治 著 

 

 

［正题名］湘桂公路 

［第一责任人］阪本楠彦著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1986.8 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］阪本楠彦 著 

 

 

［正题名］盧溝橋事件 

［第一责任人］安井三吉著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1993.9 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 55 

［附注内容］盧溝橋事件に関する回想と証言：p323～339 

［主题词］蘆溝橋事件 

［主题词］廬溝橋事件 

［知识责任］安井三吉 著 

 

 

［正题名］延安捕虜日記 

［第一责任人］鈴木伝三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］国書刊行会 

［出版日期］1983.7 

［主题词］日中戦争 

［主题词］中国共産党 

［知识责任］鈴木伝三郎 著 

 

 

［正题名］八路軍の日本兵たち 

［第一责任人］香川孝志，前田光繁著 

［出版地］東京 

［出版者］サイマル出版社 

［出版日期］1984.6 

［主题词］日中戦争 

［主题词］中国抑留 

［知识责任］香川孝志 著 

［知识责任］前田光繁 著 



 

 

［正题名］驀進華北の剿共 

［第一责任人］華北宣傳聯盟編 

［出版地］北京 

［出版者］華北宣傳聯盟 

［出版日期］1942.4 

［知识责任］華北宣伝連盟 編 

 

 

［正题名］支那事變秘史 

［第一责任人］津田元徳著 

［出版地］大連 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1941.6 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］津田元徳 著 

 

 

［正题名］盧溝橋事件 

［第一责任人］江口圭一著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.12 

［丛编题名］岩波ブックレット 

［丛编题名］イワナミ ブックレット シリーズ昭和史 No.3 

［附注内容］参考文献-理解をいっそう深めるために：p62 

［主题词］盧溝橋事件 

［知识责任］江口圭一 著 

 

 

［正题名］蘆溝橋事件 

［第一责任人］岡野篤夫著 

［出版地］東京 

［出版者］旺史社 

［出版日期］1988.8 

［丛编题名］無名戦士の記録シリーズ 

［丛编题名］ムメイ センシ ノ キロク シリーズ 

［主题词］蘆溝橋事件 

［知识责任］岡野篤夫 著 

 

 

［正题名］支那事變日誌 

［第一责任人］杉村廣藏編 



［出版地］上海 

［出版者］上海日本商工會議所 

［出版日期］1939.9 

［附注内容］支那事變二周年記念 

［知识责任］杉村広蔵 編 

 

 

［正题名］満州建国と上海事変 

［出版地］東京 

［出版者］東京スポーツ新聞社 

［出版日期］1988.8 

［丛编题名］激録日本大戦争 

［丛编题名］ゲキロク ニホン ダイセンソウ 原康史著 第 27 巻 

［附注内容］年表：p291-294 

［主题词］戦争/歴史 

［主题词］満州事変 

［主题词］満州問題 

［主题词］上海事変 

 

 

［正题名］蘆溝橋·南京·徐州の戦い 

［出版地］東京 

［出版者］東京スポーツ新聞社 

［出版日期］1989.6 

［丛编题名］激録日本大戦争 

［丛编题名］ゲキロク ニホン ダイセンソウ 原康史著 第 29 巻 

［附注内容］年表：p295-300 

［主题词］戦争/歴史 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］魔都上海とノモンハン 

［出版地］東京 

［出版者］東京スポーツ新聞社 

［出版日期］1989.10 

［丛编题名］激録日本大戦争 

［丛编题名］ゲキロク ニホン ダイセンソウ 原康史著 第 30 巻 

［附注内容］年表：p281-288 

［主题词］戦争/歴史 

［主题词］ノモンハン事件 

 

 

［正题名］支那事変解決の根本策 

［第一责任人］東亜聯盟協会編 



［出版地］東京 

［出版者］東亜聯盟協会 

［出版日期］1940.11 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］東亜聯盟協会 編 

 

 

［正题名］明清時代の科学技術史 

［第一责任人］藪内清，吉田光邦編 

［出版地］京都 

［出版者］朋友書店 

［出版日期］1997.12 

［丛编题名］京都大學人文科學研究所研究報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ ケンキュウ ホウコク 

［主题词］科学技術/中国/歴史 

［知识责任］薮内清 編 

［知识责任］吉田光邦 編 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1928.3 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1930.1 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1930.3 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 



 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1930.6 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1927.12 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1942.7 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.4 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.10 

［主题词］美術/叢書 



［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.10 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.11 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.12 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1930.5 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1927.11 



［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1928.7 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1928.7 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1928.8 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.1 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 



［出版日期］1929.2 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.3 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1928.11 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1928.10 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.5 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 



［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.6 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.12 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1930.6 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1928.1 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1928.5 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 



［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1928.5 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1928.9 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.8 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.9 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1930.8 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］世界美術全集 



［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1930.9 

［主题词］美術/叢書 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］私と満州国 

［第一责任人］武藤富男著 

［出版地］東京 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1988.9 

［主题词］満州/歴史 

［知识责任］武藤富男 著 

 

 

［正题名］素顔の中華民国 

［第一责任人］小谷豪治郎著 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田出版 

［出版日期］1988.5 

［主题词］台湾/政治·行政 

［主题词］台湾/対外関係/中国 

［知识责任］小谷豪治郎 著 

 

 

［正题名］中国近代東北地域史研究 

［第一责任人］西村成雄著 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1984.12 

［附注内容］巻末:東北地域都市·工商業経済政策史年表 

［主题词］中国東北部/歴史 

［知识责任］西村成雄 著 

 

 

［正题名］満鉄王国 

［第一责任人］江上照彦著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ出版 

［出版日期］1980.11 

［主题词］南満州鉄道株式会社 

［知识责任］江上照彦 著 



 

 

［正题名］台湾と台湾人 

［第一责任人］戴國煇著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1979.11 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 5 

［主题词］台湾/歴史 

［主题词］民族問題/台湾 

［主题词］日本/植民地 

［知识责任］戴国煇 著 

 

 

［正题名］旧京私記 

［第一责任人］青龍子著 

［出版地］東京 

［出版者］西田書店 

［出版日期］2001.3 

［主题词］北京 

［知识责任］青龍子 著 

 

 

［正题名］中国侵略の空白 

［第一责任人］「アジア·太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ、心に刻む集会」実行委

員会編 

［出版地］大阪 

［出版者］東方出版 

［出版日期］1999.7 

［丛编题名］アジアの声 

［丛编题名］アジア ノ コエ 「アジア·太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ、心に刻

む集会」実行委員会編 第 12 集 

［主题词］日本/対外関係/アジア 

［主题词］戦争犠牲者 

［主题词］日中戦争 

［主题词］戦争犠牲者 

［主题词］日中戦争 

［主题词］細菌戦 

［主题词］戦争犯罪 

 

 

［正题名］満洲事変 

［第一责任人］西内雅著 



［出版地］堺 

［出版者］大湊書房 

［出版日期］1988.3 

［附注内容］満洲関係資料：p282～292 巻末：満州国全図（1 枚） 

［主题词］満州事変 

［知识责任］西内雅 著 

 

 

［正题名］満洲慟哭 

［第一责任人］友清高志著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1987.12 

［主题词］満州国 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］友清高志 著 

 

 

［正题名］南京大虐殺否定論 13 のウソ 

［第一责任人］南京事件調査研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1999.10 

［主题词］南京事件 

［主题词］南京事件 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］『この事実を……』 

［第一责任人］侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館編 

［译者］加藤実訳 

［出版地］南京 

［出版者］南京大学出版社 

［出版日期］1999.11 

［附注内容］1994 年南京大学出版社刊, 朱成山主編『侵華日軍南京大屠殺幸存者証言集』

の翻訳 

［主题词］南京事件 

［知识责任］侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館 編 

［次知识责任］加藤実 訳 

 

 

［正题名］南京事件の総括 

［第一责任人］田中正明著 

［出版地］東京 



［出版者］展転社 

［出版日期］2001.11 

［附注内容］謙光社 昭和 62 年刊の再刊 

［主题词］南京事件 

［知识责任］田中正明 著 

 

 

［正题名］中国山西省における日本軍の毒ガス戦 

［第一责任人］粟屋憲太郎編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］2002.12 

［附注内容］毒ガス戦関連文献一覧：p291-293 

［附注内容］毒ガス戦関係主要事項年表：p294-295 

［主题词］毒ガス 

［主题词］毒ガス 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］粟屋憲太郎 編 

 

 

［正题名］南京事件の反省と平和の構築について 

［第一责任人］五十嵐善之亟著 

［出版地］東京 

［出版者］文芸社 

［出版日期］2002.4 

［主题词］日中戦争 1937-1945/残虐行為 

［知识责任］五十嵐善之亟 著 

 

 

［正题名］「満州国」見聞記 

［第一责任人］H·シュネー著 

［译者］金森誠也訳 

［出版地］東京 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1988.11 

［丛编题名］日本見聞記シリーズ 

［丛编题名］ニホン ケンブンキ シリーズ 

［附注内容］原書の抄訳 

［主题词］満州/歴史 

［主题词］満州国 

［知识责任］Schnee 著 

［知识责任］シュネー 著 

［次知识责任］金森誠也 訳 

 



 

［正题名］満蒙開拓青少年義勇軍 

［第一责任人］櫻本富雄著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1987.6 

［主题词］開拓/満州 

［知识责任］櫻本富雄 著 

 

 

［正题名］満洲国の阿片専売 

［第一责任人］山田豪一著 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］2002.12 

［主题词］満州/歴史 

［主题词］阿片 

［主题词］阿片 

［知识责任］山田豪一 著 

 

 

［正题名］満蒙開拓青少年義勇軍と信濃教育会 

［第一责任人］長野県歴史教育者協議会編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］2000.12 

［附注内容］参考文献：p287 

［附注内容］「満蒙開拓青少年義勇軍と信濃教育会」略年表：p294-302 

［主题词］満蒙開拓青少年義勇軍 

 

 

［正题名］日本帝国主義と満州 

［第一责任人］鈴木隆史著 

［出版地］東京 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1992.11 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］帝国主義 

［主题词］満州 

［主题词］満州問題 

［主题词］植民地政策 

［知识责任］鈴木隆史 著 

 



 

［正题名］日本帝国主義と満州 

［第一责任人］鈴木隆史著 

［出版地］東京 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1992.11 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］帝国主義 

［主题词］満州 

［主题词］満州問題 

［主题词］植民地政策 

［知识责任］鈴木隆史 著 

 

 

［正题名］「神話」の崩壊 

［第一责任人］五味川純平著 

［出版地］東京 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1988.12 

［主题词］満州/歴史 

［主题词］関東軍 

［知识责任］五味川純平 著 

 

 

［正题名］流氓 

［第一责任人］舛山六太著 

［出版地］東京 

［出版者］アドア出版 

［出版日期］1988.12 

［知识责任］舛山六太 著 

 

 

［正题名］満州を繞る国際戦 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］鵬和出版 

［出版日期］1986.8 

［附注内容］参謀本部昭和 6 年刊の複製 

［主题词］満州問題 

 

 

［正题名］南京の日本軍 

［第一责任人］藤原彰著 



［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1997.8 

［主题词］日中戦争 

［主题词］南京事件 

［知识责任］藤原彰 著 

 

 

［正题名］南京事件京都師団関係資料集 

［第一责任人］井口和起，木坂順一郎，下里正樹編著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1989.12 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］井口和起 編著 

［知识责任］木坂順一郎 編著 

［知识责任］下里正樹 編著 

 

 

［正题名］満鉄労働史の研究 

［第一责任人］松村高夫，解学詩，江田憲治編著 

［出版地］東京 

［出版者］日本経済評論社 

［出版日期］2002.4 

［主题词］南満洲鉄道 

［知识责任］松村高夫 編著 

［知识责任］解学詩 編著 

［知识责任］江田憲治 編著 

 

 

［正题名］天津の近代 

［第一责任人］吉澤誠一郎著 

［出版地］名古屋 

［出版者］名古屋大学出版会 

［出版日期］2002.2 

［附注内容］参照文献一覧：巻末 p7-33 

［知识责任］吉沢誠一郎 著 

 

 

［正题名］日中戦争南京大残虐事件資料集 

［第一责任人］洞富雄編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1985.11 



［附注内容］R0022980 本书为：1986 年 10 月第 2 刷 

［附注内容］英文資料編 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］洞富雄 編 

 

 

［正题名］日中戦争南京大残虐事件資料集 

［第一责任人］洞富雄編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1985.11 

［附注内容］R0023001 本书为：1986 年 10 月第 2 刷 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］洞富雄 編 

 

 

［正题名］戦後中国国民政府史の研究 

［第一责任人］姫田光義編著 

［出版地］八王子 

［出版者］中央大学出版部 

［出版日期］2001.10 

［附注内容］文献目録／山本真，大沢武彦編：p363-379 

［知识责任］姫田光義 編著 

 

 

［正题名］ソ連軍の満州進駐 

［第一责任人］董彦平著 

［译者］加藤豊隆訳 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1982.11 

［主题词］中国/外国関係/ロシア 

［主题词］満州国 

［知识责任］董彦平 著 

［次知识责任］加藤豊隆 訳 

 

 

［正题名］支那ソヴェート運動の研究 

［第一责任人］東亜経済調査局編 

［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1972.10 

［附注内容］執筆者：雪竹栄之 

［附注内容］附録（p.355-359）：ソヴェート区に関する資料文献 



［主题词］中国/政治 

［主题词］中国共産党 

 

 

［正题名］民主化運動と中国社会主義 

［第一责任人］野村浩一…［ほか］編者 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.3 

［丛编题名］岩波講座現代中国 

［丛编题名］イワナミ コウザ ゲンダイ チュウゴク 野村浩一…［ほか］編 別巻 1 

［主题词］中国/政治 

［主题词］政治運動 

［知识责任］野村浩一 編著 

［知识责任］山内一男 編著 

［知识责任］宇野重昭 編著 

［知识责任］小島晋治 編著 

［知识责任］竹内實 編著 

［知识责任］岡部達味 編著 

 

 

［正题名］中日大辭典 

［第一责任人］愛知大学中日大辞典編纂処編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1987.2 

［主题词］中国語/辞典 

［主题词］中国語/辞書 

 

 

［正题名］支那民族論 

［第一责任人］フォルケ著 

［译者］高山洋吉訳 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1939.7 

［知识责任］Forke 著 

［知识责任］フォルケ 著 

［次知识责任］高山洋吉 訳 

 

 

［正题名］裁かれた七三一部隊 

［第一责任人］森村誠一編 

［出版地］東京 



［出版者］晩聲社 

［出版日期］1990.7 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］細菌戦 

［主题词］教科書 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/医学·衛生 

［知识责任］森村誠一 編 

 

 

［正题名］支那民族 

［第一责任人］有高巖，村上正二著 

［出版地］東京 

［出版者］六盟館 

［出版日期］1943.7 

［丛编题名］民族叢書 

［丛编题名］ミンゾク ソウショ 3 

［知识责任］有高巖 著 

［知识责任］村上正二 著 

 

 

［正题名］台灣志 

［第一责任人］伊能嘉矩，井田麟鹿編 

［出版地］台北 

［出版者］古亭書屋 

［出版日期］1973.3 

［知识责任］伊能嘉矩 編 

［知识责任］井田麟鹿 編 

 

 

［正题名］台湾の民族と文化 

［第一责任人］宮本延人，瀬川孝吉，馬淵東一著 

［出版地］東京 

［出版者］六興出版 

［出版日期］1987.12 

［附注内容］参考文献：p240-244 

［主题词］高砂族 

［知识责任］宮本延人 著 

［知识责任］瀬川孝吉 著 

［知识责任］馬淵東一 著 

 

 

［正题名］青島近郊に於ける農村實態調査報告 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社北支事務局調査部編 

［出版地］北京 



［出版者］南滿洲鐵道北支事務局調査部 

［出版日期］1939.3 

［丛编题名］北支調査資料 

［丛编题名］ホクシ チョウサ シリョウ 第 7 輯 

 

 

［正题名］淮史述要 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會訳編 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編訳部 

［出版日期］1940.3 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 14 編 

 

 

［正题名］尖閣列島ノート 

［第一责任人］高橋庄五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］青年出版社 

［出版日期］1979.10 

［主题词］尖閣列島 

［主题词］日本/外国関係/中国 1949- 中華人民共和国 

［知识责任］高橋庄五郎 著 

 

 

［正题名］支那の労働運動 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社東亜経済調査局編 

［出版地］東京 

［出版者］南満洲鉄道株式会社東亜経済調査局 

［出版日期］1928.9 

［主题词］労働運動/中国 

 

 

［正题名］山東省に於ける農村人口移動 

［第一责任人］國立北京大學附設農村經濟研究所編 

［出版地］北京 

［出版者］國立北京大學附設農村經濟研究所 

［出版日期］1942.6 

［丛编题名］研究資料 

［丛编题名］ケンキュウ シリョウ 第 10 號 

［附注内容］執筆：西村甲一 

 

 

［正题名］芝罘事情 



［第一责任人］航業聯合協會編 

［出版地］芝罘 

［出版者］航業聯合協會 

［出版日期］1939.10 

［知识责任］航業聯合協會 編 

 

 

［正题名］済南事情 

［第一责任人］済南日本商工会議所編 

［出版地］済南 

［出版者］済南日本商工会議所 

［出版日期］1939.6 

［知识责任］済南日本商工会議所 編 

 

 

［正题名］近代上海の公共性と国家 

［第一责任人］小浜正子著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］2000.2 

［主题词］上海 

［主题词］社会集団 

［知识责任］小浜正子 著 

 

 

［正题名］上海の縣城志 

［第一责任人］羽根田市治著 

［出版地］東京 

［出版者］龍渓書舎 

［出版日期］1978.8 

［附注内容］附：上海略年表：p199-348 

［主题词］城/上海 

［主题词］上海/歴史 

［知识责任］羽根田市治 著 

 

 

［正题名］上海 

［第一责任人］日本上海史研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］2000.3 

［附注内容］巻末に概要あり(英語、中国語) 

 

 



［正题名］台湾文化志 

［第一责任人］伊能嘉矩著 

［出版地］東京 

［出版者］大空社 

［出版日期］1997.4 

［丛编题名］柳田國男の本棚 

［丛编题名］ヤナギタ クニオ ノ ホンダナ 1 

［附注内容］原本：刀江書院 昭和 3 年刊 伊能嘉矩著 

［主题词］民俗学 

［主题词］台湾/歴史 

［知识责任］伊能嘉矩 著 

 

 

［正题名］台湾文化志 

［第一责任人］伊能嘉矩著 

［出版地］東京 

［出版者］大空社 

［出版日期］1997.4 

［丛编题名］柳田國男の本棚 

［丛编题名］ヤナギタ クニオ ノ ホンダナ 2 

［附注内容］原本：刀江書院 昭和 3 年刊 伊能嘉矩著 

［主题词］民俗学 

［主题词］台湾/歴史 

［知识责任］伊能嘉矩 著 

 

 

［正题名］台湾文化志 

［第一责任人］伊能嘉矩著 

［出版地］東京 

［出版者］大空社 

［出版日期］1997.4 

［丛编题名］柳田國男の本棚 

［丛编题名］ヤナギタ クニオ ノ ホンダナ 3 

［附注内容］原本：刀江書院 昭和 3 年刊 伊能嘉矩著 

［主题词］民俗学 

［主题词］台湾/歴史 

［知识责任］伊能嘉矩 著 

 

 

［正题名］中国人と日本人 

［第一责任人］田中与造著 

［出版地］東京 

［出版者］日本経済通信社 

［出版日期］1987.10 



［主题词］中国/社会 

［主题词］中国/外国関係/日本 

［知识责任］田中与造 著 

 

 

［正题名］牡丹江都市建設方策 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道經濟調査會 

［出版日期］1936.9 

［丛编题名］立案調査書類 

［丛编题名］リツアン チョウサ ショルイ 南滿洲鉄道経済調査会 第 20 編第 7 巻 

 

 

［正题名］哈爾賓都市建設方策 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道經濟調査會 

［出版日期］1935.6 

［丛编题名］立案調査書類 

［丛编题名］リツアン チョウサ ショルイ 南滿洲鉄道経済調査会 第 20 編 4 巻 

 

 

［正题名］齊齊哈爾背後地調査報告 

［第一责任人］南満洲鉄道株式會社哈爾賓事務所調査課編 

［出版地］哈爾賓 

［出版者］南満洲鉄道株式會社哈爾賓事務所調査課 

［出版日期］1927.7 

［丛编题名］哈調資料 

［丛编题名］ハチョウ シリョウ 

 

 

［正题名］臺灣殖民政策 

［第一责任人］持地六三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1912.7 

［主题词］植民政策 

［主题词］植民地政策 

［知识责任］持地六三郎 著 

 

 

［正题名］殺戮工廠·731 部隊 

［第一责任人］滝谷二郎著 



［出版地］東京 

［出版者］新森書房 

［出版日期］1989.4 

［附注内容］七三一部隊(関東軍防疫給水部)沿革年表 戦後の GHQ·東大伝染病研究所·国

立予防衛生研究所の関係史：p393-396 

［主题词］細菌戦 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］陸軍/七三一部隊 

［知识责任］滝谷二郎 著 

 

 

［正题名］追跡平頂山事件 

［第一责任人］田辺敏雄著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1988.12 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］満州事変 

［知识责任］田辺敏雄 著 

 

 

［正题名］もうひとつの三光作戦 

［第一责任人］姫田光義，陳平著 

［译者］丸田孝志訳 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1989.9 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］陳平 著 

［知识责任］姫田光義 著 

［次知识责任］丸田孝志 訳 

 

 

［正题名］日本軍の細菌戦·毒ガス戦 

［第一责任人］七三一部隊国際シンポジウム実行委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1996.5 

［主题词］日中戦争 

［主题词］細菌戦 

［主题词］毒ガス 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/残虐行為 

［主题词］細菌戦 

 



 

［正题名］中ソの戦略·日本の選択 

［第一责任人］中嶋嶺雄著 

［出版地］東京 

［出版者］PHP 研究所 

［出版日期］1988.9 

［主题词］国際政治 

［主题词］日本/外国関係 

［知识责任］中島嶺雄 著 

 

 

［正题名］ドキュメント庶民が語る中国文化大革命 

［第一责任人］馮驥才著 

［译者］田口佐紀子訳 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1988.12 

［附注内容］中国文化大革命関係年表：p292～295 

［主题词］中国文化大革命 

［知识责任］馮驥才 著 

［次知识责任］田口佐紀子 訳 

 

 

［正题名］変わりゆく中国の政治社会 

［第一责任人］小島朋之著 

［出版地］東京 

［出版者］芦書房 

［出版日期］1988.7 

［主题词］中国/政治·行政 

［主题词］中国/政治 

［知识责任］小島朋之 著 

 

 

［正题名］転形期の中国 

［第一责任人］竹内実編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1988.3 

［主题词］中国研究 

［主题词］中国文学/歴史 

［知识责任］竹内実 編 

 

 

［正题名］現代中国の展開 



［第一责任人］竹内実著 

［出版地］東京 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1987.4 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 524 

［主题词］中国/歴史/1949 年以後 

［知识责任］竹内実 著 

 

 

［正题名］一衣帯水 

［第一责任人］竹内実著 

［出版地］東京 

［出版者］蒼蒼社 

［出版日期］1987.4 

［丛编题名］蒼蒼スペシャル·ブックレット 

［丛编题名］ソウソウ スペシャル ブックレット 

［知识责任］竹内実 著 

 

 

［正题名］現代中国の実像 

［第一责任人］竹内実著 

［出版地］東京 

［出版者］蒼蒼社 

［出版日期］1987.4 

［丛编题名］蒼蒼スペシャル·ブックレット 

［丛编题名］ソウソウ スペシャル ブックレット 

［主题词］中国/歴史/1949 年以後 

［知识责任］竹内実 著 

 

 

［正题名］八党大路線と四つの現代化 

［第一责任人］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版日期］1980.3 

［丛编题名］現代中国革命重要資料集 

［丛编题名］ゲンダイ チュウゴク カクメイ ジュウヨウ シリョウシュウ 大東文化大学

東洋研究所編 第 1 巻 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

［知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］主観的能動性と客観的合理性の交錯 



［第一责任人］土井章監修 

［出版地］東京 

［出版者］大東文化大学東洋研究所 

［出版日期］1981.3 

［丛编题名］現代中国革命重要資料集 

［丛编题名］ゲンダイ チュウゴク カクメイ ジュウヨウ シリョウシュウ 大東文化大学

東洋研究所編 第 2 巻 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

［知识责任］土井章 監修 

 

 

［正题名］大陸資源行脚 

［第一责任人］納富重雄著 

［出版地］東京 

［出版者］月刊満洲社東京出版部 

［出版日期］1943.8 

［主题词］満州/紀行 

［知识责任］納富重雄 著 

 

 

［正题名］滿洲の土地事情 

［第一责任人］岡本正編著，地籍整理局校閲 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲事情案内所 

［出版日期］1939.8 

［丛编题名］満洲事情案内所報告 

［丛编题名］マンシュウ ジジョウ アンナイジョ ホウコク 55 

［知识责任］岡本正 編著 

 

 

［正题名］關東廳要覽 

［第一责任人］關東長官官房文書課編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］關東長官官房文書課 

［出版日期］1930.3 

［附注内容］遡及 

 

 

［正题名］關東廳要覽 

［第一责任人］關東長官官房文書課編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］關東長官官房文書課 

［出版日期］1931.3 

［附注内容］遡及 



 

 

［正题名］關東廳要覽 

［第一责任人］關東長官官房文書課編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］關東長官官房文書課 

［出版日期］1932.3 

［附注内容］遡及 

 

 

［正题名］もっと知りたい台湾 

［第一责任人］戴国煇編 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1986.5 

［附注内容］付：参考文献 

［附注内容］初版 5 刷に際し,政局の大転換の蒋経国の死について増補(242,243 頁) 

［主题词］台湾 

［知识责任］戴国煇 編 

 

 

［正题名］生物戦部隊 731 

［第一责任人］西里扶甬子著 

［出版地］東京 

［出版者］草の根出版会 

［出版日期］2002.5 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］細菌戦 

［知识责任］西里扶甬子 著 

 

 

［正题名］ソ満国境·関東軍要塞はいま 

［第一责任人］菊池実編 

［出版地］京都 

［出版者］かもがわ出版 

［出版日期］2001.1 

［丛编题名］かもがわブックレット 

［丛编题名］カモガワ ブックレット 135 

［附注内容］おもな参考図書：p63 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］菊池実 編 

 

 

［正题名］台湾史再発見 



［第一责任人］喜安幸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］秀麗社 

［出版日期］1992.1 

［附注内容］発売：土曜美術社 

［附注内容］台湾史年表：p280～284 

［主题词］台湾/歴史 

［知识责任］喜安幸夫 著 

 

 

［正题名］滿洲協和會の發達 

［第一责任人］小山貞知著 

［译者］滿鐵弘報課編 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1941.8 

［丛编题名］東亞新書 

［丛编题名］トウア シンショ 滿鐵弘報課編 9 

［主题词］満州/政治 

［知识责任］小山貞知 編 

 

 

［正题名］臺灣地名研究 

［第一责任人］安倍明義編 

［出版地］臺北 

［出版者］蕃語研究会 

［出版日期］1938.1 

［附注内容］発売：杉田書店(臺北) 

［知识责任］安倍明義 編 

 

 

［正题名］アムール 中ソ国境を駆ける 

［第一责任人］志賀勝著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1986.1 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 28 

［主题词］満州 

［主题词］極東地方 

［主题词］朝鮮人 

［知识责任］志賀勝 著 

 

 



［正题名］北京の四年 

［第一责任人］小川平四郎著 

［出版地］東京 

［出版者］サイマル出版会 

［出版日期］1977 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/社会 

［知识责任］小川平四郎 著 

 

 

［正题名］霧社事件 

［第一责任人］中川浩一，和歌森民男編著 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1980.12 

［主题词］霧社事件 

［知识责任］中川浩一 編著 

［知识责任］和歌森民男 編著 

 

 

［正题名］「南京大虐殺」のまぼろし 

［第一责任人］鈴木明著 

［出版地］東京 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1973.3 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］鈴木明 著 

 

 

［正题名］南京虐殺と戦争 

［第一责任人］曽根一夫著 

［出版地］東京 

［出版者］泰流社 

［出版日期］1988.3 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］曽根一夫 著 

 

 

［正题名］細菌戦部隊ハバロフスク裁判 

［第一责任人］牛島秀彦解説 

［出版地］東京 

［出版者］海燕書房 

［出版日期］1982.7 

［丛编题名］KB 叢書 

［丛编题名］KB ソウショ 1 



［附注内容］『細菌戦用兵器ノ準備及ビ使用ノ廉デ起訴サレタ元日本軍軍人ノ事件ニ関ス

ル公判書類』の改題複製 

［主题词］戦争犯罪 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/医学·衛生 

［知识责任］牛島秀彦 解説 

 

 

［正题名］裁かれた南京大虐殺 

［第一责任人］本多勝一編 

［出版地］東京 

［出版者］晩聲社 

［出版日期］1989.4 

［主题词］南京事件 

［知识责任］本多勝一 編 

 

 

［正题名］天皇の軍隊「中国侵略」 

［第一责任人］中国帰還者連絡会編 

［出版地］大阪 

［出版者］平和のための大阪の戦争展実行委員会 

［出版地］大阪 

［出版者］日本機関紙出版センター(発売) 

［出版日期］1988.12 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］体験記集 

 

 

［正题名］満州国警察外史 

［第一责任人］幕内満雄著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1996.4 

［附注内容］満州国警察関係年表：p293-324 

［附注内容］主要引用·参考文献資料：p325-330 

［主题词］警察/満州 

［主题词］警察/満州国 

［知识责任］幕内満雄 著 

 

 

［正题名］「満洲国」社会事業史 

［第一责任人］沈潔著 

［出版地］京都 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1996.5 



［丛编题名］MINERVA 社会福祉叢書 

［丛编题名］MINERVA シャカイ フクシ ソウショ 2 

［附注内容］人名索引：巻末 p1-2 

［附注内容］事項索引：巻末 p3-4 

［附注内容］年表：巻末 p5-13 

［附注内容］参考文献目録：巻末 p16-22 

［主题词］社会福祉/歴史 

［知识责任］沈潔 著 

 

 

［正题名］中国にも革命が起きる 

［第一责任人］鈴木明著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1990.3 

［主题词］中国 

［知识责任］鈴木明 著 

 

 

［正题名］中国現代史プリズム 

［第一责任人］竹内実編 

［出版地］東京 

［出版者］蒼蒼社 

［出版日期］1988.12 

［丛编题名］蒼蒼スペシャル·ブックレット 

［丛编题名］ソウソウ スペシャル ブックレット No.18 

［附注内容］中国現代史研究文献案内 安藤正士編：p173～189 

［主题词］中国/歴史/1949 年以後 

［知识责任］竹内実 編 

 

 

［正题名］台湾霧社蜂起事件 

［第一责任人］戴国煇編著 

［出版地］東京 

［出版者］社会思想社 

［出版日期］1981.6 

［主题词］霧社事件 

［知识责任］戴国煇 編著 

 

 

［正题名］資料ドイツ外交官の見た南京事件 

［第一责任人］石田勇治，笠原十九司，吉田裕編集·訳 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 



［出版日期］2001.3 

［主题词］南京事件 

［知识责任］石田勇治 編集 

［知识责任］笠原十九司 編集 

［知识责任］吉田裕 編集 

 

 

［正题名］南京大虐殺 

［第一责任人］洞富雄著 

［出版地］東京 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1982.12 

［附注内容］決定版 

［附注内容］発行所：現代史出版会，発売：徳間書店 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］洞富雄 著 

 

 

［正题名］私の見た南京事件 

［第一责任人］奥宮正武著 

［出版地］東京 

［出版者］PHP 研究所 

［出版日期］1997.9 

［附注内容］参考文献：巻末 

［主题词］南京事件 

［主题词］捕虜 

［主题词］日中戦争 1937-1945/残虐行為 

［知识责任］奥宮正武 著 

 

 

［正题名］「南京虐殺」の徹底検証 

［第一责任人］東中野修道著 

［出版地］東京 

［出版者］展転社 

［出版日期］1998.8 

［附注内容］参考文献：p402-412 

［主题词］南京事件 

［主题词］戦争犯罪 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］東中野修道 著 

 

 

［正题名］天皇の軍隊と南京事件 

［第一责任人］吉田裕著 



［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1998.6 

［附注内容］参考文献：p216-228 

［主题词］日中戦争 

［主题词］南京事件 

［主题词］日中戦争 

［主题词］南京事件 

［知识责任］吉田裕 著 

 

 

［正题名］香港読本 

［第一责任人］枝川公一著 

［出版地］東京 

［出版者］西北社 

［出版日期］1988.10 

［附注内容］発売：星雲社 

［主题词］香港 

［知识责任］枝川公一 著 

 

 

［正题名］台湾と日本·交流秘話 

［第一责任人］名越二荒之助，草開省三編 

［出版地］東京 

［出版者］展転社 

［出版日期］1996.4 

［附注内容］監修：許国雄 

［附注内容］日台交流史年表 永山英樹作成：p338～346 

［主题词］台湾/紀行·案内記 

［主题词］台湾/歴史 

［主题词］台湾/対外関係/日本 

［知识责任］名越二荒之助 編 

［知识责任］草開省三 編 

 

 

［正题名］台湾抗日運動史研究 

［第一责任人］若林正丈著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］2001.6 

［附注内容］注·参考文献：各篇末 

［主题词］台湾/歴史 

［主题词］民族運動/台湾 

［知识责任］若林正丈 著 



 

 

［正题名］台湾は日本人がつくった 

［第一责任人］黄文雄著 

［出版地］東京 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］2001.4 

［主题词］台湾/歴史/日本統治時代 

［主题词］台湾/対外関係/日本/歴史 

［知识责任］黄文雄 著 

 

 

［正题名］トルキスタンへの旅 

［第一责任人］タイクマン著 

［译者］神近市子訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 59 

［附注内容］Journey to Turkestan.の翻訳 

［知识责任］Teichman 著 

［知识责任］タイクマン 著 

［次知识责任］神近市子 訳 

 

 

［正题名］新修支那省別全誌 

［第一责任人］支那省別全誌刊行会編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜同文会 

［出版日期］1943.12 

［主题词］中国/地誌 

［知识责任］支那省別全誌刊行会 編 

 

 

［正题名］現代中国研究案内 

［第一责任人］野村浩一編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.8 

［丛编题名］岩波講座現代中国 

［丛编题名］イワナミ コウザ ゲンダイ チュウゴク 野村浩一編 別巻 2 

［主题词］中国/政治 

［主题词］中国研究 



［知识责任］野村浩一  編 

 

 

［正题名］支那民族の南方発展史 

［第一责任人］井出季和太著 

［出版地］東京 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1943 

［丛编题名］井上民族政策研究所研究叢書 

［丛编题名］イノウエ ミンゾク セイサク ケンキュウジョ ケンキュウ ソウショ 第 2

輯 

［主题词］中国/歴史 

［主题词］華僑 

［知识责任］井出季和太 著 

 

 

［正题名］支那民族生活史 

［第一责任人］井坂錦江著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1943.6 

［附注内容］奥付著者表示：井坂秀雄 

［知识责任］井坂錦江 著 

 

 

［正题名］「南京事件」の探究 

［第一责任人］北村稔著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］2001.11 

［丛编题名］文春新書 

［丛编题名］ブンシュン シンショ 207 

［主题词］南京事件 

［主题词］戦争犯罪 

［知识责任］北村稔 著 

 

 

［正题名］南京事件 

［第一责任人］秦郁彦著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1986.2 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 795 



［附注内容］南京事件関係年表：p248-249 

［附注内容］主要参考文献：p257-269 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］秦郁彦 著 

 

 

［正题名］中国現代史の周辺 

［第一责任人］小林文男著 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1976.3 

［丛编题名］アジアを見る眼 

［丛编题名］アジア オ ミル メ 50 

［附注内容］発売: アジア経済出版会 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

［知识责任］小林文男 著 

 

 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1981.2 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1981.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1981.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1981.11 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1981.11 

［正题名］東洋文化研究所紀要 



［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1982.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1982.9 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1982.12 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1982.12 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1983.7 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1983.11 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1983.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1983.11 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1983.11 



［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1985.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1986.2 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1986.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1986.11 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1986.1 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1987.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1987.11 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1988.2 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 



［出版日期］1988.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1988.10 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1985.10 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1989.2 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1989.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1989.10 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1990.2 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1990.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1991.1 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 



［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1991.2 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1991.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1992.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1992.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1992.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1992.10 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1993.2 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1993.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1993.11 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 



［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1994.2 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1994.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1994.11 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1995.1 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1995.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1995.11 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1996.2 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1996.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1996.11 

［正题名］東洋文化研究所紀要 



［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1997.2 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1997.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1997.12 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1928.10 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1928.10 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 



［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1928.12 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1928.12 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1929.1 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1929.1 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 



［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1929.2 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1929.2 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1929.4 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 



［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1929.5 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1929.8 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1929.8 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 



［出版日期］1929.9 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1929.2 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1929.2 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1929.2 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 



 

 

［正题名］大日本史 

［第一责任人］徳川光圀修 

［译者］徳川綱条校 

［译者］徳川治保重校 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会 

［出版日期］1929.10 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］徳川光圀 修 

［知识责任］徳川治保 校 

［次知识责任］徳川綱条 校 

 

 

［正题名］新しい教科書誕生!! 

［第一责任人］高橋史朗責任編集 

［译者］新しい歴史教科書をつくる会編 

［出版地］東京 

［出版者］PHP 研究所 

［出版日期］2000.9 

［主题词］歴史教育 

［主题词］教科書 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］高橋史朗 編 

 

 

［正题名］徹底検証あぶない教科書 

［第一责任人］俵義文著 

［出版地］東京 

［出版者］学習の友社 

［出版日期］2001.2 

［丛编题名］シリーズ世界と日本 21 

［丛编题名］シリーズ セカイ ト ニホン 21 16 

［主题词］歴史教育 

［主题词］教科書 

［知识责任］俵義文 著 

 

 

［正题名］こんな教科書子どもにわたせますか 

［第一责任人］子どもと教科書全国ネット 21 編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］2001.6 



［附注内容］資料：p152-175 

［主题词］歴史教育 

［主题词］公民教育 

［主题词］教科書 

 

 

［正题名］新しい歴史教科書を「つくる会」という運動がある 

［第一责任人］新しい歴史教科書をつくる会編 

［出版地］東京 

［出版者］扶桑社 

［出版日期］1998.11 

［主题词］歴史教育 

［主题词］歴史教育 

［主题词］教科書 

 

 

［正题名］新しい歴史教科書「つくる会」の主張 

［第一责任人］西尾幹二編 

［出版地］東京 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］2001.6 

［附注内容］初出一覧：p127 

［主题词］歴史教育 

［主题词］教科書 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］西尾幹二 編 

 

 

［正题名］高校生徹底質問!!従軍慰安婦とは何か 

［第一责任人］千田夏光著 

［出版地］東京 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1992.5 

［附注内容］従軍慰安婦問題関連文献リスト：p73～77 

［主题词］慰安婦 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］千田夏光 著 

 

 

［正题名］ロシア史講話 

［第一责任人］ヴェ·オ·クリュチェフスキー著 

［译者］八重樫喬任訳 

［出版地］東京 

［出版者］恒文社 



［出版日期］1979.9 

［主题词］ロシア/歴史 

［知识责任］クリュチェフスキー 著 

［次知识责任］八重樫喬任 訳 

 

 

［正题名］ロシア史講話 

［第一责任人］ヴェ·オ·クリュチェフスキー著 

［译者］八重樫喬任訳 

［出版地］東京 

［出版者］恒文社 

［出版日期］1981.4 

［主题词］ロシア/歴史 

［知识责任］クリュチェフスキー 著 

［次知识责任］八重樫喬任 訳 

 

 

［正题名］ロシア史講話 

［第一责任人］ヴェ·オ·クリュチェフスキー著 

［译者］八重樫喬任訳 

［出版地］東京 

［出版者］恒文社 

［出版日期］1982.1 

［主题词］ロシア/歴史 

［知识责任］クリュチェフスキー 著 

［次知识责任］八重樫喬任 訳 

 

 

［正题名］ロシア史講話 

［第一责任人］ヴェ·オ·クリュチェフスキー著 

［译者］八重樫喬任訳 

［出版地］東京 

［出版者］恒文社 

［出版日期］1983.4 

［主题词］ロシア/歴史 

［知识责任］クリュチェフスキー 著 

［次知识责任］八重樫喬任 訳 

 

 

［正题名］ロシア史講話 

［第一责任人］ヴェ·オ·クリュチェフスキー著 

［译者］八重樫喬任訳 

［出版地］東京 

［出版者］恒文社 



［出版日期］1983.6 

［主题词］ロシア/歴史 

［知识责任］クリュチェフスキー 著 

［次知识责任］八重樫喬任 訳 

 

 

［正题名］環日本海地域社会の変容 

［第一责任人］芳井研一著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］2000.6 

［附注内容］参考文献：各章末 

［附注内容］OH は標題紙裏による 

［主题词］日本海地域 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］アジア東部/歴史 

［主题词］極東地方/歴史 

［知识责任］芳井研一 著 

 

 

［正题名］近代天皇制国家と民衆·アジア 

［第一责任人］松尾章一著 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1998.4 

［主题词］日本/歴史/近代 

［知识责任］松尾章一 著 

 

 

［正题名］日清·日露戦争 

［第一责任人］海野福寿著 

［出版地］東京 

［出版者］集英社 

［出版日期］1992.11 

［丛编题名］集英社版日本の歴史 

［丛编题名］シュウエイシャバン ニホン ノ レキシ 児玉幸多，林屋辰三郎，永原慶二編 
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［附注内容］年表：p314-315 

［附注内容］参考文献：p316-317 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］日清戦争 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］海野福寿 著 

 



 

［正题名］日本帝国主義 1894-1945 

［第一责任人］W.G.ビーズリー著 

［译者］杉山伸也訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.12 

［主题词］日本/外国関係/アジア/歴史 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］Beasley 著 

［知识责任］ビーズリー 著 

［次知识责任］杉山伸也 訳 

 

 

［正题名］右大臣實朝 

［第一责任人］太宰治著 

［出版地］大阪 

［出版者］錦城出版社 

［出版日期］1943.9 

［丛编题名］新日本文藝叢書 

［丛编题名］シンニホン ブンゲイ ソウショ 

［知识责任］太宰治 著 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］島田俊彦，稻叶正夫解説 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1964.7 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 8 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］島田俊彦 解説 

［知识责任］稻叶正夫 解説 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］島田俊彦，稻叶正夫解説 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1963.5 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 10 

［主题词］日中戦争 



［知识责任］島田俊彦 解説 

［知识责任］稻叶正夫 解説 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］島田俊彦，稻叶正夫解説 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1965.12 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 12 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］島田俊彦 解説 

［知识责任］稻叶正夫 解説 

 

 

［正题名］近代史史料 

［第一责任人］大久保利謙…［ほか］編 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1965.11 

［附注内容］事項索引：巻末：p1-11 

［主题词］日本/歴史/史料 

［知识责任］大久保利謙 編 

［知识责任］今井庄次 編 

［知识责任］牛山敬二 編 

［知识责任］臼井勝美 編 

［知识责任］由井正臣 編 

 

 

［正题名］小川平吉関係文書 

［第一责任人］小川平吉文書研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1973.3 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後/史料 

 

 

［正题名］小川平吉関係文書 

［第一责任人］小川平吉文書研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1973.3 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後/史料 



 

 

［正题名］小川平吉関係文書 

［第一责任人］小川平吉文書研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1973.3 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後/史料 

 

 

［正题名］小川平吉関係文書 

［第一责任人］小川平吉文書研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1973.3 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後/史料 

 

 

［正题名］小川平吉関係文書 

［第一责任人］小川平吉文書研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1973.3 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後/史料 

 

 

［正题名］小川平吉関係文書 

［第一责任人］小川平吉文書研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1973.3 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後/史料 

 

 

［正题名］小川平吉関係文書 

［第一责任人］小川平吉文書研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1973.3 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後/史料 

 

 

［正题名］アジアの声 

［第一责任人］「アジア·太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ、心に刻む集会」実行委



員会編 

［出版地］大阪 

［出版者］東方出版 

［出版日期］1988.7 

 

 

［正题名］昭和軍閥 

［第一责任人］黒田秀俊著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1979.4 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］軍閥 

［知识责任］黒田秀俊 著 

 

 

［正题名］図説日露戦争 

［第一责任人］平塚柾緒著 

［译者］太平洋戦争研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1999.6 

［丛编题名］ふくろうの本 

［丛编题名］フクロウ ノ ホン 

［附注内容］日露戦争関係年表：p150～151 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］平塚柾緒 著 

 

 

［正题名］日露戦争はいかにして戦われたか 

［第一责任人］黒羽茂著 

［出版地］東京 

［出版者］文化書房博文社 

［出版日期］1988.3 

［附注内容］日露戦争関係主要文献一覧：p213～218 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］黒羽茂 著 

 

 

［正题名］作戦部長、東条ヲ罵倒ス 

［第一责任人］田中新一著 

［译者］松下芳男編 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 



［出版日期］1986.2 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］田中新一 著 

［次知识责任］松下芳男 編 

 

 

［正题名］大東亞の聖戰 

［第一责任人］楓井金之助編 

［出版地］東京 

［出版者］國民新聞社 

［出版日期］1941.12 

［附注内容］附：太平洋要圖 

［知识责任］楓井金之助 編 

 

 

［正题名］日清戦争従軍日誌 

［第一责任人］久野甚太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］近代文芸社 

［出版日期］1995.2 

［附注内容］海外受注記念出版版 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］久野甚太郎 著 

 

 

［正题名］日露戦争を演出した男モリソン 

［第一责任人］ウッドハウス暎子著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1988.12 

［主题词］日露戦争 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］ウッドハウス暎子 著 

 

 

［正题名］日露戦争を演出した男モリソン 

［第一责任人］ウッドハウス暎子著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1988.12 

［主题词］日露戦争 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］ウッドハウス暎子 著 

 



 

［正题名］兵士たちの日露戦争 

［第一责任人］大江志乃夫著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1988.3 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 349 

［主题词］日露戦争 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］大江志乃夫 著 

 

 

［正题名］日露旅順海戦史 

［第一责任人］真鍋重忠著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1985.12 

［附注内容］主要参考文献：p277～279 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］真鍋重忠 著 

 

 

［正题名］世界資本主義と明治維新 

［第一责任人］中村哲著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1978.4 

［主题词］明治維新 

［主题词］資本主義/歴史 

［主题词］歴史学 

［知识责任］中村哲 著 

 

 

［正题名］明治維新革命 

［第一责任人］斎藤信明著 

［出版地］東京 

［出版者］彩流社 

［出版日期］1981.8 

［主题词］明治維新 

［知识责任］斎藤信明 著 

 

 

［正题名］「慰安婦」問題とアジア女性基金 



［第一责任人］大沼保昭，下村満子，和田春樹編 

［出版地］東京 

［出版者］東信堂 

［出版日期］1998.10 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］慰安婦 

［主题词］女性のためのアジア平和国民基金 

［主题词］慰安婦 

［主题词］損失補償 

［知识责任］大沼保昭 編 

［知识责任］下村満子 編 

［知识责任］和田春樹 編 

 

 

［正题名］日中全面戦争と海軍 

［第一责任人］笠原十九司著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1997.8 

［主题词］日中戦争 

［主题词］海軍/日本 

［主题词］日本/対外関係/アメリカ合衆国 

［主题词］日本/外国関係/アメリカ合衆国/歴史/昭和時代 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］笠原十九司 著 

 

 

［正题名］従軍慰安婦と天皇 

［第一责任人］千田夏光著 

［出版地］京都 

［出版者］かもがわ出版 

［出版日期］1992.6 

［丛编题名］かもがわブックレット 

［丛编题名］カモガワ ブックレット 50 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］慰安婦 

［知识责任］千田夏光 著 

 

 

［正题名］華僑虐殺 

［第一责任人］林博史著 

［出版地］東京 

［出版者］すずさわ書店 

［出版日期］1992.5 



［附注内容］文献：p321～337 巻末：p1～5 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］マレーシア/歴史 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/残虐行為 

［主题词］華僑マレーシア連邦在留 

［主题词］戦没者以外の戦争犠牲者 

［知识责任］林博史 著 

 

 

［正题名］大東亜戦争への道 

［第一责任人］中村粲著 

［出版地］東京 

［出版者］展転社 

［出版日期］1990.12 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/原因 

［知识责任］中村粲 著 

 

 

［正题名］現代史の断面·満州帝国の成立 

［第一责任人］ねずまさし著 

［出版地］東京 

［出版者］校倉書房 

［出版日期］1990.11 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］ねずまさし 著 

 

 

［正题名］昭和天皇の秘密 

［第一责任人］赤間剛著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1990.4 

［知识责任］赤間剛 著 

 

 

［正题名］昭和天皇の十五年戦争 

［第一责任人］藤原彰著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1991.12 

［附注内容］参考文献：p183-189 

［主题词］日中戦争 



［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］藤原彰 著 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］松本重治責任編集 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1986.4 

［丛编题名］昭和の戦争 

［丛编题名］ショウワ ノ センソウ ジャーナリストの証言 ジャーナリスト ノ ショウゲ

ン 1 

［附注内容］年表：p235-256 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］松本重治 編集 

 

 

［正题名］日中戦争出征日記 

［第一责任人］木村源左衛門著 

［出版地］秋田 

［出版者］無明舎出版 

［出版日期］1982.3 

［附注内容］日中戦争略年表：p297～299 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］木村源左衛門 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］家永三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.2 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］家永三郎 著 

 

 

［正题名］戦争責任 

［第一责任人］アジアに対する日本の戦争責任を問う民衆法廷準備会編著 

［出版地］東京 

［出版者］緑風出版 

［出版日期］1998.2 

［主题词］戦争犯罪 



［主题词］太平洋戦争 

［主题词］戦争犯罪 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］昭和二十年夏の日記 

［第一责任人］河邑厚徳編著 

［出版地］東京 

［出版者］博文館新社 

［出版日期］1985.7 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］河邑厚徳 編著 

 

 

［正题名］中国戦線従軍記 

［第一责任人］藤原彰著 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］2002.7 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］藤原彰 著 

 

 

［正题名］支那民族史 

［第一责任人］林惠祥著 

［译者］大石隆三，中村弘共譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1939.8 

［主题词］中国民族 

［知识责任］林惠祥 著 

［次知识责任］中村弘支那研究 譯 

［次知识责任］大石隆三 譯 

 

 

［正题名］蒙疆地方衣食住調査報告書 

［第一责任人］興亞院蒙疆連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院蒙疆連絡部 

［出版日期］1942.8 

［正题名］内陸アジア 

［第一责任人］蒙古善隣協會編 

［出版地］東京 



［出版者］生活社 

［出版日期］1941.6 

［正题名］黒龍江外記 

［第一责任人］西清著 

［译者］石川年譯 

［出版地］東京 

［出版者］満洲日日新聞東京支社出版部 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］西清 著 

［次知识责任］石川年 譯 

 

 

［正题名］上海新都市建設事業概要 

［第一责任人］上海恒産株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］上海恒産株式會社 

［出版日期］1943.10 

［正题名］徐州案内 

［第一责任人］徐州市政府秘書处編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］徐州市政府秘書处 

［出版日期］1943.8 

［正题名］北支那懐古の栞 

［第一责任人］大場彌平編 

［出版地］東京 

［出版者］大場彌平 

［出版日期］1941.11 

［知识责任］大場弥平 編 

 

 

［正题名］満洲建国戦史 

［第一责任人］金井章次，山口重次著 

［出版地］堺 

［出版者］大湊書房 

［出版日期］1986.10 

［附注内容］限定版 

［主题词］満州事変 

［知识责任］金井章次 著 

［知识责任］山口重次 著 

 

 

［正题名］北支案内 

［第一责任人］布利秋著 

［出版地］東京 



［出版者］北支研究會 

［出版日期］1938.4 

［知识责任］布利秋 著 

 

 

［正题名］大陸の青年に與ふる書 

［第一责任人］松岡洋右著 

［出版地］大連 

［出版者］滿鐵社員會 

［出版日期］1941.7 

［知识责任］松岡洋右 著 

 

 

［正题名］天津誌 

［第一责任人］清国駐屯軍司令部編 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1909 

［正题名］滿洲讀本 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社東亜経済調査局編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞經濟調査局 

［出版日期］1930.7 

［主题词］満州/地誌 

 

 

［正题名］華北に於ける現存諸部落（自然村）の發生 

［第一责任人］国立北京大学村経済研究所編 

［出版地］北京 

［出版者］國立北京大學農村經濟研究所 

［出版日期］1941.10 

［丛编题名］研究資料 

［丛编题名］ケンキュウ シリョウ 第 5 号 

［附注内容］山縣千樹報告 

［附注内容］巻末：中国文の摘要 

［知识责任］国立北京大学村経済研究所 編 

 

 

［正题名］北支事情綜覧 

［第一责任人］南満洲鉄道株式会社総務部資料課編 

［出版地］大連 

［出版者］南満洲鉄道株式会社総務部資料課 

［出版日期］1936.2 

［丛编题名］滿鐵調査資料 



［丛编题名］マンテツ チョウサ シリョウ 第 167 編 

 

 

［正题名］近代日本の統合と抵抗 

［第一责任人］鹿野政直，由井正臣編 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1982.2 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日清戦争 

［主题词］日露戦争 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］鹿野政直 編 

［知识责任］由井正臣 編 

 

 

［正题名］ノモンハン秘史 

［第一责任人］辻政信著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1967 

［丛编题名］原書房·100 冊選書 

［丛编题名］ハラ ショボウ 100 サツ センショ 42 

［主题词］ノモンハン事件 

［知识责任］辻政信 著 

 

 

［正题名］大東亜戦争収拾の真相 

［第一责任人］松谷誠著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1980.5 

［附注内容］主要参考文献·著者略年譜：p329-335 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］松谷誠 著 

 

 

［正题名］アジアに生きる大東亜戦争 

［第一责任人］ASEAN センター編 

［出版地］東京 

［出版者］展転社 

［出版日期］1988.10 

［附注内容］文献：p333-334 



［附注内容］1989 年 2 月刊第 2 刷: 再版のことば(8p)あり 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］アジア 1945 年 

［第一责任人］中村平治，桐山昇編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1985.9 

［附注内容］執筆：岩田功吉ほか 

［附注内容］参考文献：p215～220 巻末:略年表 

［主题词］アジア/歴史 

［知识责任］中村平治 編 

［知识责任］桐山昇 編 

 

 

［正题名］アジア歴史研究入門 

［第一责任人］島田虔次…［ほか］編 

［出版地］京都 

［出版地］東京 

［出版者］同朋舎 

［出版日期］1983.11 

［知识责任］島田虔次 編 

［知识责任］萩原淳平 編 

［知识责任］本田寶信 編 

［知识责任］岩見宏 編 

［知识责任］谷川道雄 編 

 

 

［正题名］アジア歴史研究入門 

［第一责任人］島田虔次…［ほか］編 

［出版地］京都 

［出版地］東京 

［出版者］同朋舎 

［出版日期］1983.11 

［知识责任］島田虔次 編 

［知识责任］萩原淳平 編 

［知识责任］本田寶信 編 

［知识责任］岩見宏 編 

［知识责任］谷川道雄 編 

 

 

［正题名］東アジア近現代史 

［第一责任人］上原一慶…［ほか］著 



［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1990.10 

［丛编题名］有斐閣 S シリーズ 

［丛编题名］ユウヒカク S シリーズ 

［附注内容］共著者：桐山昇，高橋孝助，林哲 

［附注内容］参考文献：p285-294 

［主题词］アジア東部/歴史 

［知识责任］上原一慶 著 

［知识责任］桐山昇 著 

［知识责任］高橋孝助 著 

［知识责任］林哲 著 

 

 

［正题名］交錯するアジア 

［第一责任人］溝口雄三…［ほか］編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1993.9 

［丛编题名］アジアから考える 

［丛编题名］アジア カラ カンガエル 溝口雄三編 1 

［附注内容］参考文献等：各章末 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］東洋史 

［主题词］アジア研究 

［知识责任］溝口雄三 編 

［知识责任］浜下武志 編 

［知识责任］平石直昭 編 

［知识责任］宮嶋博史 編 

 

 

［正题名］花岡事件 

［第一责任人］劉智渠述 

［译者］劉永鑫，陳蕚芳記 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.5 

［丛编题名］同時代ライブラリー 

［丛编题名］ドウジダイ ライブラリー 225 

［附注内容］中国人俘虜犠牲者善後委員会刊 1951 年刊の改版 

［主题词］花岡事件 

［主题词］花岡事件 

［主题词］花岡鉱山 

［主题词］強制労働 



［知识责任］劉智渠 述 

［次知识责任］劉永鑫 記 

［次知识责任］陳蕚芳 記 

 

 

［正题名］東条英機暗殺計画 

［第一责任人］工藤美知尋著 

［出版地］東京 

［出版者］PHP 研究所 

［出版日期］1986.5 

［丛编题名］21 世紀図書館 

［丛编题名］21 セイキ トショカン 74 

［附注内容］付：主要参考文献 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日本/海軍 

［知识责任］工藤美知尋 著 

 

 

［正题名］天水郷土史 

［第一责任人］中川斎著 

［出版地］［熊本］ 

［出版者］［中川斎］ 

［出版日期］1961 

［知识责任］中川斎 著 

 

 

［正题名］日露戦争の事典 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1986.6 

［丛编题名］Sun lexica 34 

［附注内容］監修：原田勝正 

［附注内容］参考文献：p250 

［主题词］日露戦争 

 

 

［正题名］戦略·日露戦争 

［第一责任人］島貫重節著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1980.11 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］島貫重節 著 



 

 

［正题名］奈良文化と唐文化 

［第一责任人］王金林著 

［出版地］東京 

［出版者］六興出版 

［出版日期］1988.4 

［丛编题名］東アジアのなかの日本歴史 

［丛编题名］ヒガシアジア ノ ナカ ノ ニホン レキシ 2 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］日本/対外関係/アジア東部 

［主题词］日本/外国関係/アジア東部 

［知识责任］王金林 著 

 

 

［正题名］話せばわかる 

［第一责任人］山陽新聞社編 

［出版地］岡山 

［出版者］山陽新聞社出版局 

［出版日期］1982.9 

［正题名］話せばわかる 

［第一责任人］山陽新聞社編 

［出版地］岡山 

［出版者］山陽新聞社出版局 

［出版日期］1982.10 

［正题名］ソ連から見た日露戦争 

［第一责任人］ロストーノフ編 

［译者］及川朝雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1980.7 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］Rostunov 編 

［知识责任］ロストーノフ 編 

［次知识责任］及川朝雄 訳 

 

 

［正题名］昭和十年代史断章 

［第一责任人］伊藤隆著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1981.9 

［丛编题名］歴史学選書 

［丛编题名］レキシガク センショ 



［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［知识责任］伊藤隆 著 

 

 

［正题名］明治の経済発展と中国 

［第一责任人］周啓乾著 

［出版地］東京 

［出版者］六興出版 

［出版日期］1989.10 

［丛编题名］東アジアのなかの日本歴史 

［丛编题名］ヒガシアジア ノ ナカ ノ ニホン レキシ 7 

［主题词］日本/経済関係/中国/歴史 

［主题词］日本/経済/歴史/明治時代 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/外国関係/アジア東部 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］日本/対外関係/アジア東部 

［知识责任］周啓乾 著 

 

 

［正题名］大東亜戦争（太平洋戦争）は正当防衛であった! 

［第一责任人］山本健造著 

［出版地］国府町（岐阜県） 

［出版者］飛騨福来心理学研究所 

［出版地］東京 

［出版者］星雲社 （発売） 

［出版日期］1994.5 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］山本健造 著 

 

 

［正题名］激動の時代を生きて 

［第一责任人］隅谷三喜男著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2000.4 

［知识责任］隅谷三喜男 著 

 

 

［正题名］沖繩を語る 

［第一责任人］三木健編 

［出版地］那覇 

［出版者］ニライ社 

［出版地］下関 



［出版者］新日本教育図書 (発売) 

［出版日期］1988.9 

［主题词］沖繩県 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］三木健 編 

［知识责任］金城芳子 編 

 

 

［正题名］沖縄染色文化の研究 

［第一责任人］上村六郎著 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1982.9 

［丛编题名］南島文化叢書 

［丛编题名］ナントウ ブンカ ソウショ 高宮廣衞編 3 

［主题词］染色 

［主题词］染織工芸 

［知识责任］上村六郎 著 

 

 

［正题名］近代日本の地方自治 

［第一责任人］大石嘉一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1990.6 

［主题词］地方自治/歴史 

［主题词］地方財政/歴史 

［主题词］地方自治/歴史 

［知识责任］大石嘉一郎 著 

 

 

［正题名］昭和天皇発言記録集成 

［第一责任人］中尾裕次編集 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房出版 

［出版日期］2003.1 

［附注内容］監修：防衛庁防衛研究所戦史部 

［附注内容］引用出典·参考文献: 上巻 p8-12, 下巻 p4-8 

［附注内容］昭和天皇関係年表：下巻 p499-503 

［知识责任］中尾裕次 編集 

 

 

［正题名］昭和天皇発言記録集成 

［第一责任人］中尾裕次編集 



［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房出版 

［出版日期］2003.1 

［附注内容］監修：防衛庁防衛研究所戦史部 

［附注内容］引用出典·参考文献: 上巻 p8-12, 下巻 p4-8 

［附注内容］昭和天皇関係年表：下巻 p499-503 

［知识责任］中尾裕次 編集 

 

 

［正题名］昭和初期対中国政策の研究 

［第一责任人］佐藤元英著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1992.3 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 402 巻 

［附注内容］関係年表：p399-424 

［主题词］満州問題 

［知识责任］佐藤元英 著 

 

 

［正题名］北朝鮮現代史入門 

［第一责任人］高峻石著 

［出版地］東京 

［出版者］批評社 

［出版日期］1988.6 

［附注内容］北朝鮮現代史関連年表：p272～291 

［主题词］朝鮮 1948- 民主主義人民共和国/歴史 

［知识责任］高峻石 著 

 

 

［正题名］朝鮮戦争の起源 

［第一责任人］蘇鎮轍著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1999.7 

［附注内容］主要参考文献：p216-217 

［主题词］朝鮮戦争 

［知识责任］蘇鎮轍 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義の形成 

［第一责任人］歴史学研究会,日本史研究会編 

［出版地］東京 



［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1970.12 

［丛编题名］講座日本史 

［丛编题名］コウザ ニホンシ 歴史学研究会，日本史研究会編 6 

［附注内容］参考文献：p351-354 

［主题词］帝国主義 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

 

 

［正题名］力としての文化 

［第一责任人］岸田國士著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1943.6 

［附注内容］裝幀：青山二郎 

［知识责任］岸田国士 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争の起源 

［第一责任人］入江昭著 

［译者］篠原初枝訳 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1991.11 

［附注内容］原著（London：Longman，c1987）の翻訳 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］入江昭 著 

［次知识责任］篠原初枝 訳 

 

 

［正题名］ 新支那要人傳 

［第一责任人］東亜問題調査会編 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1941.2 

［正题名］陶行知生活教育理論の形成 

［第一责任人］斎藤秋男著 

［出版地］東京 

［出版者］明治図書出版 

［出版日期］1983.4 

［附注内容］年譜：p171～179 

［主题词］教育学/歴史 



［知识责任］斎藤秋男 著 

 

 

［正题名］上海人物印象記 

［第一责任人］澤村幸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］東亞研究會 

［出版日期］1930.7 

［丛编题名］東亜研究講座 

［丛编题名］トウア ケンキュウ コウザ 第 40 輯 

［知识责任］沢村幸夫 著 

 

 

［正题名］日清·日露 

［第一责任人］宇野俊一著 

［出版地］東京 

［出版者］小学館 

［出版日期］1976.4 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 26 

［附注内容］年表：p384-385 

［主题词］日清戦争 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］宇野俊一 著 

 

 

［正题名］大日本歴史集成 

［第一责任人］青木武助著 

［出版地］東京 

［出版者］隆文館 

［出版日期］1933.6 

［知识责任］青木武助 著 

 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］藤村道生著 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1981.9 

［丛编题名］世界現代史 

［丛编题名］セカイ ゲンダイシ 1 

［附注内容］付年表·参考文献 

［知识责任］藤村道生 著 

 



 

［正题名］日本の朝鮮支配と宗教政策 

［第一责任人］韓晳曦著 

［出版地］東京 

［出版者］未來社 

［出版日期］1988.11 

［丛编题名］朝鮮近代史研究双書 

［丛编题名］チョウセン キンダイシ ケンキュウ ソウショ 6 

［附注内容］年表：p232～243 

［附注内容］参考文献：各章末 

［主题词］宗教政策/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/歴史/日韓併合時代 

［主题词］朝鮮/歴史/日本統治時代 

［主题词］日韓併合 

［知识责任］韓皙曦 著 

 

 

［正题名］朝鮮近代史 

［第一责任人］姜在彦著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1986.1 

［丛编题名］平凡社選書 

［丛编题名］ヘイボンシャ センショ 90 

［主题词］朝鮮/歴史/李朝 

［主题词］朝鮮/歴史/日本統治時代 

［主题词］朝鮮/歴史/近代 

［知识责任］姜在彦 著 

 

 

［正题名］蘇聯外蒙資料集成 

［第一责任人］河村清編輯 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲事情案内所 

［出版日期］1940.1 

［丛编题名］満洲事情案内所報告 

［丛编题名］マンシュウ ジジョウ アンナイジョ ホウコク 60 

［知识责任］河村清 編輯 

 

 

［正题名］倭国と東アジア 

［第一责任人］沈仁安著 

［出版地］東京 

［出版者］六興出版 



［出版日期］1990.2 

［丛编题名］東アジアのなかの日本歴史 

［丛编题名］ヒガシアジア ノ ナカ ノ ニホン レキシ 1 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］日本/外国関係/歴史/古代 

［知识责任］沈仁安 著 

 

 

［正题名］織豊政権と東アジア 

［第一责任人］張玉祥著 

［出版地］東京 

［出版者］六興出版 

［出版日期］1989.12 

［丛编题名］東アジアのなかの日本歴史 

［丛编题名］ヒガシアジア ノ ナカ ノ ニホン レキシ 3 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］日本/対外関係/アジア東部 

［主题词］日本/外国関係/アジア東部 

［主题词］文禄·慶長の役 

［主题词］日本/歴史/安土桃山時代 

［知识责任］張玉祥 著 

 

 

［正题名］天平の文化 

［第一责任人］關野貞著 

［译者］朝日新聞社編 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1944.10 

［附注内容］重版の序あり 奥付には再版と記述 

［知识责任］関野貞 著 

 

 

［正题名］近代中国人物研究 

［第一责任人］山田辰雄編 

［出版地］東京 

［出版者］慶応通信 

［出版日期］1989.2 

［主题词］伝記/中国 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］山田辰雄 編 

 

 



［正题名］章士釗と近代中国政治史研究 

［第一责任人］鐙屋一著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房出版 

［出版日期］2002.2 

［附注内容］文献：p465～487 

［主题词］章士釗 

［主题词］中国/政治·行政/歴史 

［知识责任］鐙屋一 著 

 

 

［正题名］萱野長知·孫文関係史料集 

［第一责任人］久保田文次編 

［出版地］高知 

［出版者］高知市民図書館 

［出版日期］2001.3 

［附注内容］収録文献目録：p661-672 

［知识责任］久保田文次 編 

 

 

［正题名］女兵の告白 

［第一责任人］謝冰瑩著 

［译者］甲坂徳子譯 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1941.2 

［知识责任］謝冰瑩 著 

［次知识责任］甲坂徳子 譯 

 

 

［正题名］佛印と私 

［第一责任人］酒井彌著 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪毎日新聞社 

［出版地］東京 

［出版者］東京日日新聞社 

［出版日期］1942.1 

［知识责任］酒井彌 著 

 

 

［正题名］小學教師倪煥之 

［第一责任人］葉紹釣著 

［译者］竹内好訳 

［出版地］東京 



［出版者］大阪屋号書店 

［出版日期］1943.9 

［知识责任］葉紹鈞 著 

［次知识责任］竹内好 訳 

 

 

［正题名］新しい南方の姿 

［第一责任人］糸賀庸，出崎誠一共著 

［出版地］東京 

［出版者］翼贊圖書刊行會 

［出版日期］1943.10 

［知识责任］糸賀庸 著 

［知识责任］出崎誠一 著 

 

 

［正题名］北京大学元総長蔡元培 

［第一责任人］中目威博著 

［出版地］東京 

［出版者］里文出版 

［出版日期］1998.5 

［附注内容］略年譜：p330-347，文献目録：p348-355 

［知识责任］中目威博 著 

 

 

［正题名］軍人たちの昭和史 

［第一责任人］森松俊夫著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1989.5 

［主题词］軍人/伝記 

［知识责任］森松俊夫 著 

 

 

［正题名］日本史事典 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1983.3 

［主题词］日本/歴史/辞書 

 

 

［正题名］天皇と東条英機の苦悩 

［第一责任人］塩田道夫著 

［出版地］東京 

［出版者］日本文芸社 



［出版日期］1988.8 

［附注内容］参考文献一覧：p353-358 

［主题词］戦争犯罪人 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］戦犯 

［主题词］巣鴨プリズン 

［知识责任］塩田道夫 著 

 

 

［正题名］日本の軍拡経済 

［第一责任人］坂井昭夫著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1988.4 

［主题词］国防費 

［主题词］軍備/日本 

［主题词］軍需工業 

［主题词］国防費 

［知识责任］坂井昭夫 著 

 

 

［正题名］第一次大戦期 

［第一责任人］大石嘉一郎編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1985.1 

［丛编题名］東京大学社会科学研究所研究報告 

［丛编题名］トウキョウ ダイガク シャカイ カガク ケンキュウジョ ケンキュウ ホウコ

ク 第 33 集 日本帝国主義史 大石嘉一郎編 1 

［主题词］帝国主義 

［主题词］日本/経済/歴史/大正時代 

［知识责任］大石嘉一郎 編 

 

 

［正题名］世界大恐慌期 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1987.12 

［丛编题名］東京大学社会科学研究所研究報告 

［丛编题名］トウキョウ ダイガク シャカイ カガク ケンキュウジョ ケンキュウ ホウコ

ク 第 37 集 日本帝国主義史 大石嘉一郎編 2 

［主题词］日本/経済/歴史/大正時代 

［主题词］帝国主義/歴史 

［知识责任］大石嘉一郎 編 



 

 

［正题名］日露戦争日記 

［第一责任人］多門二郎著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房出版 

［出版日期］2004.11 

［丛编题名］芙蓉軍事記録リバイバル 

［丛编题名］フヨウ グンジ キロク リバイバル 

［附注内容］「多門二郎日露戦争日記」(1980 年刊)の新装復刊 

［附注内容］多門二郎年譜：p345-346 

［主题词］日露戦争 

［主题词］陸戦 

［知识责任］多門二郎 著 

 

 

［正题名］戦略·日露戦争 

［第一责任人］島貫重節著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1980.11 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］島貫重節 著 

 

 

［正题名］近世日本と東アジア 

［第一责任人］荒野泰典著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1988.10 

［主题词］日本/対外関係/アジア 

［主题词］日本/外国関係/アジア 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/江戸時代 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史/江戸時代 

［知识责任］荒野泰典 著 

 

 

［正题名］昭和天皇の戦争責任 

［第一责任人］井上清著 

［出版地］東京 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1989.5 

［附注内容］「天皇の戦争責任」 (現代評論社 1975 年刊) の改題新版 

［主题词］戦争犯罪 



［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］参謀の戦争 

［第一责任人］土門周平著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1987.11 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］土門周平 著 

 

 

［正题名］近代日本社会と天皇制 

［第一责任人］岩井忠熊編 

［出版地］東京 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1988.6 

［主题词］天皇制 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］日本/政治 

［主题词］天皇制 

［知识责任］岩井忠熊 編 

 

 

［正题名］現代中国人名辞典 

［第一责任人］霞山会編 

［出版地］東京 

［出版者］霞山会 

［出版日期］1966.10 

［主题词］中国/伝記/辞書 

 

 

［正题名］張謇と辛亥革命 

［第一责任人］藤岡喜久男著 

［出版地］札幌 

［出版者］北海道大学図書刊行会 

［出版日期］1985 

［附注内容］史料·文献略称表：p638-644 

［主题词］辛亥革命 1911-l9l 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］藤岡喜久男 著 

 



 

［正题名］日露戦争海外写真集 

［第一责任人］皆川三郎編訳 

［出版地］東京 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1990.9 

［附注内容］日露戦争関係暦：p196～202 

［附注内容］Herbert Wrigley Wilson による原著(1904 年刊)の抄訳 

［主题词］日露戦争 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］Wilson 編訳 

［知识责任］皆川三郎 編訳 

 

 

［正题名］従軍慰安婦のはなし 

［第一责任人］西野留美子著 

［出版地］東京 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1993.8 

［附注内容］さし絵：伊勢英子 

［主题词］慰安婦 

［主题词］従軍慰安婦 

［知识责任］西野留美子 著 

 

 

［正题名］元下級兵士が体験見聞した従軍尉安婦 

［第一责任人］曽根一夫著 

［出版地］東京 

［出版者］白石書店 

［出版日期］1993.11 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］慰安婦 

［知识责任］曽根一夫 著 

 

 

［正题名］大正政変 

［第一责任人］坂野潤治著 

［出版地］京都 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1982.4 

［丛编题名］歴史と日本人 

［丛编题名］レキシ ト ニホンジン 5 

［附注内容］文献リスト：p217-220 



［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［知识责任］坂野潤治 著 

 

 

［正题名］日露戦争写真集 

［第一责任人］酒井修一編 

［出版地］東京 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1987.12 

［主题词］日露戦争 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］酒井修一 編 

 

 

［正题名］従軍慰安婦と十五年戦争 

［第一责任人］西野留美子著 

［出版地］東京 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1993.5 

［主题词］慰安婦 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］慰安婦 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］西野留美子 著 

 

 

［正题名］従軍慰安婦 

［第一责任人］西野留美子著 

［出版地］東京 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1992.4 

［主题词］慰安婦 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］西野留美子 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］原田勝正編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1983.7 

［丛编题名］ドキュメント昭和史 

［丛编题名］ドキュメント ショウワシ 4 



［附注内容］文献案内：p321-326 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］原田勝正 編 

 

 

［正题名］従軍慰安婦 

［第一责任人］山田盟子著 

［出版地］東京 

［出版者］光人社 

［出版日期］1993.2 

［主题词］慰安婦 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］山田盟子 著 

 

 

［正题名］従軍慰安婦 

［第一责任人］千田夏光，馬原鉄男対談 

［出版地］京都 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1992.8 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］慰安婦 

［知识责任］千田夏光 著 

［知识责任］馬原鉄男 著 

 

 

［正题名］証言従軍慰安婦·女子勤労挺身隊 

［第一责任人］伊藤孝司編著 

［出版地］名古屋 

［出版者］風媒社 

［出版日期］1992.8 

［主题词］慰安婦 

［主题词］強制労働 

［主题词］朝鮮人 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］慰安婦 

［主题词］強制労働 

［主题词］従軍慰安婦 

［主题词］女子勤労挺身隊 

［知识责任］伊藤孝司 編著 

 

 



［正题名］有末機関長の手記 

［第一责任人］有末精三著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1987.11 

［附注内容］参考文献：p.323 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日本管理政策 

［知识责任］有末精三 著 

 

 

［正题名］大東亜共栄圏 

［第一责任人］小林英夫著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.8 

［丛编题名］岩波ブックレット 

［丛编题名］イワナミ ブックレット シリーズ昭和史 No.7 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］小林英夫 著 

 

 

［正题名］東京裁判から戦後責任の思想へ 

［第一责任人］大沼保昭著 

［出版地］東京 

［出版者］東信堂 

［出版日期］1987 

［附注内容］初版：有信堂高文社 1985 年刊 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］大沼保昭 著 

 

 

［正题名］「大東亜戦争」の時代 

［第一责任人］波多野澄雄著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日出版社 

［出版日期］1988.8 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/対外関係 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］波多野澄雄 著 

 



 

［正题名］南支風土記 

［第一责任人］吉田謙吉著 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1940.5 

［主题词］中国南部/地誌 

［知识责任］吉田謙吉 著 

 

 

［正题名］古事記論攷 

［第一责任人］倉野憲司著 

［出版地］京都 

［出版者］立命館出版部 

［出版日期］1944.7 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［知识责任］倉野憲司 著 

 

 

［正题名］日中戦争史研究 

［第一责任人］古屋哲夫編 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1984.12 

［丛编题名］京都大學人文科學研究所研究報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ ケンキュウ ホウコク 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］古屋哲夫 編 

 

 

［正题名］従軍慰安婦問題の歴史的研究 

［第一责任人］倉橋正直著 

［出版地］東京 

［出版者］共栄書房 

［出版日期］1994.8 

［主题词］慰安婦 

［知识责任］倉橋正直 著 

 

 

［正题名］日本概况 

［第一责任人］姜三真編寫 

［出版地］［長春］ 

［出版者］吉林教育出版社 

［出版日期］1986.10 



［知识责任］姜三真 編寫 

 

 

［正题名］近世日本と日中貿易 

［第一责任人］任鴻章著 

［出版地］東京 

［出版者］六興出版 

［出版日期］1988.12 

［丛编题名］東アジアのなかの日本歴史 

［丛编题名］ヒガシアジア ノ ナカ ノ ニホン レキシ 4 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］日本/対外関係/アジア東部 

［主题词］日本/貿易/歴史/江戸時代 

［主题词］日本/貿易/中国/歴史 

［主题词］日本/貿易/中国 

［知识责任］任鴻章 著 

 

 

［正题名］大衆明治史 

［第一责任人］菊池寛著 

［出版地］東京 

［出版者］汎洋社 

［出版日期］1942.12 

［附注内容］明治史年表：p386-388 

［知识责任］菊池寛 著 

 

 

［正题名］大衆明治史 

［第一责任人］菊池寛著 

［出版地］東京 

［出版者］汎洋社 

［出版日期］1941.5 

［知识责任］菊池寛 著 

 

 

［正题名］大衆明治史 

［第一责任人］菊池寛著 

［出版地］東京 

［出版者］汎洋社 

［出版日期］1941.8 

［知识责任］菊池寛 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争 



［第一责任人］木坂順一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］小学館 

［出版日期］1989.1 

［丛编题名］昭和の歴史 

［丛编题名］ショウワ ノ レキシ 第 7 巻 

［附注内容］文庫判 

［附注内容］参考文献·年表：p.398-407 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］木坂順一郎 著 

 

 

［正题名］日中全面戦争 

［第一责任人］藤原彰著 

［出版地］東京 

［出版者］小学館 

［出版日期］1988.11 

［丛编题名］昭和の歴史 

［丛编题名］ショウワ ノ レキシ 第 5 巻 

［附注内容］文庫判 

［附注内容］参考文献·年表：p.414-423 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］藤原彰 著 

 

 

［正题名］合法的·間接支配への道 

［第一责任人］李炯喆著 

［出版地］東京 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1987.2 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 520 軍部の昭和史 李炯喆著 上 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/国防 

［知识责任］李炯喆 著 

 

 

［正题名］昭和史 

［第一责任人］遠山茂樹，今井清一，藤原彰著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1959.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-355 

［附注内容］昭和史略年表：p305-310 

［知识责任］遠山茂樹 著 

［知识责任］今井清一 著 

［知识责任］藤原彰 著 

 

 

［正题名］アジアの「近代」 

［第一责任人］樺山紘一編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1999.5 

［丛编题名］岩波講座世界歴史 

［丛编题名］イワナミ コウザ セカイ レキシ 樺山紘一編 20 

［附注内容］各章末：参考·参照文献 

［主题词］世界史 

［知识责任］樺山紘一 編 

 

 

［正题名］近現代史のなかの「日本と朝鮮」 

［第一责任人］山田昭次…［ほか］著 

［出版地］東京 

［出版者］東京書籍 

［出版日期］1991.6 

［附注内容］参考文献目録：p235～242 

［主题词］教科書 

［知识责任］山田昭次 著 

［知识责任］高崎宗司 著 

［知识责任］鄭章淵 著 

［知识责任］趙景達 著 

 

 

［正题名］壬午軍乱と近代東アジア世界の成立 

［第一责任人］藤間生大著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1987.3 

［丛编题名］東アジア世界の形成 

［丛编题名］ヒガシアジア セカイ ノ ケイセイ 藤間生大著 第 3 巻 

［附注内容］近代東アジア史年表：p384～392 

［主题词］京城事変 

［主题词］アジア東部/歴史 



［知识责任］藤間生大 著 

 

 

［正题名］アジア学の将来像 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］2003.3 

［附注内容］欧文タイトルは標題紙裏による 

［附注内容］文献：論文末 

［主题词］アジア学 

［主题词］アジア研究/論文集 

 

 

［正题名］近代日本のアジア認識 

［第一责任人］古屋哲夫編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1994.3 

［知识责任］古屋哲夫 編 

 

 

［正题名］日本近代化の世界史的位置 

［第一责任人］芝原拓自著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.8 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］近代化 

［主题词］帝国主義 

［主题词］アジア東部/歴史 

［知识责任］芝原拓自 著 

 

 

［正题名］近代日本と沖縄 

［第一责任人］我部政男著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1981.5 

［主题词］沖縄県/歴史 

［主题词］琉球問題 

［知识责任］我部政男 著 

 

 



［正题名］近世沖縄の社会と宗教 

［第一责任人］島尻勝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1980.7 

［知识责任］島尻勝太郎 著 

 

 

［正题名］アジア歴史研究入門 

［第一责任人］島田虔次…［ほか］編 

［出版地］京都 

［出版地］東京 

［出版者］同朋舎 

［出版日期］1983.11 

［知识责任］島田虔次 編 

［知识责任］萩原淳平 編 

［知识责任］本田寶信 編 

［知识责任］岩見宏 編 

［知识责任］谷川道雄 編 

 

 

［正题名］犬養木堂伝 

［第一责任人］鷲尾義直編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1968.9 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 76 巻 

［附注内容］東洋経済新報社 1938 年刊の復刻版 

［知识责任］鷲尾義直 編 

 

 

［正题名］犬養木堂伝 

［第一责任人］鷲尾義直編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1968.9 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 77 巻 

［附注内容］東洋経済新報社 1938 年刊の復刻版 

［知识责任］鷲尾義直 編 

 

 

［正题名］朝韓中の抗日と大日本帝国の瓦解 



［第一责任人］北島平一郎著 

［出版地］八尾 

［出版者］大阪経済法科大学出版部 

［出版日期］2001.10 

［丛编题名］北島平一郎著作集 

［丛编题名］キタジマ ヘイイチロウ チョサクシュウ 第 4 巻 

［主题词］国際政治/歴史 

［主题词］外交/歴史 

［主题词］日本/歴史/近代 

［知识责任］北島平一郎 著 

 

 

［正题名］東アジアと『半島空間』 

［第一责任人］千田稔宇，野隆夫共編 

［出版地］京都 

［出版者］思文閣出版 

［出版日期］2003.1 

［附注内容］シンポジウム 「東アジア文明と半島空間」 (2002 年 2 月 28 日-3 月 1 日 国

際日本文化研究センター) の成果をまとめたもの 

［附注内容］参考文献あり 

［知识责任］千田稔 編 

［知识责任］宇野隆夫 編 

 

 

［正题名］鎖国と幕藩国家の成立 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣出版 

［出版日期］1982.6 

［丛编题名］歴史公論ブックス 

［丛编题名］レキシ コウロン ブックス 14 

［附注内容］特集関係文献解説：p145～151 

［主题词］日本/歴史/江戸初期 

［主题词］幕藩体制 

 

 

［正题名］自由民権運動 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣出版 

［出版日期］1981.12 

［丛编题名］歴史公論ブックス 

［丛编题名］レキシ コウロン ブックス 9 

［附注内容］特集関係文献解説：p148-151 

［主题词］自由民権運動 

 



 

［正题名］南朝と北朝 

［第一责任人］河合正治著 

［出版地］東京 

［出版者］文英堂 

［出版日期］1970 

［丛编题名］国民の歴史 

［丛编题名］コクミン ノ レキシ カラー版 カラーバン 第 9 

［附注内容］参考文献：p332-333 

［主题词］日本/歴史/南北朝時代 

［知识责任］河合正治 著 

 

 

［正题名］木戸幸一尋問調書 

［第一责任人］粟屋憲太郎編 

［译者］岡田信弘訳 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1987.1 

［丛编题名］東京裁判資料 

［丛编题名］トウキョウ サイバン シリョウ 粟屋憲太郎編 岡田良之助訳 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［主题词］国際軍事裁判 

［知识责任］粟屋憲太郎 編 

［次知识责任］岡田信弘 訳 

 

 

［正题名］再軍備と軍国主義の復活 

［第一责任人］井上清著 

［出版地］東京 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1977.7 

［丛编题名］日本の軍国主義 

［丛编题名］ニホン ノ グンコク シュギ 井上清著 4 

［主题词］軍国主義 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］高木惣吉 日記と情報 

［第一责任人］高木惣吉 著 

［译者］伊藤隆編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］2000.7 



［知识责任］高木惣吉 著 

［次知识责任］伊藤隆 編 

 

 

［正题名］高木惣吉 日記と情報 

［第一责任人］高木惣吉 著 

［译者］伊藤隆編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］2000.7 

［知识责任］高木惣吉 著 

［次知识责任］伊藤隆 編 

 

 

［正题名］幕末維新戊辰戦争事典 

［第一责任人］太田俊穂編 

［出版地］東京 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1980.3 

［附注内容］参考文献：p486～487 

［主题词］戊辰の役 

［主题词］明治維新 

［知识责任］太田俊穂 編 

 

 

［正题名］大戰下の印度 

［第一责任人］蘆田英祥著 

［出版地］東京 

［出版者］汎洋社 

［出版日期］1942.3 

［知识责任］芦田英祥 著 

 

 

［正题名］大戰下の印度 

［第一责任人］蘆田英祥著 

［出版地］東京 

［出版者］汎洋社 

［出版日期］1942.3 

［知识责任］芦田英祥 著 

 

 

［正题名］民国以来人名字号別名索引 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 



［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1977.2 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 26 輯 

［附注内容］题名不是取自题名页 

 

 

［正题名］中国富豪列伝 

［第一责任人］黄文雄著 

［出版地］東京 

［出版者］経営評論社 

［出版日期］1979.5 

［附注内容］巻末：中国史年表 

［主题词］中国/伝記 

［主题词］富豪 

［知识责任］黄文雄 著 

 

 

［正题名］大西郷全集 

［第一责任人］人大川信義編輯 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1927.11 

［正题名］日本は侵略國ではない 

［第一责任人］橘川學著 

［出版地］東京 

［出版者］大東塾出版部 

［出版地］東京 

［出版者］暁書房 (発売) 

［出版日期］1984.7 

［附注内容］付：関係年表 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］橘川学 著 

 

 

［正题名］昭和動乱私史 

［第一责任人］矢次一夫著 

［出版地］東京 

［出版者］経済往来社 

［出版日期］1985.10 

［知识责任］矢次一夫 著 

 

 



［正题名］昭和動乱私史 

［第一责任人］矢次一夫著 

［出版地］東京 

［出版者］経済往来社 

［出版日期］1985.11 

［知识责任］矢次一夫 著 

 

 

［正题名］昭和動乱私史 

［第一责任人］矢次一夫著 

［出版地］東京 

［出版者］経済往来社 

［出版日期］1985.11 

［知识责任］矢次一夫 著 

 

 

［正题名］中国近代の軍閥列伝 

［第一责任人］辛倍林著 

［译者］上田正一監訳 

［出版地］東京 

［出版者］学陽書房 

［出版日期］1990.6 

［主题词］軍人 

［主题词］軍閥 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］軍閥/中国/歴史 

［知识责任］辛倍林 著 

［次知识责任］上田正一 監訳 

 

 

［正题名］支那 

［第一责任人］山本實彦著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1936.9 

［知识责任］山本實彦 著 

 

 

［正题名］移情閣遺聞 

［第一责任人］中村哲夫著 

［出版地］京都 

［出版者］阿吽社 

［出版日期］1990.3 

［知识责任］中村哲夫 著 



 

 

［正题名］孫文の革命運動と日本 

［第一责任人］兪辛焞著 

［出版地］東京 

［出版者］六興出版 

［出版日期］1989.4 

［丛编题名］東アジアのなかの日本歴史 

［丛编题名］ヒガシアジア ノ ナカ ノ ニホン レキシ 9 

［主题词］中国/政治/歴史/民国時代 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］日本/対外関係/アジア東部 

［主题词］中国/外国関係/アジア東部 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史/民国時代 

［知识责任］兪辛焞 著 

 

 

［正题名］人民中国の誕生 

［第一责任人］尾崎秀樹責任編集 

［出版地］東京 

［出版者］集英社 

［出版日期］1982.3 

［丛编题名］人物中国の歴史 

［丛编题名］ジンブツ チュウゴク ノ レキシ 10 

［附注内容］編集：綜合社 

［附注内容］人物中国の歴史年表(10)：p297-301 

［主题词］中国/歴史/20 世紀 

［知识责任］尾崎秀樹 編集 

 

 

［正题名］民初議員列伝 

［第一责任人］佐藤三郎，井上一葉編 

［出版地］台北 

［出版者］天一出版社 

［出版日期］1989.5 

［附注内容］民国の精華 第 1 輯 北京写真通信社 1916 刊行の複製 

［知识责任］佐藤三郎 編 

［知识责任］井上一葉 編 

 

 

［正题名］陳独秀 

［第一责任人］横山宏章著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 



［出版日期］1983.5 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 230 

［知识责任］横山宏章 著 

 

 

［正题名］支那古代家族制度研究 

［第一责任人］加藤常賢著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.9 

［主题词］家族制度/中国/歴史 

［主题词］中国/歴史/古代 

［知识责任］加藤常賢 著 

 

 

［正题名］支那事變戰跡の栞 

［第一责任人］陸軍畫報社編 

［出版地］東京 

［出版者］陸軍畫報社 

［出版日期］1939.10 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］支那事變戰跡の栞 

［第一责任人］陸軍畫報社編 

［出版地］東京 

［出版者］陸軍畫報社 

［出版日期］1940.6 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］日本軍占領下のシンガポール 

［第一责任人］許雲樵，蔡史君編 

［译者］田中宏，福永平和訳 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1986.8 

［主题词］シンガポール/歴史 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/会戦/シンガポール 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/残虐行為 

［知识责任］許雲樵 編 

［知识责任］蔡史君 編 

［次知识责任］田中宏 訳 



［次知识责任］福永平和 訳 

 

 

［正题名］國史資料集 

［第一责任人］教學錬成所編 

［出版地］東京 

［出版者］龍吟社 

［出版日期］1944.5 

［知识责任］教學錬成所 編 

 

 

［正题名］日中戦争いまだ終らず 

［第一责任人］中島みち著 

［出版地］東京 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1991.7 

［附注内容］参考文献：p450～459 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/マレーシア連邦 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/残虐行為 

［知识责任］中島みち 著 

 

 

［正题名］西域史研究 

［第一责任人］白鳥庫吉著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.9 

［丛编题名］白鳥博士東洋史論集 

［丛编题名］シラトリ ハクシ トウヨウシ ロンシュウ 第 1 卷 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］西域/歴史 

［知识责任］白鳥庫吉 著 

 

 

［正题名］東アジアと日本 

［第一责任人］田村円澄先生古稀記念会編 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1987.11 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］アジア/歴史 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］日本/宗教/歴史 

［知识责任］田村圓澄 編 



 

 

［正题名］支那人の見た日本人 

［第一责任人］信濃憂人譯編 

［出版地］東京 

［出版者］青年書房 

［出版日期］1940.4 

［主题词］日本/社会 

［知识责任］信濃憂人 編 

 

 

［正题名］日本占領下タイの抗日運動 

［第一责任人］市川健二郎著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1987.4 

［附注内容］文献：p199-201 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/タイ 

［知识责任］市川健二郎 著 

 

 

［正题名］日露戦争従軍将兵の手紙 

［第一责任人］大濱徹也監修 

［译者］済々黌日露戦役記念帖編集委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］同成社 

［出版日期］2001.3 

［附注内容］日露戦争関係年表：p477-478 

［附注内容］参考文献一覧：p479-480 

［主题词］日露戦争 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］大浜徹也 編 

［知识责任］熊本県立済々黌高等学校 編 

［次知识责任］済々黌日露戦役記念帖編集委員会 編 

 

 

［正题名］近代日本の形成と日清戦争 

［第一责任人］檜山幸夫編著 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣出版 

［出版日期］2001.4 

［主题词］日清戦争 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］桧山幸夫 編著 



 

 

［正题名］張学良の昭和史 後の証言 

［第一责任人］NHK 取材班，臼井勝美著 

［出版地］東京 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1991.8 

［附注内容］関連年表·参考文献：p278-286 

［主题词］中国/対外関係/日本 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］満州事変 

［主题词］西安事件 

［知识责任］臼井勝美 著 

 

 

［正题名］清末民初中國官紳人民録 

［第一责任人］田原天南編 

［出版地］臺北 

［出版者］文海出版社 

［出版日期］1973.2 

［知识责任］田原天南 編 

 

 

［正题名］世界人の横顔 

［第一责任人］野村秀雄著 

［出版地］東京 

［出版者］四條書房 

［出版日期］1930.10 

［知识责任］野村秀雄 著 

 

 

［正题名］石原莞爾の悲劇 

［第一责任人］今岡豊著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1981.5 

［附注内容］主要参考書類：p517 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］今岡豊 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］近代日本研究会編 

［出版地］東京 



［出版者］山川出版社 

［出版日期］1982.10 

［丛编题名］年報·近代日本研究 

［丛编题名］ネンポウ キンダイ ニホン ケンキュウ 4(1982) 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］長城と長江と 

［第一责任人］読売新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1980.12 

［丛编题名］昭和史の天皇 

［丛编题名］ショウワシ ノ テンノウ 読売新聞社編 15 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］満蒙開拓団の悲劇 

［第一责任人］読売新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1980.5 

［丛编题名］昭和史の天皇 

［丛编题名］ショウワシ ノ テンノウ 読売新聞社編 5 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］天皇陛下 

 

 

［正题名］関東軍壊滅す 

［第一责任人］読売新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1980.5 

［丛编题名］昭和史の天皇 

［丛编题名］ショウワシ ノ テンノウ 読売新聞社編 4 

［主题词］天皇陛下 

［主题词］関東軍 

 

 

［正题名］日本著作者辞典 

［第一责任人］神谷敏夫著 

［出版地］東京 

［出版者］日本図書センター 



［出版日期］1991.2 

［丛编题名］日本人物誌叢書 

［丛编题名］ニホン ジンブツシ ソウショ 12 

［附注内容］大同館書店昭和 6 年刊の複製 

［主题词］著作家/辞書 

［主题词］文学者/辞書 

［知识责任］神谷敏夫 著 

 

 

［正题名］二笑亭綺譚 

［第一责任人］式場隆三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］昭森社 

［出版日期］1939.2 

［知识责任］式場隆三郎 著 

 

 

［正题名］台湾は中国の一部にあらず 

［第一责任人］史明著 

［译者］志賀勝訳 

［出版地］東京 

［出版者］現代企画室 

［出版日期］1991.12 

［丛编题名］PQ books 

［丛编题名］PQ books 

［附注内容］台湾戦後史年表：p275～290 

［主题词］台湾/歴史 

［知识责任］史明 著 

［次知识责任］志賀勝 訳 

 

 

［正题名］ある中国特派員 

［第一责任人］丸山昇著 

［出版地］東京 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1997.6 

［丛编题名］現代アジア叢書 

［丛编题名］ゲンダイ アジア ソウショ 31 

［附注内容］中央公論社 1976 年刊の増補 

［附注内容］山上正義関係年表：p274-277 

［知识责任］丸山昇 著 

 

 

［正题名］サハリン発掘の旅 



［第一责任人］野村崇執筆 

［出版地］札幌 

［出版者］日ソ極東·北海道博物館交流協会 

［出版日期］1990.12 

［知识责任］野村崇 執筆 

 

 

［正题名］戦後史 

［第一责任人］正村公宏著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1985.2 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］正村公宏 著 

 

 

［正题名］戦後史 

［第一责任人］正村公宏著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1985.2 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］正村公宏 著 

 

 

［正题名］地域システム 

［第一责任人］溝口雄三…［ほか］編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1993.11 

［丛编题名］アジアから考える 

［丛编题名］アジア カラ カンガエル 溝口雄三…［ほか］編 2 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］東洋史 

［主题词］アジア研究 

［知识责任］溝口雄三 編 

［知识责任］浜下武志 編 

［知识责任］平石直昭 編 

［知识责任］宮嶋博史 編 

 

 

［正题名］周縁からの歴史 

［第一责任人］溝口雄三…［ほか］編 

［出版地］東京 



［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1994.1 

［丛编题名］アジアから考える 

［丛编题名］アジア カラ カンガエル 溝口雄三編 3 

［附注内容］各章末：参考文献等 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］東洋史 

［知识责任］溝口雄三 編 

［知识责任］浜下武志 編 

［知识责任］平石直昭 編 

［知识责任］宮嶋博史 編 

 

 

［正题名］社会と国家 

［第一责任人］溝口雄三…［ほか］編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1994.3 

［丛编题名］アジアから考える 

［丛编题名］アジア カラ カンガエル 溝口雄三編 4 

［附注内容］文献等の注：各章末 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］東洋史 

［主题词］アジア研究 

［知识责任］溝口雄三 編 

［知识责任］浜下武志 編 

［知识责任］平石直昭 編 

［知识责任］宮嶋博史 編 

 

 

［正题名］近代化像 

［第一责任人］溝口雄三…［ほか］編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1994.6 

［丛编题名］アジアから考える 

［丛编题名］アジア カラ カンガエル 溝口雄三編 5 

［附注内容］参考文献等：各章末 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］東洋史 

［主题词］アジア研究 

［主题词］近代化像 

［知识责任］溝口雄三 編 

［知识责任］浜下武志 編 



［知识责任］平石直昭 編 

［知识责任］宮嶋博史 編 

 

 

［正题名］長期社会変動 

［第一责任人］溝口雄三［ほか］編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1994.10 

［丛编题名］アジアから考える 

［丛编题名］アジア カラ カンガエル 溝口雄三編 6 

［附注内容］文献等の注：各章末 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］東洋史 

［主题词］社会変動 

［知识责任］溝口雄三 編 

［知识责任］浜下武志 編 

［知识责任］平石直昭 編 

［知识责任］宮嶋博史 編 

 

 

［正题名］世界像の形成 

［第一责任人］溝口雄三…［ほか］編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1994.12 

［丛编题名］アジアから考える 

［丛编题名］アジア カラ カンガエル 溝口雄三編 7 

［附注内容］総索引·索引地図：巻末 p1-11 

［附注内容］文献目録：巻末 p13-32 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］東洋史 

［知识责任］溝口雄三 編 

［知识责任］濱下武志 編 

［知识责任］平石直昭 編 

［知识责任］宮嶋博史 編 

 

 

［正题名］ベトナム報道 1300 日 

［第一责任人］古森義久著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1985.4 

［丛编题名］講談社文庫 



［丛编题名］コウダンシャ ブンコ 

［主题词］ベトナム戦争 

［知识责任］古森義久 著 

 

 

［正题名］歴史の交差路にて 

［第一责任人］司馬遼太郎，陈舜臣，金達寿著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1991.1 

［丛编题名］講談社文庫 

［丛编题名］コウダンシャ ブンコ 

［主题词］歴史 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

［知识责任］陈舜臣 著 

［知识责任］金達寿 著 

 

 

［正题名］變革期日本の政治經濟 

［第一责任人］奥村喜和男著 

［出版地］東京 

［出版者］ささき書房 

［出版日期］1940 

［知识责任］奥村喜和男 著 

 

 

［正题名］中國に於ける各种紀念日の由來 

［第一责任人］湯淺正一著 

［出版地］上海 

［出版者］内山書店 

［出版日期］1939.9 

［知识责任］湯淺正一 著 

 

 

［正题名］馬占山と満州 

［第一责任人］王鴻賓，王秉忠，呉琪著 

［译者］陳志 山訳 

［译者］エイジ出版編訳 

［出版地］東京 

［出版者］エイジ出版 

［出版日期］1990.10 

［附注内容］馬占山年譜：p267～274 

［知识责任］王鴻賓 著 

［知识责任］王秉忠 著 



［知识责任］呉琪 著 

［次知识责任］陳志山 訳 

 

 

［正题名］コンサイス人名辞典 

［第一责任人］三省堂編修所編 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1976.3 

［附注内容］日本編の監修：上田正昭ほか 

［附注内容］日本編の執筆·協力者：粟屋憲太郎ほか 

［附注内容］外国編の監修:相田重夫ほか 

［附注内容］外国編の執筆·協力者：相田重夫ほか 

 

 

［正题名］東北アジアの民族と歴史 

［第一责任人］三上次男， 神田信夫編 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1989.9 

［丛编题名］民族の世界史 

［丛编题名］ミンゾク ノ セカイシ 3 

［附注内容］参考文献：巻末 p15-29 

［主题词］民族--アジア東部 

［主题词］民族--シベリア 

［知识责任］神田信夫 編 

［知识责任］三上次男 編 

 

 

［正题名］太平洋民族の原始經濟 

［第一责任人］マルセル·モース著 

［译者］山田吉彦譯 

［出版地］東京 

［出版者］日光書院 

［出版日期］1943.7 

［主题词］原始社会 

［知识责任］Mauss 著 

［知识责任］モース 著 

［次知识责任］山田吉彦 譯 

 

 

［正题名］琉球·沖縄 

［第一责任人］地方史研究協議会編 

［出版地］東京 



［出版者］雄山閣 

［出版日期］1987.10 

［附注内容］執筆：津田秀夫ほか 

［附注内容］沖縄地域史誌年表：p331-344 

［主题词］沖縄県/歴史 

［主题词］琉球/歴史 

 

 

［正题名］大東亞太平洋圏の新展望 

［第一责任人］歐文社編輯局 

［出版地］東京 

［出版者］歐文社 

［出版日期］1942.4 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］鄭成功 

［第一责任人］寺尾善雄著 

［出版地］東京 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1986.6 

［附注内容］参考文献：p4～5 鄭成功関係年表：p274～279 

［知识责任］寺尾善雄 著 

 

 

［正题名］支那政界及實業界要人履歷調査 

［第一责任人］興亞公司業務課調編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞公司業務課調 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］東南アジア 

［第一责任人］東南アジア史学会編集 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1983.6 

［附注内容］16 号よりの発行所：山川出版社 

 

 

［正题名］大越史記全書 

［第一责任人］陳荊和編校 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1984.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 



［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 42 輯 

［知识责任］陳荊和 編校 

 

 

［正题名］大越史記全書 

［第一责任人］陳荊和編校 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］191985.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 44 輯 

［知识责任］陳荊和 編校 

 

 

［正题名］大越史記全書 

［第一责任人］陳荊和編校 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1986.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 47 輯 

［知识责任］陳荊和 編校 

 

 

［正题名］石門市を中心としたる京漢線事情 

［第一责任人］新民報石門総支社編 

［出版地］石門 

［出版者］新民報石門總支社 

［出版日期］1940.9 

［附注内容］付：石門市官署商店一覽表 1 枚 

［知识责任］新民報石門総支社 編 

 

 

［正题名］支那民族の形成 

［第一责任人］李濟著 

［译者］須山卓譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1943.12 

［主题词］中国民族 

［知识责任］李済 著 

［次知识责任］須山卓 譯 

 

 



［正题名］支那民族史 

［第一责任人］林惠祥著 

［译者］大石隆三，中村弘共譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1939.7 

［主题词］中国民族 

［知识责任］林惠祥 著 

［次知识责任］中村弘支那研究 譯 

［次知识责任］大石隆三 譯 

 

 

［正题名］滿洲農業再編成の研究 

［第一责任人］佐藤武夫著 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1942.2 

［主题词］満州/農業 

［知识责任］佐藤武夫 著 

 

 

［正题名］吉林駐屯軍支那軍隊編成并重要職員繫統并略歷 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1928 

［正题名］詳説日本史 

［第一责任人］井上光貞，笠原一男，兒玉幸多著 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1982.3 

［知识责任］井上光貞 著 

［知识责任］笠原一男 著 

［知识责任］兒玉幸多 著 

 

 

［正题名］續·滿洲事變 

［第一责任人］小林龍夫，島田俊彦，稻叶正夫解説 

［出版地］東京 

［出版者］株式會社みすず書房 

［出版日期］1965.7 

［丛编题名］現代史資料 11 

［知识责任］小林龍夫 解説 

［知识责任］島田俊彦 解説 

［知识责任］稻叶正夫 解説 



 

 

［正题名］索引 

［第一责任人］小林龍夫，島田俊彦，稻叶正夫解説 

［出版地］東京 

［出版者］株式會社みすず書房 

［出版日期］1980.2 

［丛编题名］現代史資料 别卷 

［知识责任］小林龍夫 解説 

［知识责任］島田俊彦 解説 

［知识责任］稻叶正夫 解説 

 

 

［正题名］侍従武官日記 

［第一责任人］四竃孝輔著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1980.12 

［主题词］皇室 

［知识责任］四竃孝輔 著 

 

 

［正题名］山西省人物略史 

［第一责任人］表重秋，青崎速編 

［出版地］山西 

［出版者］山西興亞教育會 

［出版日期］1942.7 

［知识责任］表重秋 編 

［知识责任］青崎速 編 

 

 

［正题名］大日本歴史集成 

［第一责任人］青木武助著 

［出版地］東京 

［出版者］隆文館 

［出版日期］1928.11 

［知识责任］青木武助 著 

 

 

［正题名］大日本歴史集成 

［第一责任人］青木武助著 

［出版地］東京 

［出版者］隆文館 

［出版日期］1933.8 



［知识责任］青木武助 著 

 

 

［正题名］大日本歴史集成 

［第一责任人］青木武助著 

［出版地］東京 

［出版者］隆文館 

［出版日期］1933.8 

［知识责任］青木武助 著 

 

 

［正题名］犬養木堂伝 

［第一责任人］鷲尾義直編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1968.9 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 75 巻 

［附注内容］東洋経済新報社 1938 年刊の復刻版 

［知识责任］鷲尾義直 編 

 

 

［正题名］時代の一面 

［第一责任人］東郷茂徳著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1985.5 

［丛编题名］外相東郷茂徳 

［丛编题名］ガイショウ トウゴウ シゲノリ 東郷茂徳記念会編 1 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

［知识责任］東郷茂徳 著 

 

 

［正题名］東郷茂徳 

［第一责任人］萩原延寿著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1985.5 

［丛编题名］外相東郷茂徳 

［丛编题名］ガイショウ トウゴウ シゲノリ 東郷茂徳記念会編 2 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

［知识责任］萩原延寿 著 



 

 

［正题名］木戸幸一日記 

［第一责任人］木戸幸一著 

［译者］木戸日記研究会編集校訂 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1980.7 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

［知识责任］木戸幸一 著 

 

 

［正题名］石原莞爾の素顔 

［第一责任人］上法快男編 

［译者］横山臣平著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1983.7 

［附注内容］石原莞爾の肖像あり 

［附注内容］石原莞爾年譜·著述目録：p[261]-267 

［知识责任］上法快男 編 

［次知识责任］横山臣平 著 

 

 

［正题名］藩學史談 

［第一责任人］宇野哲人，乙竹岩造著 

［出版地］東京 

［出版者］文松堂書店 

［出版日期］1943.6 

［主题词］藩学 

［知识责任］宇野哲人 著 

［知识责任］乙竹岩造 著 

 

 

［正题名］太平洋に於ける民族文化の交流 

［第一责任人］清野謙次著 

［译者］太平洋協會編 

［出版地］東京 

［出版者］創元社 

［出版日期］1944.4 

［主题词］文化/歴史 

［知识责任］清野謙次 著 

 



 

［正题名］モンゴル史 

［第一责任人］モンゴル科学アカデミー歴史研究所編著 

［译者］二木博史，今泉博，岡田和行訳 

［出版地］東京 

［出版者］恒文社 

［出版日期］1988.10 

［附注内容］年表：第 2 巻：p296-319 

［附注内容］参考文献：第 2 巻末 

［主题词］モンゴル人民共和国/歴史 

［次知识责任］二木博史 訳 

［次知识责任］今泉博 訳 

［次知识责任］岡田和行 訳 

 

 

［正题名］モンゴル史 

［第一责任人］モンゴル科学アカデミー歴史研究所編著 

［译者］二木博史，今泉博，岡田和行訳 

［出版地］東京 

［出版者］恒文社 

［出版日期］1988.10 

［附注内容］年表：第 2 巻：p296-319 

［附注内容］参考文献：第 2 巻末 

［主题词］モンゴル人民共和国/歴史 

［次知识责任］二木博史 訳 

［次知识责任］今泉博 訳 

［次知识责任］岡田和行 訳 

 

 

［正题名］モンゴル史論考 

［第一责任人］小林高四郎著 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣出版 

［出版日期］1983.6 

［主题词］蒙古民族 

［知识责任］小林高四郎 著 

 

 

［正题名］極東共和国の興亡 

［第一责任人］上田秀明著 

［出版地］東京 

［出版者］アイペックプレス 

［出版日期］1990.11 

［附注内容］参考文献：p193～197 



［主题词］極東共和国 

［知识责任］上田秀明 著 

 

 

［正题名］大西郷正傳 

［第一责任人］下中彌三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1940.2 

［附注内容］第 1 巻に西郷隆盛の肖像あり 

［知识责任］下中弥三郎 著 

 

 

［正题名］大西郷正傳 

［第一责任人］下中彌三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1940.1 

［知识责任］下中弥三郎 著 

 

 

［正题名］大西郷正傳 

［第一责任人］下中彌三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1940.2 

［知识责任］下中弥三郎 著 

 

 

［正题名］土光敏夫 21 世紀への遺産 

［第一责任人］志村嘉一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1988.1 

［知识责任］志村嘉一郎 著 

 

 

［正题名］東洋歴史集成 

［第一责任人］櫻井時太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］隆文館 

［出版日期］1922.12 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］櫻井時太郎 著 



 

 

［正题名］東洋歴史集成 

［第一责任人］櫻井時太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］隆文館 

［出版日期］1921.11 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］櫻井時太郎 著 

 

 

［正题名］東洋歴史集成 

［第一责任人］櫻井時太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］隆文館 

［出版日期］1921.11 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］櫻井時太郎 著 

 

 

［正题名］大南洋史 

［第一责任人］白坂義直著 

［出版地］東京 

［出版者］田中誠光堂 

［出版日期］1942.9 

［知识责任］白坂義直 著 

 

 

［正题名］中国近代綿業史の研究 

［第一责任人］森時彦著 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学学術出版会 

［出版日期］2001.4 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 58 

［附注内容］欧文タイトルは奥付裏による 

［附注内容］中文要約：巻末 p1-5 

［主题词］綿業/中国/歴史 

［知识责任］森時彦 著 

 

 

［正题名］東洋人物レファレンス事典 

［第一责任人］日外アソシエーツ編集 

［出版地］東京 



［出版者］日外アソシエーツ 

［出版地］東京 

［出版者］紀伊国屋書店(発売) 

［出版日期］1984.7 

［主题词］アジア/伝記/辞書 

 

 

［正题名］東洋人物レファレンス事典 

［第一责任人］日外アソシエーツ編集 

［出版地］東京 

［出版者］日外アソシエーツ 

［出版地］東京 

［出版者］紀伊国屋書店(発売) 

［出版日期］1984.7 

［主题词］アジア/伝記/辞書 

 

 

［正题名］8·15 終戦 

［第一责任人］福島鑄郎編集 

［出版地］東京 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1989.10 

［丛编题名］目撃者が語る昭和史 

［丛编题名］モクゲキシャ ガ カタル ショウワシ 第 8 巻 

［附注内容］監修：猪瀬直樹 

［知识责任］福島鋳郎 編集 

 

 

［正题名］日本ファシズムの興亡 

［第一责任人］万峰著 

［出版地］東京 

［出版者］六興出版 

［出版日期］1989.2 

［丛编题名］東アジアのなかの日本歴史 

［丛编题名］ヒガシアジア ノ ナカ ノ ニホン レキシ 10 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］日本/対外関係/アジア東部 

［主题词］日本 --歴史 --昭和時代 

［主题词］ファシズム 

［知识责任］万峰 著 

 

 

［正题名］日本の大陸政策と中国東北 

［第一责任人］易顕石著 



［出版地］東京 

［出版者］六興出版 

［出版日期］1989.6 

［丛编题名］東アジアのなかの日本歴史 

［丛编题名］ヒガシアジア ノ ナカ ノ ニホン レキシ 11 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後 

［知识责任］易顕石 著 

 

 

［正题名］大東亞史物語 

［第一责任人］井出淺亀著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1942.10 

［知识责任］井出浅亀 著 

 

 

［正题名］政事要略総索引 

［第一责任人］木本好信，大島幸雄編 

［出版地］東京 

［出版者］国書刊行会 

［出版日期］1982.10 

［丛编题名］國書索引叢刊 

［丛编题名］コクショ サクイン ソウカン 2 

［附注内容］主要参考文献：p439～440 

［知识责任］木本好信 編 

［知识责任］大島幸雄 編 

 

 

［正题名］新編東洋史辞典 

［第一责任人］京大東洋史辞典編纂会編 

［出版地］東京 

［出版者］東京創元社 

［出版日期］1980.3 

［主题词］東洋/歴史/辞書 

 

 

［正题名］スターリンからブレジネフまで 

［第一责任人］アレク·ノーヴ著 

［译者］和田春樹，中井和夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］刀水書房 

［出版日期］1983.4 

［丛编题名］刀水歴史全書 



［丛编题名］トウスイ レキシ ゼンショ 18 

［附注内容］事件略年表(1917-1982)：p295-302 

［附注内容］文献案内：p304-306 

［主题词］ロシア/政治/歴史 

［主题词］共産主義/ロシア/歴史 

［知识责任］Nove 著 

［知识责任］ノーヴ 著 

［次知识责任］和田春樹 訳 

［次知识责任］中井和夫 訳 

 

 

［正题名］日本名婦傳 

［第一责任人］吉川英治著 

［出版地］大阪 

［出版者］全國書房 

［出版日期］1942 

［知识责任］吉川英治 著 

 

 

［正题名］ビルマ 前線 

［第一责任人］越智春海著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1985.4 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/会戦/ビルマ 

［知识责任］越智春海 著 

 

 

［正题名］ビルマ脱出記 

［第一责任人］田村正太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1985.1 

［主题词］太平洋戦争 1941-45/会戦/ミャンマー 

［知识责任］田村正太郎 著 

 

 

［正题名］帝国陸軍の 後 

［第一责任人］伊藤正徳著 

［出版地］東京 

［出版者］光人社 

［出版日期］1981.8 

［主题词］陸軍 

［主题词］特攻隊 



［知识责任］伊藤正徳 著 

 

 

［正题名］帝国陸軍の 後 

［第一责任人］伊藤正徳著 

［出版地］東京 

［出版者］光人社 

［出版日期］1981.8 

［主题词］陸軍 

［主题词］特攻隊 

［知识责任］伊藤正徳 著 

 

 

［正题名］帝国陸軍の 後 

［第一责任人］伊藤正徳著 

［出版地］東京 

［出版者］光人社 

［出版日期］1981.8 

［主题词］陸軍 

［主题词］特攻隊 

［知识责任］伊藤正徳 著 

 

 

［正题名］満州事変～敗戦 

［第一责任人］藤原彰…［ほか］編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1989.11 

［丛编题名］日本近代史の虚像と実像 

［丛编题名］ニホン キンダイシ ノ キョゾウ ト ジツゾウ 藤原彰編 3 

［附注内容］執筆：岡部牧夫ほか 

［附注内容］参考文献：章末 

［附注内容］参考文献：p304 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］満州事変 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］藤原彰 編 

［知识责任］岡部牧夫 編 

 

 

［正题名］張作霖爆殺 

［第一责任人］大江志乃夫著 

［出版地］東京 



［出版者］中央公論社 

［出版日期］1989.10 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 942 

［附注内容］参照文献：p187～190 

［主题词］統帥権 

［知识责任］大江志乃夫 著 

 

 

［正题名］真崎甚三郎日記 

［第一责任人］真崎甚三郎著 

［译者］伊藤隆編 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1982.2 

［丛编题名］近代日本史料選書 

［丛编题名］キンダイ ニホン シリョウ センショ 1-3 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］真崎甚三郎 著 

［次知识责任］伊藤隆 編 

 

 

［正题名］三十三年の夢 

［第一责任人］宮崎滔天著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋社 

［出版日期］1943 

［知识责任］宮崎滔天 著 

 

 

［正题名］アイデンティティと戦争 

［第一责任人］山田正行著 

［出版地］鹿沼 

［出版者］グリーンピース出版会 

［出版日期］2002.5 

［附注内容］引用·参考文献等：p189-202 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］雲南省/歴史 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］山田正行 著 

 

 

［正题名］大東亜新秩序建設の意義 

［第一责任人］文部省教育調査部編 



［出版地］東京 

［出版者］目黒書店 

［出版日期］1942.9 

［正题名］近江聖人中江藤樹 

［第一责任人］加藤盛一著 

［出版地］東京 

［出版者］學習社 

［出版日期］1944.2 

［丛编题名］學習社文庫 

［丛编题名］ガクシュウシャ ブンコ 

［附注内容］中江藤樹略年譜：p182-188 

［知识责任］加藤盛一 著 

 

 

［正题名］漱石·人とその文學 

［第一责任人］松岡讓著 

［出版地］東京 

［出版者］潮文閣 

［出版日期］1942.6 

［知识责任］松岡譲 著 

 

 

［正题名］昭和名将録 

［第一责任人］高山信武著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1980.6 

［附注内容］付：参考図書目録 

［主题词］軍人 

［知识责任］高山信武 著 

 

 

［正题名］荒木貞夫風雲三十年 

［第一责任人］有竹修二編 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1975.12 

［主题词］従軍記 

［知识责任］有竹修二 編 

 

 

［正题名］時局の重大性 

［第一责任人］情報局編 

［出版地］東京 



［出版者］内閣印刷局 

［出版日期］1941.4 

［丛编题名］週報叢書 

［丛编题名］シュウホウ ソウショ 特輯號 

 

 

［正题名］コンサイス地名辞典 

［第一责任人］三省堂編修所編 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1982.12 

［附注内容］日本編の監修：谷岡武雄，山口恵一郎 

［附注内容］外国編の監修：谷岡武雄 

［附注内容］執筆·編修協力者：青木栄一ほか 

［附注内容］日本編：付：追録，地図 1 枚，巻末に参考文献 

［主题词］地名/辞書 

［主题词］日本/地名/辞書 

 

 

［正题名］西蔵 

［第一责任人］青木文教著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1969.12 

［主题词］チベット/紀行 

［主题词］チベット/歴史 

［知识责任］青木文教 著 

 

 

［正题名］朝鮮一九三〇年代研究 

［第一责任人］むくげの会編 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1982.10 

［主题词］朝鮮/歴史/日本統治時代 

［主题词］社会運動/朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］高句麗史と東アジア 

［第一责任人］武田幸男著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.6 

［主题词］金石·金石文 



［知识责任］武田幸男 著 

 

 

［正题名］中国東北部における抗日朝鮮·中国民衆史序説 

［第一责任人］キム チョンミ著 

［出版地］東京 

［出版者］現代企画室 

［出版日期］1992.6 

［附注内容］巻末に朝鮮語、中国語の目次あり 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］日中戦争 

［主题词］民族運動/朝鮮/歴史 

［主题词］民族運動/中国/歴史 

［知识责任］金靜美 著 

 

 

［正题名］朝鮮近代の歴史像 

［第一责任人］中村哲編 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1988.8 

［附注内容］文献：p216-225 

［附注内容］朝鮮近代経済史年表·参考文献：p216-234 

［知识责任］中村哲 編 

 

 

［正题名］天皇と中国皇帝 

［第一责任人］沈才彬著 

［出版地］東京 

［出版者］六興出版 

［出版日期］1990.4 

［丛编题名］東アジアのなかの日本歴史 

［丛编题名］ヒガシアジア ノ ナカ ノ ニホン レキシ 13 

［附注内容］折込図版：天皇の即位礼 

［主题词］天皇 

［主题词］帝王/中国 

［知识责任］沈才彬 著 

 

 

［正题名］シルクロードと日本文化 

［第一责任人］森豊著 

［出版地］東京 

［出版者］白水社 

［出版日期］1982.5 



［丛编题名］白水叢書 

［丛编题名］ハクスイ ソウショ 64 

［主题词］日本/文化/歴史/古代 

［主题词］シルク·ロード 

［知识责任］森豊 著 

 

 

［正题名］河上肇 

［第一责任人］住谷悦治著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1986.2 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 

［附注内容］河上肇の肖像あり 

［附注内容］略年譜·主要参考文献：p.317-339 

［知识责任］住谷悦治 著 

 

 

［正题名］現代中国をつくった人びと 

［第一责任人］日中友好会館日中近現代史編集委員会編 

［译者］鮫島敬治［ほか］著 

［出版地］東京 

［出版者］日経出版販売日経事業出版センター 

［出版地］東京 

［出版者］日経人材情報 (発売) 

［出版日期］2002.9 

［附注内容］参考図書：巻末 

［附注内容］本书著者还有： 近藤龍夫，山本展男，布施茂芳，丹藤佳紀 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］伝記/中国 

［知识责任］近藤龍夫 著 

［知识责任］山本展男 著 

［知识责任］布施茂芳 著 

［知识责任］丹藤佳紀 著 

［次知识责任］鮫島敬治 著 

 

 

［正题名］お金が語る現代中国の歴史 

［第一责任人］冨田昌宏著 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1997.7 

［附注内容］巻末：参考文献 



［主题词］貨幣/中国 

［主题词］貨幣/中国/歴史 

［知识责任］冨田昌宏 著 

 

 

［正题名］革命いまだ成功せず 

［第一责任人］安藤彦太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］国土社 

［出版日期］1981.9 

［丛编题名］世界を動かした人びと 

［丛编题名］セカイ オ ウゴカシタ ヒトビト 12 

［知识责任］安藤彦太郎 著 

 

 

［正题名］大陸史の十二人 

［第一责任人］村上知行著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1942.11 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］村上知行 著 

 

 

［正题名］橘成季 

［第一责任人］中島悦次著 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1942.12 

［知识责任］中島悦次 著 

 

 

［正题名］旅行く芭蕉 

［第一责任人］岡村健三著 

［出版地］丹波市町（奈良県） 

［出版者］天理時報社 

［出版日期］1943.5 

［知识责任］岡村健三 著 

 

 

［正题名］大東亞風雲録 

［第一责任人］岡本瓊二著 

［出版地］東京 

［出版者］大成社 



［出版日期］1944.3 

［知识责任］岡本瓊二 著 

 

 

［正题名］朝鮮史年表 

［第一责任人］高秉雲，鄭晋和共編 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣出版 

［出版日期］1981.10 

［主题词］朝鮮/歴史/年表 

［知识责任］高秉雲 編 

［知识责任］鄭晋和 編 

 

 

［正题名］ 新支那官紳録 

［第一责任人］支那研究會編 

［出版地］北京 

［出版者］支那研究會 

［出版日期］1918.8 

［附注内容］発売所：冨山房 

 

 

［正题名］北中支における農村聚落の鳥瞰 

［第一责任人］平野義太郎編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1941.6 

［知识责任］平野義太郎 編 

 

 

［正题名］蒙古事情概要 

［第一责任人］滿洲事情案内所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿洲事情案内所 

［出版日期］1935.6 

［正题名］全國聯合協議會記録 

［第一责任人］滿洲帝國協和會編 

［出版地］［新京］ 

［出版者］滿洲帝國協和會 

［出版日期］1940 

［正题名］明治初期における君主の公称 

［第一责任人］山口修編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 



［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］山口修 編 

 

 

［正题名］大東亞戰争ノ解説 

［第一责任人］華北交通株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北交通株式會社 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］世紀の狂人 

［第一责任人］安田徳太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-58 

［知识责任］安田徳太郎 著 

 

 

［正题名］永遠の音樂家 

［第一责任人］リヒャルト·ベンツ著 

［译者］吉田秀和訳 

［出版地］東京 

［出版者］創元社 

［出版日期］1943.6 

［主题词］音楽家 

［知识责任］Benz 著 

［知识责任］ベンツ 著 

［次知识责任］吉田秀和 訳 

 

 

［正题名］生花と茶の湯 

［第一责任人］主婦之友社編 

［出版地］東京 

［出版者］主婦之友社 

［出版日期］1950.11 

［丛编题名］主婦之友家庭講座 

［丛编题名］シュフ ノ トモ カテイ コウザ 第 16 輯 

［主题词］生花 

［主题词］茶道 

 

 

［正题名］新武漢風物誌 

［第一责任人］内田佐和吉著 



［出版地］漢口 

［出版者］新武漢社 

［出版日期］1941.2 

［知识责任］内田佐和吉 著 

 

 

［正题名］支那研究叢書 

［第一责任人］東亜実進社編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜実進社 

［出版日期］1918.7 

［正题名］支那研究叢書 

［第一责任人］東亜実進社編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜実進社 

［出版日期］1918.8 

［正题名］支那研究叢書 

［第一责任人］東亜実進社編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜実進社 

［出版日期］1918.11 

［正题名］支那研究叢書 

［第一责任人］東亜実進社編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜実進社 

［出版日期］1918.6 

［正题名］支那研究叢書 

［第一责任人］東亜実進社編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜実進社 

［出版日期］1918.11 

［正题名］支那研究叢書 

［第一责任人］東亜実進社編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜実進社 

［出版日期］1919.2 

［正题名］支那研究叢書 

［第一责任人］東亜実進社編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜実進社 

［出版日期］1918.10 

［正题名］支那研究叢書 

［第一责任人］東亜実進社編 

［出版地］東京 



［出版者］東亜実進社 

［出版日期］1919.2 

［正题名］支那研究叢書 

［第一责任人］東亜実進社編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜実進社 

［出版日期］1918.11 

［正题名］大陸民俗の風韻 

［第一责任人］勝又憲治郎著 

［出版地］東京 

［出版者］黄河書院 

［出版日期］1942.8 

［知识责任］勝又憲治郎 著 

 

 

［正题名］支那及び支那人 

［第一责任人］村上知行著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1938.6 

［知识责任］村上知行 著 

 

 

［正题名］大陸 

［第一责任人］村上知行著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋号書店 

［出版日期］1940.12 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］中国/紀行 

［知识责任］村上知行 著 

 

 

［正题名］陸海軍人国記 

［第一责任人］伊藤金次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1980.4 

［主题词］軍人/伝記 

［知识责任］伊藤金次郎 著 

 

 

［正题名］シンガポール育ち 

［第一责任人］タン·コクセン著 



［译者］白水繁彦訳 

［出版地］東京 

［出版者］刀水書房 

［出版日期］1981.6 

［知识责任］Tan 著 

［知识责任］コクセン 著 

［次知识责任］白水繁彦 訳 

 

 

［正题名］北京の隠者 

［第一责任人］ヒュー·トレヴァ=ローパー著 

［译者］田中昌太郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1983.6 

［知识责任］Trevor-Roper 著 

［知识责任］トレヴァ=ローパー 著 

［次知识责任］田中昌太郎 訳 

 

 

［正题名］臺灣風俗誌 

［第一责任人］片岡巌著 

［出版地］臺北 

［出版者］臺灣日日新報社 

［出版日期］1921.2 

［主题词］台湾/風俗·習慣 

［知识责任］片岡厳 著 

 

 

［正题名］臺灣民族性百談 

［第一责任人］山根勇藏著 

［出版地］臺北 

［出版者］杉田書店 

［出版日期］1930.5 

［知识责任］山根勇藏 著 

 

 

［正题名］支那政治地理誌 

［第一责任人］大村欣一著 

［出版地］東京 

［出版者］丸善 

［出版日期］1915.11 

［主题词］政治地理 

［知识责任］大村欣一 著 



 

 

［正题名］大陸支那の現實 

［第一责任人］藤田元春著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1939.2 

［附注内容］附篇：満洲國 

［知识责任］藤田元春 著 

 

 

［正题名］下村海南選集 

［第一责任人］下村海南著 

［出版地］東京 

［出版者］潮文閣 

［出版日期］1941.11 

［知识责任］下村海南 著 

 

 

［正题名］福島安正と単騎シベリヤ横断 

［第一责任人］島貫重節著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1979.11 

［主题词］日本/陸軍/歴史 

［主题词］シベリア/紀行 

［知识责任］島貫重節 著 

 

 

［正题名］福島安正と単騎シベリヤ横断 

［第一责任人］島貫重節著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1979.11 

［主题词］日本/陸軍/歴史 

［主题词］シベリア/紀行 

［知识责任］島貫重節 著 

 

 

［正题名］日本的性格 

［第一责任人］長谷川如是閑著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.12 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-26 

［主题词］性格 

［知识责任］長谷川如是閑 著 

 

 

［正题名］下學集 

［第一责任人］龜井孝校訂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1944.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 3375ー3376 

［主题词］日本語/辞典 

［知识责任］亀井孝 校訂 

 

 

［正题名］アメリカ發展史 

［第一责任人］ファランド著 

［译者］名原廣三郎，高木八尺譯 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ [赤版] 83 

［主题词］アメリカ合衆国/歴史 

［知识责任］Farrand 著 

［知识责任］ファランド 著 

［知识责任］名原広三郎 譯 

［次知识责任］高木八尺 譯 

 

 

［正题名］ドイツ戦歿学生の手紙 

［第一责任人］ヴィットコップ著 

［译者］高橋健二訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤版 22, 12 

［附注内容］原書の抜粋訳 

［附注内容］3 刷(1939 年 1 月刊)もののシリーズ番号は 12 とあり 

［附注内容］5 刷(1940 年 7 月刊)もののシリーズ番号は 12 とあり 

［主题词］世界戦争 



［知识责任］Witkop 著 

［知识责任］ヴィットコップ 著 

［次知识责任］高橋健二 訳 

 

 

［正题名］漱石あれこれ 

［第一责任人］古財運平著 

［出版地］天水町[熊本県] 

［出版者］熊本県天水町役場 

［出版日期］1962.2 

［知识责任］古財運平 著 

 

 

［正题名］一商人の支那の旅 

［第一责任人］服部源次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.10 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 20 巻 

［附注内容］東光會(1925 年刊)の復刻. 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［知识责任］服部源次郎 著 

 

 

［正题名］支那旅行雑感 

［第一责任人］片山潜著 

［第一责任人］遅塚麗水著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.10 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 19 巻 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］中国中部/紀行·案内記 

［知识责任］片山潜 著 

［知识责任］遅塚麗水 著 

 

 

［正题名］台湾訪問の記 

［第一责任人］田川大吉郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.10 



［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 18 巻 

［附注内容］白揚社(1925 年刊)の復刻. 

［附注内容］底本: 東京大学東洋文化研究所蔵. 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］台湾 

［知识责任］田川大吉郎 著 

 

 

［正题名］わが思い出 

［第一责任人］徳田球一著 

［第一责任人］小杉放庵著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.10 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 17 巻 

［知识责任］徳田球一 著 

［知识责任］小杉放庵 著 

 

 

［正题名］偶像破壊期の支那 

［第一责任人］鶴見祐輔著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.10 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 16 巻 

［附注内容］鐵道時報局(1923 年刊)の復刻 

［知识责任］鶴見祐輔 著 

 

 

［正题名］支那印象記 

［第一责任人］竹内逸著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.10 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 15 巻 

［附注内容］中央美術社(1927 年刊)の復刻 

［知识责任］竹内逸 著 

 

 

［正题名］老大国の山河 



［第一责任人］渡辺巳之次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.10 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 14 巻 

［附注内容］金尾文淵堂(1921 年刊)の復刻 

［附注内容］底本：国立国会図書館蔵 

［知识责任］渡辺巳之次郎 著 

 

 

［正题名］絵の旅 

［第一责任人］石井柏亭著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.10 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 13 巻 

［附注内容］初版：日本評論社出版部 大正 10 年刊 

［知识责任］石井柏亭 著 

 

 

［正题名］揚子江を中心として 

［第一责任人］上塚司著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.10 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 12 巻 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］中国中部/紀行·案内記 

［知识责任］上塚司 著 

 

 

［正题名］揚子江を中心として 

［第一责任人］上塚司著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.10 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 11 巻 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］中国中部/紀行·案内記 

［知识责任］上塚司 著 



 

 

［正题名］中華三千哩 

［第一责任人］東京高等商業学校東亜倶楽部編 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.4 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 10 巻 

［附注内容］初版：大阪屋號書店 大正 9 年刊 

［主题词］中国/紀行·案内記 

 

 

［正题名］遊支雑筆 

［第一责任人］諸橋轍次著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.4 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 9 巻 

［附注内容］初版：目黒書店 昭和 13 年刊 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［知识责任］諸橋轍次 著 

 

 

［正题名］満鮮遊記 

［第一责任人］大町桂月著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.4 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 8 巻 

［附注内容］初版: 大阪屋號書店 大正 8 年刊 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］朝鮮/紀行·案内記 

［主题词］中国東北部/紀行·案内記 

［知识责任］大町桂月 著 

 

 

［正题名］支那に遊びて 

［第一责任人］河東碧梧桐著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.4 



［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 7 巻 

［附注内容］初版：大阪屋號書店 大正 8 年刊 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［知识责任］河東碧梧桐 著 

 

 

［正题名］西隣游記 

［第一责任人］関和知編 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.4 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 5 巻 

［附注内容］初版：關和知 大正 7 年刊 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［知识责任］関和知 編 

 

 

［正题名］燕雲楚水 

［第一责任人］釈宗演著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.4 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 4 巻 

［附注内容］初版：東慶寺 大正 7 年刊 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［知识责任］釈宗演 著 

 

 

［正题名］山東遍路 

［第一责任人］遅塚麗水著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.4 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 3 巻 

［附注内容］初版:春陽堂 大正 4 年刊 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］山東省/紀行·案内記 

［知识责任］遅塚麗水 著 

 

 



［正题名］大陸修学旅行記 

［第一责任人］広島高等師範学校編 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.4 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 2 巻 

［附注内容］初版：廣島高等師範學校 大正 4 年刊 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］朝鮮/紀行·案内記 

 

 

［正题名］我が観たる満鮮 

［第一责任人］中野正剛著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1999.4 

［丛编题名］大正中国見聞録集成 

［丛编题名］タイショウ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 1 巻 

［附注内容］初版：政教社 大正 4 年刊 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］中国東北部/紀行·案内記 

［主题词］朝鮮/紀行·案内記 

［知识责任］中野正剛 著 

 

 

［正题名］観光紀遊 

［第一责任人］岡千仞著 

 

 

［正题名］葦杭游記 

［第一责任人］股野琢著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.10 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第

20 巻 

［附注内容］『観光紀遊』原本巻頭のタイトル：觀光紀游 

［附注内容］『観光紀遊』初版：大倉孫兵衛 明治 25 年刊 

［附注内容］『葦杭游記』初版：股野琢 明治 42 年刊 

［附注内容］付：著者略伝 

［附注内容］復刻 

［主题词］中国/紀行·案内記 



［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］岡千仞 著 

［知识责任］股野琢 著 

 

 

［正题名］桟雲峡雨日記 

［第一责任人］竹添進一郎著 

 

 

［正题名］観光私記 

［第一责任人］永井久一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.10 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第

19 巻 

［附注内容］監修：小島晋治 

［附注内容］『桟雲峡雨日記』初版：中溝熊象 明治 12 年刊 

［附注内容］『観光私記』初版：明治 43 年刊 

［附注内容］復刻 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］竹添進一郎 著 

［知识责任］永井久一郎 著 

 

 

［正题名］南清紀行 

［第一责任人］佐藤善治郎著 

 

 

［正题名］支那風韻記 

［第一责任人］川田鉄弥著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.10 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第

18 巻 

［附注内容］監修：小島晋治 

［附注内容］『南清紀行』初版：良明堂書店 明治 44 年刊 

［附注内容］『支那風韻記』初版：大倉書店 大正元年刊 

［附注内容］復刻 

［主题词］中国/紀行·案内記 



［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］佐藤善治郎 著 

［知识责任］川田鐡彌 著 

 

 

［正题名］支那大陸横断遊蜀雑爼 

［第一责任人］中野孤山著 

［第一责任人］前田利定著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.10 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第

17 巻 

［附注内容］監修：小島晋治 

［附注内容］『支那大陸横断遊蜀雑爼』初版:中野孤山 大正 2 年刊 

［附注内容］『支那遊記』初版:民友社(印刷) 大正元年刊 

［附注内容］復刻 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］中野孤山 著 

［知识责任］前田利定 著 

 

 

［正题名］湖南 

［第一责任人］安井正太郎編著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.10 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第

16 巻 

［附注内容］監修：小島晋治 

［附注内容］原本校閲：白岩龍平 

［附注内容］初版：博文館 明治 38 年刊 

［附注内容］復刻 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］安井正太郎 編著 

 

 

［正题名］北清見聞録 

［第一责任人］高瀬敏徳著 

 



 

［正题名］満州旅行日記 

［第一责任人］植村雄太郎著 

 

 

［正题名］七十八日遊記 

［第一责任人］徳富猪一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.10 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第

15 巻 

［附注内容］監修：小島晋治 

［附注内容］復刻 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］高瀬花陵 著 

［知识责任］植村雄太郎 著 

［知识责任］徳富蘇峰, 著 

 

 

［正题名］清国巡遊誌 

［第一责任人］教学参議部編 

 

 

［正题名］東亜旅行談 

［第一责任人］戸水寛人著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.10 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第

14 巻 

［附注内容］復刻 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］教学参議部 著 

［知识责任］戸水寛人 著 

 

 

［正题名］長城遊記 

［第一责任人］大鳥圭介著 

［第一责任人］阿川太良著 



 

 

［正题名］台湾視察報告書 

［第一责任人］長谷川鏡次編輯 

 

 

［正题名］実歴清国一斑 

［第一责任人］西島良爾著 

 

 

［正题名］台湾視察談 

［第一责任人］中橋徳五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.10 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第

13 巻 

［附注内容］復刻 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］大鳥圭介 著 

［知识责任］阿川太良 著 

［知识责任］長谷川鏡次 著 

［知识责任］西島良爾 著 

［知识责任］中橋徳五郎 著 

 

 

［正题名］亜細亜大陸旅行日誌并清韓露三国評論 

［第一责任人］原田藤一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.10 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第

12 巻 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］原田藤一郎 著 

 

 

［正题名］航海日録 

 

 



［正题名］清国上海見聞録 

［第一责任人］峰潔著 

 

 

［正题名］唐国渡海日記 

［第一责任人］松田屋伴吉著 

 

 

［正题名］海外日録 

［译者］支那見聞録 

［第一责任人］名倉予何人著 

 

 

［正题名］在清国見聞随記 

［第一责任人］後藤昌盛著 

 

 

［正题名］支那漫遊実記 

［第一责任人］安東不二雄著 

 

 

［正题名］清国事情探検録 

［第一责任人］宮内猪三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.10 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第

11 巻 

［附注内容］復刻 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］峰潔 著 

［知识责任］松田屋伴吉 著 

［知识责任］名倉予何人 著 

［知识责任］後藤昌盛 著 

［知识责任］安東不二雄 著 

［知识责任］宮内猪三郎 著 

 

 

［正题名］雲南四川踏査記 

［第一责任人］米内山庸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 



［出版日期］1997.6 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第

10 巻 

［知识责任］米内山庸夫 著 

 

 

［正题名］満韓修学旅行記念録 

［第一责任人］広島高等師範学校著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.6 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 9

巻 

 

 

［正题名］海表叢書 

［第一责任人］新村出監修 

［出版地］京都 

［出版者］更生閣 

［出版日期］1928.3 

［主题词］キリシタン 

［知识责任］新村出 監修 

 

 

［正题名］全譯支那四億のお客さま 

［第一责任人］カール·クロウ著 

［译者］新保民八譯 

［出版地］東京 

［出版者］教材社 

［出版日期］1939.1 

［知识责任］Crow 著 

［知识责任］クロウ 著 

［次知识责任］新保民八 譯 

 

 

［正题名］ 新支那地理 

［第一责任人］西山榮久著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1932.5 

［知识责任］西山栄久 著 

 



 

［正题名］概観東亜地理 

［第一责任人］山本熊太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］柁谷書院 

［出版日期］1941.10 

［主题词］アジア/地誌 

［知识责任］山本熊太郎 著 

 

 

［正题名］中華民国旅日学人学術論叢 

［第一责任人］中華民国国建会日本地区代表聯誼会，中華民国留日同学会編 

［出版地］東京 

［出版者］中華民国留日同学会 

［出版日期］1982.5 

［附注内容］各章末：文献 

 

 

［正题名］日本と中国「どこが違うか」事典 

［第一责任人］金山宣夫著 

［出版地］東京 

［出版者］日本実業出版社 

［出版日期］1989.8 

［主题词］中国 

［主题词］中国/社会 

［主题词］中国/風俗·習慣 

［知识责任］金山宣夫 著 

 

 

［正题名］支那民俗風景 

［第一责任人］E.D.ハーヴェイ著 

［译者］高垣勣次郎譯 

［出版地］東京 

［出版者］龍吟社 

［出版日期］1942.1 

［主题词］中国/風俗·習慣 

［知识责任］Harvey 著 

［知识责任］ハーヴェイ 著 

［次知识责任］高垣勣次郎 譯 

 

 

［正题名］支那生活案内 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 



［出版者］黄河書院 

［出版日期］1940.2 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］支那古代生活史 

［第一责任人］内野熊一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］清水書店 

［出版日期］1941.11 

［主题词］中国/歴史/古代 

［知识责任］内野熊一郎 著 

 

 

［正题名］支那叢話 

［第一责任人］入澤達吉編 

［出版地］東京 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1938.12 

［知识责任］入澤達吉 編 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.6 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.8 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.9 

［主题词］日本語/辞書 



 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.9 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.11 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.12 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.1 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.1 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 



［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.3 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.1 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.6 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.6 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.8 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.9 

［主题词］日本語/辞書 



 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.12 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.10 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.12 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.12 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.12 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 



［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.4 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.5 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.11 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.7 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.7 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.9 

［主题词］日本語/辞書 



 

 

［正题名］大辭典 

［第一责任人］平凡社编 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1931.11 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.1 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.2 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.2 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 



［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.4 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.2 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.6 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.7 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.8 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.9 

［知识责任］下中彌三郎 編 



 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.10 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.11 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.12 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.1 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.2 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 



［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.2 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.4 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.5 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.6 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.7 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.8 

［知识责任］下中彌三郎 編 



 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.9 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.9 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.9 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.9 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.1 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 



［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.8 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］下中彌三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.10 

［知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］ババル島事件関係書類 

［第一责任人］武富登巳男編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1987.7 

［丛编题名］十五年戦争極秘資料集 

［丛编题名］ジュウゴネン センソウ ゴクヒ シリョウシュウ 第 2 集 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］武富登巳男 編·解説 

 

 

［正题名］大東亜戦争ニ伴フ我カ人的国力ノ検討 

［第一责任人］高崎隆治編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1987.7 

［丛编题名］十五年戦争極秘資料集 

［丛编题名］ジュウゴネン センソウ ゴクヒ シリョウシュウ 第 1 集 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］高崎隆治 編·解説 

 

 

［正题名］戦争栄養失調症関係資料 

［第一责任人］清水勝嘉編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1988.5 

［丛编题名］十五年戦争極秘資料集 

［丛编题名］ジュウゴネン センソウ ゴクヒ シリョウシュウ 第 10 集 

［主题词］太平洋戦争 



［知识责任］清水勝嘉 編·解説 

 

 

［正题名］東京裁判大山文雄関係資料 

［第一责任人］北博昭編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1987.12 

［丛编题名］十五年戦争極秘資料集 

［丛编题名］ジュウゴネン センソウ ゴクヒ シリョウシュウ 第 5 集 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］国際軍事裁判 

［知识责任］北博昭 編·解説 

 

 

［正题名］満洲事変における憲兵隊の行動に関する資料 

［第一责任人］岡部牧夫編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1987.12 

［丛编题名］十五年戦争極秘資料集 

［丛编题名］ジュウゴネン センソウ ゴクヒ シリョウシュウ 第 4 集 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］岡部牧夫 編·解説 

 

 

［正题名］沖縄秘密戦に関する資料 

［第一责任人］大城将保編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1987.10 

［丛编题名］十五年戦争極秘資料集 

［丛编题名］ジュウゴネン センソウ ゴクヒ シリョウシュウ 第 3 集 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］大城将保 編·解説 

 

 

［正题名］日露戦争前後 

［第一责任人］小西四郎著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1978.1 

［丛编题名］錦絵幕末明治の歴史 

［丛编题名］ニシキエ バクマツ メイジ ノ レキシ 小西四郎著 12 



［主题词］日露戦争 

［主题词］浮世絵/画集 

［知识责任］小西四郎 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］藤原彰責任編集 

［出版地］東京 

［出版者］集英社 

［出版日期］1980.4 

［丛编题名］図説昭和の歴史 

［丛编题名］ズセツ ショウワ ノ レキシ 昭和の歴史刊行会編集 7 

［附注内容］年表：p216-221 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］藤原彰 編集 

 

 

［正题名］近代日本総合年表 

［第一责任人］岩波書店編集部編集 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.11 

［正题名］支那事変大東亜戦争間動員概史 

［第一责任人］大江志乃夫編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1988.7 

［丛编题名］十五年戦争極秘資料集 

［丛编题名］ジュウゴネン センソウ ゴクヒ シリョウシュウ 第 9 集 

［附注内容］序：家永三郎 

［知识责任］大江志乃夫 編·解説 

 

 

［正题名］重慶中国国民党在港秘密機関検挙状況 

［第一责任人］姫田光義編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1988.5 

［丛编题名］十五年戦争極秘資料集 

［丛编题名］ジュウゴネン センソウ ゴクヒ シリョウシュウ 第 8 集 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］姫田光義 編·解説 

 



 

［正题名］高等外事月報 

［第一责任人］宮田節子編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1988.3 

［丛编题名］十五年戦争極秘資料集 

［丛编题名］ジュウゴネン センソウ ゴクヒ シリョウシュウ 第 6 集 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］宮田節子 編·解説 

 

 

［正题名］関東軍参謀部作成総動員関係調査資料 

［第一责任人］永島勝介，安冨歩編·解題 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 

［出版日期］2000.1 

［丛编题名］十五年戦争極秘資料集 

［丛编题名］ジュウゴネン センソウ ゴクヒ シリョウシュウ 補巻 13 

［附注内容］元満洲中央銀行参事永島勝介氏が昭和 20-22 年に作成したノートの復刻 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］国家総動員 

［主题词］満州/経済/歴史 

［主题词］軍需品 

［知识责任］永島勝介 編·解題 

［知识责任］安冨歩 編·解題 

 

 

［正题名］日本文化総合年表 

［第一责任人］市古貞次編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.3 

［主题词］日本/歴史/年表 

［主题词］日本/文化/年表 

［知识责任］市古貞次 編 

 

 

［正题名］近世庶民史料目録 

［第一责任人］岡山大学附属図書館編 

［出版地］岡山 

［出版者］岡山大学附属図書館 

［出版日期］1985.3 



［正题名］写真図説日本の侵略 

［第一责任人］アジア民衆法廷準備会編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1992.12 

［附注内容］付：参考文献一覧 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］写真でみる会津戦争 

［第一责任人］早川喜代次，宮崎長八著 

［出版地］東京 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1983.10 

［附注内容］会津戦争関係年表：p198-200 

［主题词］戊辰の役 

［知识责任］早川喜代次 著 

［知识责任］宮崎長八 著 

 

 

［正题名］近代日本総合年表 

［第一责任人］岩波書店編集部編集 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.2 

［附注内容］1853(嘉永 6)～1989(平成 1) 

［主题词］日本/歴史/江戸末期/年表 

［主题词］日本/歴史/明治以後/年表 

 

 

［正题名］日中戦争への道 

［第一责任人］講談社編集 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1989.10 

［丛编题名］昭和 

［丛编题名］ショウワ 二万日の全記録 ニマンニチ ノ ゼンキロク 講談社編集 第 4 巻 

昭和 10 年→12 年 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 



 

 

［正题名］長崎市長への七三〇〇通の手紙 

［第一责任人］径書房編集部編 

［出版地］東京 

［出版者］径書房 

［出版日期］1989.9 

［附注内容］奥付の書名：増補版 長崎市長への七三〇〇通の手紙 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］朝鮮戦争 

［第一责任人］J.ハリデイ，B.カミングス著 

［译者］清水知久訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.2 

［附注内容］年表：p1～3 

［主题词］朝鮮戦争 

［知识责任］Halliday 著 

［知识责任］Cumings 著 

［知识责任］ハリデイ 著 

［知识责任］カミングス 著 

［次知识责任］清水知久 訳 

 

 

［正题名］現代史中的日本 

［第一责任人］国際教育情報中心編 

［译者］李秀石訳 

［出版地］東京 

［出版者］国際教育情報中心 

［出版日期］1994.3 

［丛编题名］日本学校教科書 

［丛编题名］ニホン ガッコウ キョウカショ 小学巻 

［次知识责任］李秀石 訳 

 

 

［正题名］パシュトゥン遊牧民の牧畜生活 

［第一责任人］松井健著 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1980.2 

［丛编题名］京都大学人文科学研究所調査報告 



［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ チョウサ ホウコク 

第 33 号 

［主题词］パターン族 

［知识责任］松井健 著 

 

 

［正题名］日本における中東·イスラーム研究文献目録 

［第一责任人］ユネスコ東アジア文化研究センター編 

［出版地］東京 

［出版者］ユネスコ東アジア文化研究センター 

［出版日期］1992.3 

［附注内容］英文併記 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］中近東研究/書目 

 

 

［正题名］日本における中東·イスラーム研究文献目録 

［第一责任人］ユネスコ東アジア文化研究センター編 

［出版地］東京 

［出版者］ユネスコ東アジア文化研究センター 

［出版日期］1992.3 

［附注内容］英文併記 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］中近東研究/書目 

 

 

［正题名］東西交渉史文献目録 

［第一责任人］梅村坦編 

［出版地］東京 

［出版者］シルクロード 

［出版日期］1979.3 

［知识责任］梅村坦 編 

 

 

［正题名］中国近代の書人たち 

［第一责任人］中村伸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］二玄社 

［出版日期］2000.10 

［附注内容］「墨」に連載された「中国近代書人点描」 (昭和 61 年-平成 2 年) を加筆·修

正したもの 

［附注内容］挿図多数あり 

［附注内容］参考資料一覧：p256-260 

［附注内容］生卒年表：p261 



［知识责任］中村伸夫 著 

 

 

［正题名］孫中山先生生誕 120 周年記念行事の記録 

［第一责任人］孫中山記念館編 

［出版地］神戸 

［出版者］孫中山記念館 

［出版日期］1987.9 

［知识责任］孫中山記念館 編 

 

 

［正题名］証言「朝鮮人従軍慰安婦」 

［第一责任人］日朝協会埼玉県連合会編 

［出版地］大宮 

［出版者］日朝協会埼玉県連合会 

［出版日期］1992.3 

［主题词］慰安婦 

［知识责任］日朝協会埼玉県連合会 編 

 

 

［正题名］忘れえぬ満鉄 

［第一责任人］世界文化社編 

［出版地］東京 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1988.7 

［附注内容］満鉄関係主要年譜：p263～268 

［主题词］鉄道/満州 

［主题词］南満州鉄道株式会社 

 

 

［正题名］写真集懷かしの滿洲鐵道 

［第一责任人］户島健太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］國書刊行会 

［出版日期］1980.5 

［知识责任］户島健太郎 著 

 

 

［正题名］望郷満洲 

［第一责任人］北小路健文著 

［出版地］東京 

［出版者］国書刊行会 

［出版日期］1978.11 

［主题词］市民生活/旧満州地域 



［知识责任］北小路健 著 

 

 

［正题名］近代化への道程 

［第一责任人］共同通信社編 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1989.5 

［附注内容］中華人民共和国略年表：p128 

［主题词］中国/歴史/1949 年以後 

［主题词］中国/歴史 

 

 

［正题名］長征の道 

［出版地］東京 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1986.9 

［附注内容］日本語版監修：竹内実 

［附注内容］歴史篇解説：アンソニー·ローレンス 

［附注内容］制作：インターコンチネンタル出版社，中国出版対外貿易総公司 

［附注内容］国際共同出版 

［附注内容］付：参考文献 

［主题词］中国-歴史-近代 

［主题词］中国-写真集 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［主题词］中国/紀行 

 

 

［正题名］写真集南京大虐殺 

［第一责任人］「写真集·南京大虐殺」を刊行するキリスト者の会編 

［出版地］東京 

［出版者］エルピス 

［出版日期］1995.4 

［附注内容］日中近現代史年表：p9 

［主题词］南京事件 

［知识责任］「写真集·南京大虐殺」を刊行するキリスト者の会 編 

 

 

［正题名］望郷 

［第一责任人］川島尚子著 

［出版地］東京 

［出版者］集英社 

［出版日期］2002.10 

［附注内容］参考文献：p510 



［知识责任］川島尚子 著 

 

 

［正题名］近代中国のなかの日本人 

［第一责任人］山根幸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1994.11 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 59 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］中国/対外関係/日本 

［知识责任］山根幸夫 著 

 

 

［正题名］佐藤栄作 

［第一责任人］衛藤瀋吉著 

［译者］細川隆元監修 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1987.3 

［丛编题名］日本宰相列伝 

［丛编题名］ニホン サイショウ レツデン 22 

［附注内容］略年譜：p263～281 

［附注内容］文献：p282-283 

［主题词］内閣総理大臣 

［主题词］日本/政治·行政 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［知识责任］衛藤瀋吉 著 

［知识责任］細川隆元 監修 

 

 

［正题名］鈴江言一伝 

［第一责任人］衛藤瀋吉，許淑真著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1984.4 

［附注内容］鈴江言一年表·著作目録：p233～265 

［知识责任］許淑真 著 

［知识责任］衛藤瀋吉 著 

 

 

［正题名］近衛文麿の時代 

［第一责任人］長尾和郎著 



［出版地］東京 

［出版者］幸洋出版 

［出版日期］1982.9 

［附注内容］『近衛文麿』(昭和 54 年刊)の改題 

［附注内容］付：参照引用文献 

［知识责任］長尾和郎 著 

 

 

［正题名］沖縄地名考 

［第一责任人］宮城真治著 

［出版地］浦添 

［出版者］沖縄出版 

［出版日期］1992.1 

［知识责任］宮城真治 著 

 

 

［正题名］日本地名の研究 

［第一责任人］阿瀨利吉著 

［出版地］東京 

［出版者］東和出版社 

［出版日期］1943.3 

［知识责任］阿瀨利吉 著 

 

 

［正题名］熱河日記 

［第一责任人］朴趾源著 

［译者］今村与志雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1978.3 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 325 

［附注内容］注記あり 

［附注内容］朴趾源年譜：2(p307-332) 

［主题词］中国/紀行 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］朴趾源 著 

［次知识责任］今村与志雄 訳 

 

 

［正题名］人間吉田茂 

［第一责任人］塩沢実信著 

［出版地］東京 

［出版者］光人社 



［出版日期］1989.5 

［知识责任］塩沢実信 著 

 

 

［正题名］日中友好に生きる 

［第一责任人］和田一夫著 

［译者］「和田一夫·追悼集」刊行委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］光陽出版社 

［出版日期］1988.10 

［附注内容］和田一夫経歴と執筆目録：p381～391 

［次知识责任］和田一夫 著 

 

 

［正题名］伊犂紀行 

［第一责任人］日野強著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1973. 

［附注内容］底本：博文館明治 42 年刊(上·下 2 冊) 

［主题词］新疆/紀行 

［知识责任］日野強 著 

 

 

［正题名］東郷茂徳手記時代の一面 

［第一责任人］東郷茂徳著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1989.2 

［附注内容］1967 年刊明治百年史叢書第 36 巻の新装普及版 

［附注内容］略歴：p437～438 

［主题词］日本/対外関係 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

［知识责任］東郷茂徳 著 

 

 

［正题名］天皇裕仁 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1988.8 

［丛编题名］河出人物読本 

［丛编题名］カワデ ジンブツ トクホン 

［附注内容］天皇関係略年表：p328～337 文献：p338～343 



 

 

［正题名］石原莞爾 

［第一责任人］佐治芳彦著 

［出版地］東京 

［出版者］日本文芸社 

［出版日期］1988.6 

［附注内容］現代書林 1984 年刊の再刊 

［附注内容］文献：p315～324 

［知识责任］佐治芳彦 著 

 

 

［正题名］石原莞爾 

［第一责任人］佐治芳彦著 

［出版地］東京 

［出版者］日本文芸社 

［出版日期］1988.6 

［附注内容］現代書林 1984 年刊の再刊 

［附注内容］文献：p315～324 

［知识责任］佐治芳彦 著 

 

 

［正题名］岸信介の回想 

［第一责任人］岸信介，矢次一夫，伊藤隆著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1981.6 

［附注内容］付：年譜 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［知识责任］岸信介 著 

 

 

［正题名］総理大臣·鈴木善幸 

［第一责任人］読売新聞社政治部編 

［出版地］東京 

［出版者］現代出版 

［出版日期］1980.11 

［附注内容］出版年はカバーによる 

 

 

［正题名］石原莞爾のすべて 

［第一责任人］仲条立一，菅原一彪編 

［出版地］東京 

［出版者］新人物往来社 



［出版日期］1989.7 

［附注内容］石原莞爾年譜：p210～213 

［知识责任］仲条立一 編 

［知识责任］菅原一彪 編 

 

 

［正题名］謀略 

［第一责任人］芦沢紀之著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1985.7 

［附注内容］吉田茂の肖像あり 

［附注内容］付：参考文献 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］芦沢紀之 著 

 

 

［正题名］橋本左内 

［第一责任人］山口宗之著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1985.12 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 

［附注内容］略年譜·主要参考文献：p304～327 

［知识责任］山口宗之 著 

 

 

［正题名］大久保甲東先生 

［第一责任人］徳富猪一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］民友社 

［出版日期］1927.10 

［附注内容］甲東先生略年譜：巻末 p1-20 

［知识责任］徳富蘇峰 著 

 

 

［正题名］支那古陶磁研究の手引 

［第一责任人］上田恭輔著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋号書店 

［出版日期］1941.9 

［主题词］陶磁器 



［知识责任］上田恭輔 著 

 

 

［正题名］支那古陶磁研究の手引 

［第一责任人］上田恭輔著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋号書店 

［出版日期］1937.10 

［主题词］陶磁器 

［知识责任］上田恭輔 著 

 

 

［正题名］中曽根康弘海軍グラフィティ 

［第一责任人］上杉公仁編 

［出版地］東京 

［出版者］知道出版 

［出版日期］1983.2 

［附注内容］参考文献：p211～212 

［知识责任］上杉公仁 編 

 

 

［正题名］異説学徒出陣 

［第一责任人］小林完太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］鵬和出版 

［出版日期］1983.10 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］学徒出陣 

［知识责任］小林完太郎 著 

 

 

［正题名］初年兵日記 

［第一责任人］朝香進一著 

［出版地］東京 

［出版者］鵬和出版 

［出版日期］1982.5 

［主题词］日中戦争 

［主题词］軍隊生活 

［知识责任］朝香進一 著 

 

 

［正题名］西蔵·聖地カイラス巡礼 

［第一责任人］NHK 取材班著 

［出版地］東京 



［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1985.6 

［主题词］チベット/紀行 

［主题词］カイラス山 

 

 

［正题名］わが南京プラトーン 

［第一责任人］東史郎著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1987.12 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］東史郎 著 

 

 

［正题名］私たちは中国でなにをしたか 

［第一责任人］中国帰還者連絡会編著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1987.10 

［附注内容］年表：p238～242 

［主题词］日中戦争 

［主题词］戦争犯罪 

 

 

［正题名］われは銃火にまだ死なず 

［第一责任人］南雅也著 

［出版地］東京 

［出版者］泰流社 

［出版日期］1978.8 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］陸軍学校予備士官学校 

［知识责任］南雅也 著 

 

 

［正题名］東郷元帥は何をしたか 

［第一责任人］前田哲男，纐纈厚著 

［出版地］東京 

［出版者］高文研 

［出版日期］1989.7 

［主题词］軍人 

［知识责任］前田哲男 著 

［知识责任］纐纈厚 著 

 



 

［正题名］徳川義親の十五年戦争 

［第一责任人］小田部雄次著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1988.6 

［附注内容］文献：p212-218 

［知识责任］小田部雄次 著 

 

 

［正题名］にっぽんのヒトラー東條英機 

［第一责任人］亀井宏著 

［出版地］東京 

［出版者］光人社 

［出版日期］1981.6 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［知识责任］亀井宏 著 

 

 

［正题名］東京裁判と東条英機 

［第一责任人］上法快男編 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1983.5 

［附注内容］東條英機略年譜：p276-280 

［主题词］国際軍事裁判 

［知识责任］上法快男 編 

 

 

［正题名］滿蒙民俗傳説 

［第一责任人］細谷清著 

［出版地］東京 

［出版者］蒼龍閣 

［出版日期］1936.12 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］細谷清 著 

 

 

［正题名］大同石佛寺 

［第一责任人］木下杢太郎著 

［译者］山本明寫眞撮影 

［出版地］東京 

［出版者］座右寶刊行會 

［出版日期］1938.12 



［附注内容］雲崗石佛文献鈔：p340-389 

［附注内容］中央美術社刊の重版 

［附注内容］函カバーあり 

［主题词］美術中国 

［主题词］仏像 

［知识责任］木下杢太郎 著 

［知识责任］山本明写真家 撮影 

 

 

［正题名］宮崎世民回想録 

［第一责任人］宮崎世民著 

［出版地］東京 

［出版者］青年出版社 

［出版日期］1984.6 

［知识责任］宮崎世民 著 

 

 

［正题名］中江丑吉と中国 

［第一责任人］ジョシュア·A.フオーゲル著 

［译者］阪谷芳直訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.1 

［知识责任］Fogel 著 

［知识责任］フオーゲル 著 

［次知识责任］阪谷芳直 訳 

 

 

［正题名］満洲地名考 

［第一责任人］谷光世編 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1982.3 

［附注内容］『満洲事情案内所報告 42』(満洲事情案内所昭和 13 年刊)の複製 

［主题词］満州/地名 

［知识责任］谷光世 編 

 

 

［正题名］支那歴史地理研究 

［第一责任人］小川琢治著 

［出版地］京都 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1928.9 

［附注内容］發賣：弘文堂東京店 



［知识责任］小川琢治 著 

 

 

［正题名］支那歴史地理研究 

［第一责任人］小川琢治著 

［出版地］京都 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1929.8 

［附注内容］發賣：弘文堂東京店 

［知识责任］小川琢治 著 

 

 

［正题名］大山郁夫傳 

［第一责任人］大山郁夫記念事業会編 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1956.11 

［附注内容］付録：小冊子「大山先生の思い出」p42 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］大山郁夫 編 

 

 

［正题名］あれからこれから 

［第一责任人］小坂善太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］牧羊社 

［出版日期］1981.10 

［附注内容］年表：p311～334 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［知识责任］小坂善太郎 著 

 

 

［正题名］支那考古學論攷 

［第一责任人］梅原末治著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1938.10 

［主题词］考古学 

［知识责任］梅原末治 著 

 

 

［正题名］世界地名事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 



［出版者］平凡社 

［出版日期］1956.7 

［主题词］地名/辞書 

 

 

［正题名］世界地名事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1950.8 

［主题词］地名/辞書 

 

 

［正题名］世界地名事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1950.11 

［主题词］地名/辞書 

 

 

［正题名］世界地名事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1950.12 

［主题词］地名/辞書 

 

 

［正题名］世界地名事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1953.1 

［主题词］地名/辞書 

 

 

［正题名］盧溝桥事件 50 周年日中学術討論会報告集 

［第一责任人］盧溝桥事件 50 周年日中学術討論会準備委員会发行 

［出版地］東京 

［出版者］盧溝桥事件 50 周年日中学術討論会 

［出版日期］1987.6 

［主题词］盧溝橋事變/文集 

 



 

［正题名］支那文明記 

［第一责任人］宇野哲人著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.6 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 8

巻 

［附注内容］底本： 『支那文明記』(改訂版 大同館書店 大正 7 年) 

［知识责任］宇野哲人 著 

 

 

［正题名］巴蜀 

［第一责任人］山川早水著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.6 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 7

巻 

［知识责任］山川早水 著 

 

 

［正题名］北清見聞録 

［第一责任人］木村粂市著 

 

 

［正题名］支那印象記 

［第一责任人］小林愛雄著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.6 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 6

巻 

［知识责任］木村粂市 著 

［知识责任］小林愛雄 著 

 

 

［正题名］清韓紀行 

［第一责任人］村木正憲著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 



［出版日期］1997.6 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 5

巻 

［知识责任］村木正憲 著 

 

 

［正题名］支那漫遊燕山楚水 

［第一责任人］内藤虎次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.6 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 4

巻 

［知识责任］内藤湖南 著 

 

 

［正题名］遊清記 

［第一责任人］尾崎行雄著 

 

 

［正题名］支那時事 

［第一责任人］高橋謙著 

 

 

［正题名］支那漫遊談 

［第一责任人］中村作次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.6 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 3

巻 

［知识责任］尾崎行雄 著 

［知识责任］高橋謙 著 

［知识责任］中村作次郎 著 

 

 

［正题名］北支那紀行 

［第一责任人］曽根俊虎著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.6 



［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 2

巻 

［知识责任］曽根俊虎 著 

 

 

［正题名］上海雑記 

［第一责任人］納富介次郎著 

 

 

［正题名］贅肬録 

［译者］没鼻筆語 

［第一责任人］日比野輝寛著 

 

 

［正题名］清国漫遊誌 

［第一责任人］曽根俊虎著 

［出版地］東京 

［出版者］ゆまに書房 

［出版日期］1997.6 

［丛编题名］幕末明治中国見聞録集成 

［丛编题名］バクマツ メイジ チュウゴク ケンブンロク シュウセイ 小島晋治監修 第 1

巻 

［知识责任］納富介次郎 著 

［知识责任］曽根俊虎 著 

［次知识责任］日比野輝寛 著 

 

 

［正题名］ハリス日本滯在記 

［第一责任人］ハリス著 

［译者］玉城肇，今里正次譯 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1944.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 3415-3419 

［主题词］日本/紀行 

［知识责任］Harris 著 

［知识责任］ハリス 著 

［次知识责任］今里正次 譯 

［次知识责任］玉城肇 譯 

 

 

［正题名］淮河水系の地理と水理に关する调查 



［第一责任人］參謀本部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］參謀本部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］ルソン捕虜記 

［第一责任人］下平翅雄著 

［出版地］東京 

［出版者］鵬和出版 

［出版日期］1983.6 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/会戦/ルソン島 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/捕虜 

［主题词］フィリピン/陸軍 

［主题词］捕虜収容所 

［知识责任］下平翅雄 著 

 

 

［正题名］ルソンに消ゆ 

［第一责任人］神崎陽著 

［出版地］東京 

［出版者］鵬和出版 

［出版日期］1983.12 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］学徒出陣 

［知识责任］神崎陽 著 

 

 

［正题名］山西学術探検記 

［第一责任人］朝日新聞社東京本社編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1943.4 

［主题词］山西省/地誌 

 

 

［正题名］在満五十年·奉天日本人の史 

［第一责任人］藤田九市郎著 

［出版地］大湊書房 

［出版日期］1980.12 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［知识责任］藤田九市郎 著 

 

 

［正题名］支那で成功する道 

［第一责任人］カール·クロウ著 



［译者］柴田賢一譯 

［出版地］東京 

［出版者］高山書院 

［出版日期］1940.6 

［主题词］商店 

［知识责任］Crow 著 

［知识责任］カール·クロウ 著 

［次知识责任］柴田賢一 譯 

 

 

［正题名］わが七十年を語る 

［第一责任人］林権助述 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1939.6 

［知识责任］林権助 述 

 

 

［正题名］光圀と斉昭 

［第一责任人］高須芳次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］潮文閣 

［出版日期］1943.3 

［知识责任］高須芳次郎 著 

 

 

［正题名］支那及満州國現勢地理 

［第一责任人］支那地理歴史大系刊行会編 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1941.3 

［丛编题名］支那地理歴史大系 

［丛编题名］シナ チリ レキシ タイケイ 支那地理歴史大系刊行会編 1 

 

 

［正题名］清國漫遊誌 

［第一责任人］曾根俊虎著 

［出版地］東京 

［出版者］績文舎 

［出版日期］1883 

［知识责任］曽根俊虎 著 

 

 

［正题名］私の支那紀行 



［第一责任人］豊田正子著 

［出版地］東京 

［出版者］文體社 

［出版日期］1944.1 

［知识责任］豊田正子 著 

 

 

［正题名］支那事變大陸建設手記 

［第一责任人］満鉄·華北交通社員会共編 

［译者］鷹巣清治著 

［出版地］大連 

［出版者］滿鐵社員會 

［出版日期］1941.4 

［丛编题名］滿鐵社員會叢書 

［丛编题名］マンテツ シャインカイ ソウショ 第 48 輯 滿鐵社員健闘録 第 4 篇 

［次知识责任］鷹巣清治 著 

 

 

［正题名］中国関係条約取極目録 

［第一责任人］英修道編 

［出版地］東京 

［出版者］慶応通信 

［出版日期］1969.3 

［主题词］中国/条約 

［主题词］中国/外国関係/歴史/史料 

［知识责任］英修道 編 

 

 

［正题名］中国関係条約取極目録 

［第一责任人］英修道編 

［出版地］東京 

［出版者］慶応通信 

［出版日期］1969.3 

［主题词］中国/条約 

［主题词］中国/外国関係/歴史/史料 

［知识责任］英修道 編 

 

 

［正题名］支那婚姻史 

［第一责任人］陳顧遠著 

［译者］藤沢衞彦譯 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1940.4 



［丛编题名］支那文化史大系 

［丛编题名］シナ ブンカシ タイケイ 第 8 巻 

［附注内容］参考書總覽：p299-305 

［主题词］婚姻/中国/歴史 

［知识责任］陳顧遠 著 

［知识责任］藤沢衛彦 譯 

 

 

［正题名］中支に於ける民間信仰の實情 

［第一责任人］興亜院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1942.6 

［丛编题名］華中調査資料 

［丛编题名］カチュウ チョウサ シリョウ 第 406 號 

［主题词］民間信仰 

 

 

［正题名］支那旅行日記 

［第一责任人］リヒトホーフェン著 

［译者］海老原正雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］慶應出版社 

［出版日期］1944.6 

［附注内容］初版との相違:図版なし等 

［主题词］中国/紀行 

［知识责任］Richthofen 著 

［知识责任］リヒトホーフェン 著 

［次知识责任］海老原正雄 訳 

 

 

［正题名］支那庭園論 

［第一责任人］岡大路著 

［出版地］東京 

［出版者］彰國社 

［出版日期］1943.8 

［丛编题名］東亞建築撰書 

［丛编题名］トウア ケンチク センショ 6 

［知识责任］岡大路 著 

 

 

［正题名］現代中国地名辞典 

［第一责任人］和泉新編 

［出版地］東京 



［出版者］学習研究社 

［出版日期］1981.11 

［主题词］中国/地名/辞書 

［知识责任］和泉新 編 

 

 

［正题名］大支那大系 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］万里閣書房 

［出版日期］1930.7 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］大支那大系 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］万里閣書房 

［出版日期］1930.10 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］大支那大系 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］万里閣書房 

［出版日期］1930.8 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］大支那大系 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］万里閣書房 

［出版日期］1930.6 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］新支那案内記 

［第一责任人］山縣初男著 

［出版地］東京 

［出版者］萬里閣 

［出版日期］1939.11 

［主题词］中国/紀行 



［知识责任］山県初男 著 

 

 

［正题名］支那風土記 

［第一责任人］米内山庸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1939.7 

［知识责任］米内山庸夫 著 

 

 

［正题名］支那紀行 

［第一责任人］木村毅編 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1940.5 

［附注内容］戦時体制版 

［知识责任］木村毅 編 

 

 

［正题名］支那行脚記 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］萬里閣 

［出版日期］1927.11 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］ 新支那旅行案内 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］黄河書院 

［出版日期］1940.5 

［主题词］中国/案内記 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］大黄河 

［第一责任人］大阪毎日新聞社編 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪毎日新聞社 

［出版地］東京 

［出版者］東京日日新聞社 

［出版日期］1938.6 



［附注内容］黄河治河の歴史(岡崎文夫) 他 19 篇 

［主题词］黄河 

 

 

［正题名］ 新支那大地理 

［第一责任人］西山栄久著 

［出版地］東京 

［出版者］大倉書店 

［出版日期］1914.1 

［知识责任］西山栄久 著 

 

 

［正题名］山西條左郎傳記 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］山西條左郎傳記 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］山西條左郎傳記 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］山西條左郎傳記 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］山西條左郎傳記 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］支那事變 

［第一责任人］山本實彦著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1937.10 

［知识责任］山本実彦 著 

 

 

［正题名］支那政治習俗論攷 

［第一责任人］曾我部静雄著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 



［出版日期］1943.5 

［主题词］政治思想/中国 

［知识责任］曽我部静雄 著 

 

 

［正题名］支那蒙古遊記 

［第一责任人］グラハム·ペック著 

［译者］高梨菊二郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］青年書房 

［出版日期］1940.11 

［主题词］中国/紀行 

［知识责任］Peck 著 

［次知识责任］高梨菊二郎 訳 

 

 

［正题名］山西学術紀行 

［第一责任人］宮本敏行著 

［出版地］東京 

［出版者］新紀元社 

［出版日期］1942.12 

［主题词］山西省/紀行 

［知识责任］宮本敏行 著 

 

 

［正题名］支那風物志 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1942.5 

［丛编题名］東亞文化叢書 

［丛编题名］トウア ブンカ ソウショ 第 6 

［主题词］中国/地誌 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］支那的性格 

［第一责任人］A.H.スミス著 

［译者］白神徹訳 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1940 

［主题词］中国 

［知识责任］Smith 著 



［知识责任］スミス 著 

［次知识责任］白神徹 訳 

 

 

［正题名］支那陶磁の時代的研究 

［第一责任人］上田恭輔著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋号書店 

［出版日期］1940.8 

［主题词］陶磁器 

［知识责任］上田恭輔 著 

 

 

［正题名］支那陶磁の諸考察 

［第一责任人］上田恭輔著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋号書店 

［出版日期］1940.10 

［主题词］陶磁器 

［知识责任］上田恭輔 著 

 

 

［正题名］大久保利通 

［第一责任人］伊藤痴遊著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.6 

［丛编题名］實録維新十傑 

［丛编题名］ジツロク イシン ジュッケツ 第 6 巻 

［知识责任］伊藤痴遊 著 

 

 

［正题名］大名華族授爵表 

［第一责任人］貴族院調査課編 

［出版地］東京 

［出版者］貴族院調査課 

［出版日期］1938.6 

［知识责任］貴族院調査課 編 

 

 

［正题名］小野梓の人と思想 

［第一责任人］斎藤一寛著 

［出版地］東京 

［出版者］校倉書房 



［出版日期］1973.12 

［附注内容］小野梓の肖像あり 

［知识责任］斎藤一寛 著 

 

 

［正题名］有馬新七 

［第一责任人］橋本實著 

［出版地］大阪 

［出版者］錦城出版社 

［出版日期］1944.3 

［知识责任］橋本実 著 

 

 

［正题名］大平正芳の政治的人格 

［第一责任人］吉田雅信著 

［出版地］東京 

［出版者］東海大学出版会 

［出版日期］1986.10 

［附注内容］大平正芳年譜：p165-184 

［知识责任］吉田雅信 著 

 

 

［正题名］大陸縱斷 

［第一责任人］山本實彦著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1938.10 

［主题词］中国/紀行 

［知识责任］山本実彦 著 

 

 

［正题名］長城游記 

［第一责任人］大鳥圭介著 

［出版地］東京 

［出版者］丸善 

［出版日期］1894.12 

［附注内容］遡及 

［知识责任］大鳥圭介 著 

 

 

［正题名］古き支那新しき支那 

［第一责任人］村上知行著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 



［出版日期］1939.3 

［知识责任］村上知行 著 

 

 

［正题名］北京歳時記 

［第一责任人］村上知行著 

［出版地］東京 

［出版者］東京書房 

［出版日期］1942.9 

［知识责任］村上知行 著 

 

 

［正题名］火の島 

［第一责任人］阿部知二著 

［出版地］東京 

［出版者］創元社 

［出版日期］1944.7 

［知识责任］阿部知二 著 

 

 

［正题名］史學地理地方誌在庫目録 

［第一责任人］嚴松堂書店古典部編 

［出版地］東京 

［出版者］嚴松堂書店 

［出版日期］1933.4 

［丛编题名］巖松堂書店古典部分類目録 

［丛编题名］ガンショウドウ ショテン コテンブ ブンルイ モクロク 第 2 輯 

［知识责任］嚴松堂書店古典部 編 

 

 

［正题名］法隆寺 

［第一责任人］伊東忠太著 

［出版地］東京 

［出版者］創元社 

［出版日期］1940.11 

［知识责任］伊東忠太 著 

 

 

［正题名］香港グラフィティ 

［第一责任人］小宮清，新谷直恵著 

［出版地］東京 

［出版者］みずうみ書房 

［出版日期］1986.4 

［知识责任］小宮清 著 



［知识责任］新谷直恵 著 

 

 

［正题名］香港·マカオ 

［第一责任人］ブルーガイド海外版出版部編 

［出版地］東京 

［出版者］実業之日本社 

［出版日期］1988.5 

［丛编题名］ブルーガイド·ワールド 1 

 

 

［正题名］大陸踏破北支 

［第一责任人］竹中吉郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日本新時代社 

［出版日期］1938.5 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［知识责任］竹中吉郎 著 

 

 

［正题名］アグネスの香港指南 

［第一责任人］アグネス·チャン著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1985.6 

［知识责任］アグネス·チャン 著 

 

 

［正题名］西域旅行日記 

［第一责任人］堀賢雄著 

［译者］水野勉校閲 

［出版地］東京 

［出版者］白水社 

［出版日期］1987.5 

［丛编题名］中国辺境歴史の旅 

［丛编题名］チュウゴク ヘンキョウ レキシ ノ タビ 陳舜臣編集·解説 8 

［附注内容］付：図（1 枚） 

［附注内容］堀賢雄略歴：p259 

［主题词］西域/紀行·案内記 

［主题词］チベット/紀行·案内記 

［主题词］西域/紀行 

［知识责任］堀賢雄 著 

［次知识责任］水野勉 校閲 

 



 

［正题名］大陸の村つくり 

［第一责任人］丸山義二著 

［出版地］東京 

［出版者］興亞日本社 

［出版日期］1941.7 

［主题词］満州北部/紀行 

［知识责任］丸山義二 著 

 

 

［正题名］東北満方面 

［出版地］新京特別 

［出版者］滿洲地質協會 

［出版日期］1940.8 

［丛编题名］満洲地質見学旅行案内書 

［丛编题名］マンシュウ チシツ ケンガク リョコウ アンナイショ 第 6 班 

［附注内容］タイトルの読みは推定 

［主题词］地質/満州 

 

 

［正题名］安奉線方面 

［出版地］新京特別 

［出版者］滿洲地質協會 

［出版日期］1940.8 

［丛编题名］満洲地質見学旅行案内書 

［丛编题名］マンシュウ チシツ ケンガク リョコウ アンナイショ 第 3 班 

［附注内容］タイトルの読みは推定 

［主题词］地質/満州 

 

 

［正题名］杭州 

［第一责任人］木村重著 

［出版地］上海 

［出版者］華中鐵道股份 

［出版日期］1941.4 

［知识责任］木村重 著 

 

 

［正题名］上海汗語 

［第一责任人］内山完造著 

［出版地］上海 

［出版者］華中鐵道總裁室弘報室 

［出版日期］1944.3 

［丛编题名］華中鉄道江南叢書 



［丛编题名］カチュウ テツドウ コウナン ソウショ 1 

［知识责任］内山完造 著 

 

 

［正题名］蘇浙見學録 

［第一责任人］來馬琢道著 

［出版地］東京 

［出版者］鴻盟社 

［出版日期］1913.8 

［知识责任］来馬琢道 著 

 

 

［正题名］長江の自然と文化 

［第一责任人］斎伯守著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄辯會講談社 

［出版日期］1942.7 

［主题词］中国中部/地誌 

［知识责任］斎伯守 著 

 

 

［正题名］大東亞地政治學 

［第一责任人］松川二郎著 

［出版地］東京 

［出版者］霞ケ関書房 

［出版日期］1942.3 

［主题词］地政学 

［知识责任］松川二郎 著 

 

 

［正题名］古塔選 

［第一责任人］永野雄吉編 

［出版地］奈良 

［出版者］鹿鳴荘 

［出版日期］1928.6 

［主题词］塔 

［知识责任］永野雄吉 編 

 

 

［正题名］江南の旅 

［第一责任人］美濃部正好編纂 

［出版地］上海 

［出版者］華中鉄道 

［出版日期］1942.6 



［主题词］中国中部/案内記 

［知识责任］美濃部正好 編纂 

 

 

［正题名］彷徨へる湖 

［第一责任人］スウェン·ヘディン著 

［译者］岩村忍，矢崎秀雄譯 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1943.4 

［知识责任］Hedin 著 

［知识责任］ヘディン 著 

［次知识责任］岩村忍 譯 

［次知识责任］矢崎秀雄 譯 

 

 

［正题名］宮本武蔵 

［第一责任人］吉川英治著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会講談社 

［出版日期］1940.4 

［知识责任］吉川英治 著 

 

 

［正题名］吉田松陰の母 

［第一责任人］吉川綾子著 

［出版地］東京 

［出版者］泰山房 

［出版日期］1941.9 

［知识责任］吉川綾子 著 

 

 

［正题名］大將の母 

［第一责任人］福田善念著 

［出版地］東京 

［出版者］忠誠堂 

［出版日期］1942.2 

［知识责任］福田善念 著 

 

 

［正题名］男装の麗人·川島芳子伝 

［第一责任人］上坂冬子著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋 



［出版日期］1984.11 

［附注内容］参考文献：p254 

［知识责任］上坂冬子 著 

 

 

［正题名］川湘公路 

［第一责任人］川俣方平著 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1941.3 

［主题词］中国/交通 

［知识责任］川俣方平 著 

 

 

［正题名］竹下登·全人像 

［第一责任人］花岡信昭，小林静雄著 

［出版地］東京 

［出版者］行研 

［出版日期］1987.4 

［附注内容］竹下登の経歴と年表：p330～340 

［主题词］日本-政治·行政 

［知识责任］花岡信昭 著 

［知识责任］小林静雄 著 

 

 

［正题名］重光葵手記 

［第一责任人］重光葵著 

［译者］伊藤隆，渡辺行男編 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1988.5 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治以後 

［主题词］日本/対外関係 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］重光葵 著 

［次知识责任］伊藤隆 編 

［次知识责任］渡辺行男 編 

 

 

［正题名］源實朝 

［第一责任人］齋藤茂吉著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1943.11 



［知识责任］斎藤茂吉 著 

 

 

［正题名］北支河川要覧 

［第一责任人］華北交通株式会社編 

［出版地］北京 

［出版者］華北交通 

［出版日期］1941.9 

［主题词］河川 

［主题词］河川運送 

 

 

［正题名］支那水利地理史研究 

［第一责任人］池田靜夫著 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.4 

［主题词］運河 

［知识责任］池田静夫 著 

 

 

［正题名］唐通事家系論攷 

［第一责任人］宮田安著 

［出版地］長崎 

［出版者］長崎文献社 

［出版日期］1979.12 

［附注内容］限定版 

［主题词］通訳 

［主题词］系譜 

［知识责任］宮田安 著 

 

 

［正题名］種を播く 

［第一责任人］岡松慶久著 

［出版地］京都 

［出版者］岡松慶久自伝刊行会 

［出版日期］1992.3 

［知识责任］岡松慶久 著 

 

 

［正题名］先人を語る 

［第一责任人］本多熊太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 



［出版日期］1939.5 

［主题词］政治家 

［知识责任］本多熊太郎 著 

 

 

［正题名］世界地名辞典 

［第一责任人］小林望，德久球雄編 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂出版 

［出版日期］1980.5 

［主题词］地名/辞書 

［知识责任］小林望 編 

［知识责任］徳久球雄 編 

［知识责任］河部利夫 編 

 

 

［正题名］西原亀三日記 

［第一责任人］山本四郎編 

［出版地］京都 

［出版者］京都女子大学 

［出版日期］1983.2 

［丛编题名］京都女子大学研究叢刊 

［丛编题名］キョウト ジョシ ダイガク ケンキュウ ソウカン 8 

［知识责任］西原亀三 編 

［知识责任］山本四郎 編 

 

 

［正题名］本庄繁日記 

［第一责任人］本庄繁著 

［译者］伊藤隆編 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1982.6 

［丛编题名］近代日本史料選書 

［丛编题名］キンダイ ニホン シリョウ センショ 6-1 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［知识责任］本庄繁 著 

［次知识责任］伊藤隆 編 

 

 

［正题名］義士銘々傳 

［第一责任人］國民講談振興會編 

［出版地］東京 

［出版者］時代社 



［出版日期］1944.4 

［知识责任］國民講談振興會 編 

 

 

［正题名］千利休 

［第一责任人］桑田忠親著 

［出版地］東京 

［出版者］青磁社 

［出版日期］1946.10 

［附注内容］はしがき：1942 

［附注内容］奥付：昭和 21 年 10 月 15 日初版発行とあり 

［知识责任］桑田忠親 著 

 

 

［正题名］支那風物志 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1943.9 

［丛编题名］東亞文化叢書 

［丛编题名］トウア ブンカ ソウショ 第 9 

［主题词］中国/地誌 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］秋山定輔伝 

［第一责任人］桜田倶楽部編 

［出版地］東京 

［出版者］桜田倶楽部 

［出版日期］1977.6 

［正题名］秋山定輔伝 

［第一责任人］桜田倶楽部編 

［出版地］東京 

［出版者］桜田倶楽部 

［出版日期］1979.10 

［正题名］秋山定輔伝 

［第一责任人］桜田倶楽部編 

［出版地］東京 

［出版者］桜田倶楽部 

［出版日期］1982.3 

［正题名］支那行商人とその楽器 

［第一责任人］中島幸三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 



［出版日期］1941.2 

［知识责任］中島幸三郎 著 

 

 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.11 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1938.4 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1939.8 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1937.3 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1937.3 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1937.3 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1937.5 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1937.5 



［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1937.5 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1937.6 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1939.10 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1939.10 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1937.7 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1937.8 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1937.8 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1937.10 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 



［出版日期］1939.11 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1937.11 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1937.12 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1938.1 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1938.3 

［正题名］大百科事典 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1940.5 

［正题名］毛沢東五つの戦争 

［第一责任人］鳥居民著 

［出版地］東京 

［出版者］草思社 

［出版日期］1970.1 

［知识责任］鳥居民 著 

 

 

［正题名］中国と共に五十年 

［第一责任人］太田宇之助著 

［出版地］東京 

［出版者］世界情勢研究会出版局 

［出版地］東京 

［出版者］鷹書房(発売) 

［出版日期］1977.4 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［附注内容］関係年譜：p305-310 

［主题词］中国/歴史/民国時代 



［知识责任］太田宇之助 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛獄中記 

［第一责任人］昇曙夢著 

［译者］坂元盛秋編 

［出版地］東京 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1977.3 

［附注内容］昇曙夢略歴：p.236 

［知识责任］昇曙夢 著 

［次知识责任］坂元盛秋 編 

 

 

［正题名］日露戦争の時代 

［第一责任人］伊藤整著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1978.9 

［丛编题名］日本文壇史 

［丛编题名］ニホン ブンダンシ 伊藤整著 8 

［附注内容］参考文献：p217～220 

［主题词］日本文学/歴史/明治時代 

［知识责任］伊藤整 著 

 

 

［正题名］中国女性史 

［第一责任人］小野和子著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1978.11 

［丛编题名］平凡社選書 

［丛编题名］ヘイボンシャ センショ 61 

［附注内容］参考文献·中国女性史関係年表：p266～280 

［主题词］婦人/中国/歴史 

［知识责任］小野和子 著 

 

 

［正题名］魯迅の思い出 

［第一责任人］内山完造著 

［译者］内山嘉吉，内山籬編 

［出版地］東京 

［出版者］社会思想社 

［出版日期］1979.9 



［附注内容］内山完造年譜·著編書·研究文献：p415～441 

［知识责任］内山完造 著 

［次知识责任］内山嘉吉 編 

［次知识责任］内山籬 編 

 

 

［正题名］蒙古襲来 

［第一责任人］山口修著 

［出版地］東京 

［出版者］桃源社 

［出版日期］1979.8 

［附注内容］略年表および索引：p250～254 

［主题词］元寇 

［知识责任］山口修 著 

 

 

［正题名］元帥寺内寿一 

［第一责任人］寺内寿一刊行会，上法快男編著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1978.6 

［附注内容］寺内寿一略歴表：p583～585 

［知识责任］上法快男 編著 

 

 

［正题名］内山完造伝 

［第一责任人］小沢正元著 

［出版地］東京 

［出版者］番町書房 

［出版日期］1972 

［附注内容］付：内山完造年譜 

［知识责任］小沢正元 著 

 

 

［正题名］東洋の近代 

［第一责任人］加藤祐三著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1977.10 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 97 

［主题词］アジア/紀行 

［知识责任］加藤祐三 著 

 



 

［正题名］民衆と英雄 

［第一责任人］立間祥介著 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1976.7 

［丛编题名］人物中国志 

［丛编题名］ジンブツ チュウゴクシ 4 豪傑編 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］立間祥介 著 

 

 

［正题名］詩と志 

［第一责任人］市川宏著 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1975.2 

［丛编题名］人物中国志 

［丛编题名］ジンブツ チュウゴクシ 3 文学編 

［主题词］中国文学/歴史 

［知识责任］市川宏 著 

 

 

［正题名］異端と正統 

［第一责任人］丸山松幸著 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1975.2 

［丛编题名］人物中国志 

［丛编题名］ジンブツ チュウゴクシ 2 思想編 

［主题词］中国思想/歴史 

［知识责任］丸山松幸 著 

 

 

［正题名］漠北と南溟 

［第一责任人］藤本幸三著 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］人物中国志 

［丛编题名］ジンブツ チュウゴクシ 6 辺境編 

［知识责任］藤本幸三 著 

 

 



［正题名］美姫と妖婦 

［第一责任人］村山孚著 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1974.11 

［丛编题名］人物中国志 

［丛编题名］ジンブツ チュウゴクシ 5 女性編 

［主题词］中国/歴史 

［主题词］婦人/中国/歴史 

［知识责任］村山孚 著 

 

 

［正题名］野心と権力 

［第一责任人］和田武司著 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1974.11 

［丛编题名］人物中国志 

［丛编题名］ジンブツ チュウゴクシ 1 政治編 

［主题词］中国/政治/歴史 

［知识责任］和田武司 著 

 

 

［正题名］日本の華僑 

［第一责任人］菅原幸助著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1979.9 

［附注内容］主な参考資料：p340 

［主题词］華僑日本在留 

［知识责任］菅原幸助 著 

 

 

［正题名］孫文 

［第一责任人］堀川哲男著 

［出版地］東京 

［出版者］清水書院 

［出版日期］1973.8 

［丛编题名］Century books 人と歴史シリーズ 東洋 16 

［附注内容］孫文年譜·参考文献：p.226-234 

［知识责任］堀川哲男 著 

 

 

［正题名］ソ連海軍戦略 



［第一责任人］セルゲイ·ゴルシコフ著 

［译者］宮内邦子訳 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1978.12 

［主题词］ロシア/海軍 

［知识责任］GorshkovSergeǐ Georgievich 著 

［知识责任］ゴルシコフ 著 

［次知识责任］宮内邦子 訳 

 

 

［正题名］アジアの挑戦 

［第一责任人］川田侃著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1969.3 

［丛编题名］UP 選書 

［丛编题名］UP センショ 26 

［主题词］アジア/経済 

［主题词］アジア問題 

［知识责任］川田侃 著 

 

 

［正题名］中国経済と毛沢東戦略 

［第一责任人］J.ガーリー著 

［译者］中兼和津次，矢吹晋訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.6 

［丛编题名］岩波現代選書 

［丛编题名］イワナミ ゲンダイ センショ 8 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/経済/歴史 

［主题词］共産主義/中国 1949- 中華人民共和国 

［知识责任］Gurley 著 

［知识责任］ガーリー 著 

［次知识责任］中兼和津次 訳 

［次知识责任］矢吹晋 訳 

 

 

［正题名］中国学原理 

［第一责任人］城野宏著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1978.6 



［主题词］中国研究 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/社会 

［主题词］日本/外国関係/中国 1949- 中華人民共和国 

［知识责任］城野宏 著 

 

 

［正题名］関東軍軍隊日記 

［第一责任人］長尾和郎著 

［出版地］東京 

［出版者］経済往来社 

［出版日期］1968.11 

［知识责任］長尾和郎 著 

 

 

［正题名］朝鮮·中国の民族運動と国際環境 

［第一责任人］アジア·アフリカ国際関係研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1967.9 

［丛编题名］アジア·アフリカ国際関係史叢書 

［丛编题名］アジア アフリカ コクサイ カンケイシ ソウショ アジア·アフリカ国際関

係研究会編 1 

［主题词］アジア/外国関係 

［主题词］アフリカ/外国関係 

 

 

［正题名］中国革命と毛沢東思想 

［第一责任人］中西功著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1969.2 

［主题词］共産主義/中国 

［知识责任］中西功 著 

 

 

［正题名］中国労働運動の歴史 

［第一责任人］中村三登志著 

［出版地］東京 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1978.8 

［附注内容］参考·引用文献一覧：p271～272 

［主题词］労働運動/中国/歴史 

［知识责任］中村三登志 著 

 



 

［正题名］王明回想録 

［第一责任人］高田爾郎，浅野雄三訳 

［出版地］東京 

［出版者］経済往来社 

［出版日期］1976.9 

［知识责任］王明 著 

［知识责任］高田爾郎 訳 

［知识责任］浅野雄三 訳 

 

 

［正题名］西郷隆盛伝 

［第一责任人］勝田孫弥著 

［出版地］東京 

［出版者］至言社 

［出版地］東京 

［出版者］ぺりかん社(発売) 

［出版日期］1976.6 

［附注内容］西郷隆盛伝発行所明治 27 年刊の複製 

［知识责任］勝田孫弥 著 

 

 

［正题名］秘録石原莞爾 

［第一责任人］横山臣平著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1971.6 

［附注内容］巻末：年譜 

［知识责任］横山臣平 著 

 

 

［正题名］関東軍参謀副長の手記 

［第一责任人］松村知勝著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1977.7 

［主题词］関東軍 

［知识责任］松村知勝 著 

 

 

［正题名］維新の留学生 

［第一责任人］上垣外憲一著 

［出版地］東京 

［出版者］主婦の友社 



［出版日期］1978.10 

［丛编题名］Tomo 選書 

［丛编题名］Tomo センショ 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本と西洋 

［知识责任］上垣外憲一 著 

 

 

［正题名］東西交渉史 

［第一责任人］ヘンリ·ユール著 

［译者］アンリ·コルディエ補 

［译者］鈴木俊訳·編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1975.6 

［丛编题名］ユーラシア叢書 

［丛编题名］ユーラシア ソウショ 7 

［附注内容］帝国書院昭和 19 年刊の複製 

［主题词］東洋と西洋 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［知识责任］Yule 著 

［知识责任］ユール 著 

［次知识责任］コルディエ 補 

［次知识责任］鈴木俊 訳·編 

 

 

［正题名］孫文 

［第一责任人］横山英，中山義弘共著 

［出版地］東京 

［出版者］清水書院 

［出版日期］1968.4 

［丛编题名］Century books 人と思想 27 

［附注内容］孫文年譜·参考文献：p187-195 

［知识责任］横山英 著 

［知识责任］中山義弘 著 

 

 

［正题名］陸軍省人事局長の回想 

［第一责任人］額田坦著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1977.5 

［附注内容］額田坦略歴：p525-526 

［知识责任］額田坦 著 



 

 

［正题名］関東合戦記 

［第一责任人］伊礼正雄著 

［出版地］東京 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1974.3 

［主题词］日本/歴史/室町時代 

［主题词］関東地方/史跡名勝 

［知识责任］伊礼正雄 著 

 

 

［正题名］東郷茂徳外交手記 

［第一责任人］東郷茂徳著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1967.21978.7 第 2 刷 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

［知识责任］東郷茂徳 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］安藤英男著 

［出版地］東京 

［出版者］白川書院 

［出版日期］1976.8 

［附注内容］西郷隆盛略年譜·主要参考文献：p.263～276 

［知识责任］安藤英男 著 

 

 

［正题名］中国の政治と林彪事件 

［第一责任人］武内香里，森沢幸著 

［出版地］東京 

［出版者］日中出版 

［出版日期］1975.2 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

［知识责任］姫田光義 著 

［知识责任］森沢幸 著 

 

 

［正题名］東洋とは何か 



［第一责任人］仁井田陞著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1968.9 

［丛编题名］UP 選書 

［丛编题名］UP センショ 15 

［主题词］中国研究 

［知识责任］仁井田陞 著 

 

 

［正题名］古代東アジアの日本と朝鮮 

［第一责任人］坂元義種著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1978.12 

［附注内容］巻末：文献 

［主题词］日本/外国関係/歴史/古代 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史/古代 

［知识责任］坂元義種 著 

 

 

［正题名］近代日本と東洋史学 

［第一责任人］五井直弘著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1976.10 

［主题词］東洋学 

［知识责任］五井直弘 著 

 

 

［正题名］天工開物 

［第一责任人］宋應星原著 

［译者］三枝博音解説 

［出版地］東京 

［出版者］十一組出版部 

［出版日期］1943.9 

［附注内容］明和 8 年菅生堂板行の複製本 

［附注内容］附録：「天工開物」の研究 

［主题词］技術/歴史 

［主题词］中国/工業/歴史 

［知识责任］宋応星 著 

［次知识责任］三枝博音 解説 

 

 



［正题名］大自然科學史 

［第一责任人］ダンネマン著 

［译者］安田徳太郎，加藤正譯 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1941.2-1960.9 

［主题词］自然科学/歴史 

［知识责任］Dannemann 著 

［知识责任］ダンネマン 著 

［次知识责任］安田徳太郎 譯 

［次知识责任］加藤正 譯 

 

 

［正题名］体質人類学 

［第一责任人］西村真次著 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1926.6 

［丛编题名］人類學概論 

［丛编题名］ジンルイガク ガイロン 西村眞次著 第 2 篇 

［知识责任］西村真次 著 

 

 

［正题名］日本ファシズム史論 

［第一责任人］松尾章一著 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1977.6 

［丛编题名］叢書·現代の社会科学 

［丛编题名］ソウショ ゲンダイ ノ シャカイ カガク 

［主题词］ファシズム 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］松尾章一 著 

 

 

［正题名］関東軍作戦参謀の証言 

［第一责任人］草地貞吾著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1979.10 

［主题词］関東軍 

［主题词］シベリア抑留 

［知识责任］草地貞吾 著 

 



 

［正题名］日清·日露·大東亜海戦史 

［第一责任人］外山三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1979.9 

［附注内容］主要参考文献：p579～581 

［主题词］日清戦争 

［主题词］日露戦争 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/海戦 

［知识责任］外山三郎 著 

 

 

［正题名］作戦日誌で綴る支那事変 

［第一责任人］井本熊男著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1978.6 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］井本熊男 著 

 

 

［正题名］私記·一軍人六十年の哀歓 

［第一责任人］今村均著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1970.5 

［附注内容］巻末：今村均年譜 

［附注内容］続篇の書名： 一軍人六十年の哀歓 

［主题词］従軍記 

［主题词］陸軍 

［知识责任］今村均 著 

 

 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1968.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1979.3 



［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1979.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1980.2 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1980.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1980.3 

［正题名］中国経済史研究 

［第一责任人］西嶋定生著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1966.3 

［主题词］中国/経済/歴史 

［知识责任］西嶋定生 著 

 

 

［正题名］支那自然科學思想史 

［第一责任人］アルフレット·フォルケ著 

［译者］小和田武紀譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1939.12 

［知识责任］Forke 著 

［知识责任］フォルケ 著 

［次知识责任］小和田武紀 譯 

 

 

［正题名］日本陸軍と大陸政策 

［第一责任人］北岡伸一著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 



［出版日期］1978.11 

［附注内容］関係年表·資料および文献について：p339～376 

［主题词］日本/陸軍/歴史 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［知识责任］北岡伸一 著 

 

 

［正题名］耕種概要篇 

［第一责任人］滿洲國實業部臨時産業調査局編 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲國實業部臨時産業調査局 

［出版日期］1937.6 

［丛编题名］産調資料 

［丛编题名］サンチョウ シリョウ 滿洲國實業部臨時産業調査局編 45 ノ 16 農村實態調

査報告書 康徳元年度 

［主题词］農村/満州 

［主题词］満州/農業 

 

 

［正题名］日露戦争の軍事史的研究 

［第一责任人］大江志乃夫著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.11 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］大江志乃夫 著 

 

 

［正题名］太平洋地政治學 

［第一责任人］カルル·ハウスホーファー著 

［译者］日本青年外交協会研究部訳 

［出版地］東京 

［出版者］日本青年外交協会出版部 

［出版日期］1940.8 

［主题词］地政学 

［主题词］太平洋 

［知识责任］Haushofer 著 

［知识责任］ハウスホーファー 著 

 

 

［正题名］太平洋地政学 

［第一责任人］ハウスホーファー著 

［译者］太平洋協会編訳 

［译者］佐藤荘一郎訳 



［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.2 

［主题词］地政学 

［知识责任］Haushofer 著 

［知识责任］ハウスホーファー 著 

［知识责任］佐藤荘一郎 編訳 

 

 

［正题名］中国革命史 

［第一责任人］岩村三千夫著 

［出版地］東京 

［出版者］青年出版社 

［出版日期］1974.12 

［附注内容］中国革命史年表：p367-382 

［知识责任］岩村三千夫 著 

 

 

［正题名］華道文化讀本 

［第一责任人］前田紅陽著 

［出版地］京都 

［出版者］第一藝文社 

［出版日期］1941.11 

［知识责任］前田紅陽 著 

 

 

［正题名］海軍航空隊始末記 

［第一责任人］源田實著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋新社 

［出版日期］1961.9 

［主题词］海軍航空隊 

［知识责任］源田實 著 

 

 

［正题名］海軍航空隊始末記 

［第一责任人］源田實著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋新社 

［出版日期］1962.2 

［主题词］海軍航空隊 

［知识责任］源田實 著 

 

 



［正题名］一日本人の八路軍従軍物語 

［第一责任人］古山秀男著 

［出版地］東京 

［出版者］日中出版 

［出版日期］1974.7 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［主题词］中国/軍隊 

［知识责任］古山秀男 著 

 

 

［正题名］中国社会主義の研究 

［第一责任人］上原一慶著 

［出版地］東京 

［出版者］日中出版 

［出版日期］1978.4 

［丛编题名］現代中国双書 

［丛编题名］ゲンダイ チュウゴク ソウショ 16 

［主题词］共産主義/中国 

［知识责任］上原一慶 著 

 

 

［正题名］中国革命の嵐の中で 

［第一责任人］中西功著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1974.7 

［附注内容］中西功略年譜·中西功著作目録：p.286-294 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］中西功 著 

 

 

［正题名］中国革命の舞台裏 

［第一责任人］花村一平著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1973 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］花村一平 著 

 

 

［正题名］支那近世學術史 

［第一责任人］梁啓超著 

［译者］岩田貞雄訳 

［出版地］東京 



［出版者］人文閣 

［出版日期］1942.6 

［丛编题名］支那文化叢書 

［丛编题名］シナ ブンカ ソウショ 

［主题词］中国/文化/歴史/清時代 

［知识责任］梁啓超 著 

［次知识责任］岩田貞雄 訳 

 

 

［正题名］華国鋒伝 

［第一责任人］新井宝雄著 

［出版地］東京 

［出版者］青年出版社 

［出版日期］1978.5 

［附注内容］華国鋒年表-1921 年から 1978 年まで：p327～341 

［知识责任］新井宝雄 著 

 

 

［正题名］華僑集団 

［第一责任人］岡本隆三著 

［出版地］東京 

［出版者］番町書房 

［出版日期］1976.11 

［附注内容］巻末：参考文献 

［主题词］華僑 

［知识责任］岡本隆三 著 

 

 

［正题名］台湾島抗日秘史 

［第一责任人］喜安幸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1979.11 

［主题词］台湾/歴史 

［知识责任］喜安幸夫 著 

 

 

［正题名］近代日中交渉史話 

［第一责任人］さねとうけいしゅう著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1973 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史 



［知识责任］実藤恵秀 著 

 

 

［正题名］中国共産党史序説 

［第一责任人］宇野重昭著 

［出版地］東京 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1973.5 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 180 

［主题词］中国共産党/歴史 

［知识责任］宇野重昭 著 

 

 

［正题名］中国共産党史序説 

［第一责任人］宇野重昭著 

［出版地］東京 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1973.5 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 211 

［主题词］中国共産党/歴史 

［知识责任］宇野重昭 著 

 

 

［正题名］悲劇の将軍石原莞爾 

［第一责任人］山口重次著 

［出版地］堺市 

［出版者］大湊書房 

［出版日期］1975.3 

［知识责任］山口重次 著 

 

 

［正题名］わが旅の記 

［第一责任人］吉田絃二郎著 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1931.7 

［知识责任］吉田絃二郎 著 

 

 

［正题名］華北の風物文化 

［第一责任人］加藤将之著 

［出版地］東京 



［出版者］山雅房 

［出版日期］1943.6 

［知识责任］加藤将之 著 

 

 

［正题名］友邦中華民國 

［第一责任人］金久保通雄著 

［出版地］東京 

［出版者］光風館 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］金久保通雄 著 

 

 

［正题名］大陸小志 

［第一责任人］駒井徳三著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄辯會講談社 

［出版日期］1944.11 

［知识责任］駒井徳三 著 

 

 

［正题名］熱河日記 

［第一责任人］朴趾源著 

［译者］今村与志雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1978.4 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 328 

［附注内容］注記あり 

［附注内容］朴趾源年譜：2(p307-332) 

［主题词］中国/紀行 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］朴趾源 著 

［次知识责任］今村与志雄 訳 

 

 

［正题名］大陸奪還の誓い 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ新聞社出版局 

［出版日期］1977.4 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 15 



［附注内容］資料·関係年表：p210-223 

［附注内容］奥付の発行所名が「サンケイ出版」のものあり。 

 

 

［正题名］革命の夜明け 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ新聞社出版局 

［出版日期］1975.4 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 2 

［附注内容］『サンケイ新聞』に昭和 49 年 10 月 23 日から 12 月 29 日まで連載分をまとめ

たもの 

［附注内容］関係年表:p.254-255 

 

 

［正题名］悲劇の中国大陸 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ新聞社出版局 

［出版日期］1975.2 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 1 

 

 

［正题名］満州事変 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ新聞社 

［出版日期］1976.6 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 9 

［附注内容］関係年表：p222-223 

［附注内容］奥付の発行所名が「サンケイ出版」のものあり。 

［主题词］満州事変 

 

 

［正题名］青年士官時代 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ新聞社出版局 

［出版日期］1975.10 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 5 



［附注内容］関係年： p222-223 

 

 

［正题名］共産党の台頭 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ新聞社出版局 

［出版日期］1975.12 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 6 

［附注内容］関係年表：p220-221 

［主题词］中国共産党 

 

 

［正题名］統一への進撃 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ新聞社出版局 

［出版日期］1976.3 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 7 

［附注内容］関係年表：p220-221 

 

 

［正题名］日本帝国の陰謀 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ新聞社出版局 

［出版日期］1976.4 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 8 

［附注内容］関係年表：p220-221 

 

 

［正题名］日本降伏 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ出版 

［出版日期］1977.4 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 14 

［附注内容］関係年表：p222-223 

［主题词］太平洋戦争 

 



 

［正题名］大東亜戦争 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ出版 

［出版日期］1977.3 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 13 

［附注内容］関係年表：p222-223 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］日中全面戦争 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ出版 

［出版日期］1976.12 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 12 

［附注内容］関係年表：p222-223 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］真相·西安事件 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ出版 

［出版日期］1976.10 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 11 

［附注内容］関係年表：p222-223 

［主题词］西安事件 

 

 

［正题名］毛沢東の敗走 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ出版 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 10 

［附注内容］関係年表：p220-221 

 

 



［正题名］対日屈辱外交 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ新聞社出版局 

［出版日期］1975.8 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 4 

［附注内容］関係年表：p222-223 

 

 

［正题名］中華民国の誕生 

［第一责任人］サンケイ新聞社著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ新聞社出版局 

［出版日期］1975.6 

［丛编题名］蒋介石秘録 

［丛编题名］ショウ カイセキ ヒロク サンケイ新聞社著 3 

［附注内容］関係年表：p254-255 

 

 

［正题名］広島昭和二十年 

［第一责任人］大佐古一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1975.8 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 404 

［主题词］原子爆弾 

［主题词］広島県/歴史 

［知识责任］大佐古一郎 著 

 

 

［正题名］魯迅 

［第一责任人］上野昂志著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1974.9 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 

［知识责任］上野昂志 著 

 

 

［正题名］日清戦争 

［第一责任人］藤村道生著 



［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 880 

［附注内容］巻末: 日清戦争略年表(1894-98 年) 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］藤村道生 著 

 

 

［正题名］地震の話 

［第一责任人］坪井忠二著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-80 

［主题词］地震 

［知识责任］坪井忠二 著 

 

 

［正题名］中国人民解放軍 

［第一责任人］川島弘三著 

［出版地］東村山 

［出版者］教育社 

［出版日期］1978.10 

［丛编题名］入門新書 

［丛编题名］ニュウモン シンショ 時事問題解説 no.75 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国人民解放軍 

［知识责任］川島弘三 著 

 

 

［正题名］中国の経済 

［第一责任人］前田寿夫著 

［出版地］東村山 

［出版者］教育社 

［出版日期］1978.10 

［丛编题名］入門新書 

［丛编题名］ニュウモン シンショ 時事問題解説 no.59 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/経済 

［知识责任］前田寿夫 著 

 

 

［正题名］毛·周以後の中国 



［第一责任人］柴田穂著 

［出版地］[東村山] 

［出版者］教育社 

［出版日期］1978.10 

［丛编题名］入門新書 

［丛编题名］ニュウモン シンショ 時事問題解説 no.74 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

［知识责任］柴田穂 著 

 

 

［正题名］加藤高明 

［第一责任人］近藤操著 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1959.5 

［丛编题名］三代宰相列伝 

［丛编题名］サンダイ サイショウ レツデン 

［附注内容］略年譜：p272-278 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［知识责任］近藤操 著 

 

 

［正题名］文生書院古書目録 

［出版地］東京 

［出版者］文生書院 

［出版日期］[1981] 

［附注内容］昭和 59 年度新入手社会科学関係特集 

［附注内容］附 法経·文学·史学·他バックナンバー特集 

［知识责任］文生書院 [著] 

 

 

［正题名］文生書院古書目録 

［出版地］東京 

［出版者］文生書院 

［出版日期］1987 

［附注内容］昭和 59 年度新入手社会科学関係特集 

［附注内容］附 法経·文学·史学·他バックナンバー特集 

［知识责任］文生書院 [著] 

 

 

［正题名］「列女傳」注釈及び解説 

［第一责任人］下見隆雄著 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 



［出版日期］1983.12 

［丛编题名］広島大学文学部紀要 

［丛编题名］ヒロシマ ダイガク ブンガクブ キヨウ トクシュウゴウ 広島大学文学部 第

43 巻特輯号 

［知识责任］下見隆雄 著 

 

 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1981.12 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1981.12 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1981.12 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1980.12 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1980.12 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1980.12 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1982.12 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 



［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1982.12 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1983.12 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1983.12 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1982.12 

［正题名］広島大学文学部紀要 

［第一责任人］広島大学文学部編 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1983.12 

［正题名］南宋政権確立過程研究覚書 

［第一责任人］寺地遵著 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1982.12 

［丛编题名］広島大学文学部紀要 

［丛编题名］ヒロシマ ダイガク ブンガクブ キヨウ トクシュウゴウ 剌嫼?/ 広島大学文

学部 第 42 巻特輯号 1 

［知识责任］寺地遵 著 

 

 

［正题名］戦間期農民運動の史的分析 

［第一责任人］有元正雄著 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1988.12 

［丛编题名］広島大学文学部紀要 

［丛编题名］ヒロシマ ダイガク ブンガクブ キヨウ トクシュウゴウ 剌嫼?/ 広島大学文

学部 第 48 巻特輯号 1 

［知识责任］有元正雄 著 

 



 

［正题名］清代文学論の展開 

［第一责任人］横田輝俊著 

［出版地］広島 

［出版者］広島大学文学部 

［出版日期］1981.12 

［丛编题名］広島大学文学部紀要 

［丛编题名］ヒロシマ ダイガク ブンガクブ キヨウ トクシュウゴウ 剌嫼?/ 広島大学文

学部 第 41 巻特輯号[2] 

［知识责任］横田輝俊 著 

 

 

［正题名］上海戦役のなか 

［第一责任人］鹿地亘著 

［出版地］東京 

［出版者］東邦出版社 

［出版日期］1975.4 

［主题词］市民生活/中国本土地域 

［知识责任］鹿地亘 著 

 

 

［正题名］皇帝溥儀 

［第一责任人］山田清三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］東邦出版社 

［出版日期］1973 

［附注内容］この作の背景となった歴史年表：p321-334 

［知识责任］山田清三郎 著 

 

 

［正题名］西安事変 

［第一责任人］長野広生著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1975.6 

［附注内容］主な参考文献：p.401-403 

［主题词］西安事件 

［知识责任］長野広生 著 

 

 

［正题名］中国とキリスト教 

［第一责任人］矢沢利彦著 

［出版地］東京 

［出版者］近藤出版社 



［出版日期］1972.6 

［丛编题名］世界史研究双書 

［丛编题名］セカイシ ケンキュウ ソウショ 11 

［附注内容］参考文献：p295-297 

［主题词］カトリック教会/中国/歴史 

［主题词］カトリック教会/伝道 

［知识责任］矢沢利彦 著 

 

 

［正题名］中国の革命 

［第一责任人］市古宙三著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1978.6 

［丛编题名］世界の歴史 

［丛编题名］セカイ ノ レキシ 21 

［附注内容］参考文献·年表：p388～399 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］市古宙三 著 

 

 

［正题名］日本近現代史小辞典 

［第一责任人］竹内理三編 

［出版地］東京 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.12 

［丛编题名］角川小辞典 

［丛编题名］カドカワ ショウジテン 25 

［附注内容］主要著作·ジャーナリズム年表，日本近現代史年表：p412-437 

［主题词］日本/歴史/明治以後/辞書 

［知识责任］竹内理三 編 

 

 

［正题名］中国現代史の課題 

［第一责任人］小林文男著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1979.12 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

［知识责任］小林文男 著 

 

 



［正题名］ある作戦参謀の悲劇 

［第一责任人］芦澤紀之著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1974.12 

［附注内容］参考文献：p413-414 

［知识责任］芦沢紀之 著 

 

 

［正题名］全史関東軍 

［第一责任人］楳本捨三著 

［出版地］東京 

［出版者］経済往来社 

［出版日期］1978.3 

［附注内容］参考文献：p317-318 

［知识责任］楳本捨三 著 

 

 

［正题名］杉山茂丸 

［第一责任人］一又正雄著 

［译者］大畑篤四郎編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1975.10 

［附注内容］文献：p375-377 

［附注内容］巻末：杉山茂丸関係年譜 

［知识责任］一又正雄 著 

［次知识责任］大畑篤四郎 編 

 

 

［正题名］中国をめぐる国境紛争 

［第一责任人］アジア·アフリカ国際関係研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1967.9 

［丛编题名］アジア·アフリカ国際関係史叢書 

［丛编题名］アジア アフリカ コクサイ カンケイシ ソウショ アジア·アフリカ国際関

係研究会編 2 

［附注内容］解説(大畑篤四郎) 

［主题词］アジア/外国関係 

［主题词］アフリカ/外国関係 

 

 

［正题名］有末機関長の手記 



［第一责任人］有末精三著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1976.8 

［附注内容］参考文献：p.334 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日本管理政策 

［知识责任］有末精三 著 

 

 

［正题名］延安革命 

［第一责任人］マーク·セルデン著 

［译者］小林弘二，加々美光行訳 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1976.1 

［知识责任］Selden 著 

［知识责任］セルデン 著 

［次知识责任］加々美光行 訳 

［次知识责任］小林弘二 訳 

 

 

［正题名］「台湾革命」とコミンテルン 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］台湾の抗日民族运动 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］東洋学関係目録集 

［第一责任人］川越泰博編 

［出版地］東京 

［出版者］国書刊行会 

［出版日期］1979.10 

［主题词］東洋学/書目 

［知识责任］川越泰博 編 

 

 

［正题名］南方文献目録 

［第一责任人］川崎操,尾崎賢治編 

［出版地］東京 

［出版者］東京商科大学東亜経済研究所 

［出版日期］1943.6 



［丛编题名］東京商科大学東亜経済研究所特殊文献目録 

［丛编题名］トウキョウ ショウカ ダイガク トウア ケイザイ ケンキュウジョ トクシュ 

ブンケン モクロク 第 1 輯 

［主题词］南洋/書目 

［知识责任］川崎操 著 

［知识责任］尾崎賢治 著 

 

 

［正题名］東亜同文会機関誌主要刊行物総目次 

［第一责任人］東亜文化研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］霞山会 

［出版日期］1985.7 

［主题词］東亜同文会 

 

 

［正题名］小説月報（1920-1931） 

［第一责任人］佐伯慶子，南雲智編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1980.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 34 輯 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［知识责任］佐伯慶子 編 

［知识责任］南雲智 編 

 

 

［正题名］中国左翼文芸理論における翻訳·引用文献目録 

［第一责任人］芦田肇編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1978.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 29 輯 

［主题词］翻訳書目 

［知识责任］芦田肇 編 

 

 

［正题名］『植民地雑誌』(Koloniaal Tijdschrift)所収論文目録 

［第一责任人］加納啓良，大木昌編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1984.12 



［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 43 輯 

［主题词］オランダ領東インド/書目 

［知识责任］加納啓良 編 

［知识责任］大木昌 編 

 

 

［正题名］中國關系論説·記事索引 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1981.2 

［正题名］魯迅文言語彙索引 

［第一责任人］丸尾常喜編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1981.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 36 輯 

［附注内容］奥付の発行者表記: 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委

員会。 

［知识责任］丸尾常喜 編 

 

 

［正题名］日本現存短期零本中国雑誌記事総目 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1978.2 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 27 輯 

［主题词］記事索引 

［主题词］雑誌/中国 

 

 

［正题名］日本現存短期零本中国雑誌記事総目 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1981.12 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 37 輯 

［主题词］記事索引 

［主题词］雑誌/中国 



 

 

［正题名］日本現存短期零本中国雑誌記事総目 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1982.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 38 輯 

［主题词］記事索引 

［主题词］雑誌/中国 

 

 

［正题名］日本現存短期零本中国雑誌記事総目 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1983.10 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 41 輯 

［主题词］記事索引 

［主题词］雑誌/中国 

 

 

［正题名］日本現存短期零本中国雑誌記事総目 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1988.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 53 輯 

［主题词］記事索引 

［主题词］雑誌/中国 

 

 

［正题名］日本現存短期零本中国雑誌記事総目 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1989.12 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 58 輯 

［主题词］記事索引 

［主题词］雑誌/中国 



 

 

［正题名］日本現存短期零本中国雑誌記事総目 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1990.12 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 58 輯 

［主题词］記事索引 

［主题词］雑誌/中国 

 

 

［正题名］日本現存短期零本中国雑誌記事総目 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1991.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 62 輯 

［主题词］記事索引 

［主题词］雑誌/中国 

 

 

［正题名］日本現存短期零本中国雑誌記事総目 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1992.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 63 輯 

［主题词］記事索引 

［主题词］雑誌/中国 

 

 

［正题名］外國雜志重要記事索引 

［第一责任人］全國經濟調査機關聯合會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］全國經濟調査機關聯合會 

［出版日期］1941.8 

［正题名］宮崎兄弟伝 

［第一责任人］上村希美雄著 

［出版地］福岡 

［出版者］葦書房 



［出版日期］1979.9 

［知识责任］上村希美雄 著 

 

 

［正题名］宮崎兄弟伝 

［第一责任人］上村希美雄著 

［出版地］福岡 

［出版者］葦書房 

［出版日期］1979.9 

［知识责任］上村希美雄 著 

 

 

［正题名］中国近代史話 

［第一责任人］星斌夫著 

［出版地］東京 

［出版者］近藤出版社 

［出版日期］1972.12 

［附注内容］参考文献：p.200-202 

［主题词］阿片戦争 

［知识责任］星斌夫 著 

 

 

［正题名］東洋史論集 

［第一责任人］木村正雄先生退官記念事業会編 

［出版地］調布 

［出版者］木村正雄先生退官記念事業会東洋史論集編集委員会 

［出版日期］1976.12 

［主题词］東洋学 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］木村正雄 編 

 

 

［正题名］田中作戦部長の証言 

［第一责任人］田中新一著 

［译者］松下芳男編 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1978.2 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］田中新一 著 

［次知识责任］松下芳男 編 

 

 

［正题名］近代日本における対外硬運動の研究 



［第一责任人］酒田正敏著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［知识责任］酒田正敏 著 

 

 

［正题名］支那政治地理誌 

［第一责任人］大村欣一著 

［出版地］東京 

［出版者］丸善 

［出版日期］1918.5 

［主题词］政治地理 

［知识责任］大村欣一 著 

 

 

［正题名］支那政治地理誌 

［第一责任人］大村欣一著 

［出版地］東京 

［出版者］丸善 

［出版日期］1913.11 

［主题词］政治地理 

［知识责任］大村欣一 著 

 

 

［正题名］支那風土記 

［第一责任人］ジー·ビー·クレッシィ著 

［译者］高垣勣次郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］東方文化学会 

［出版日期］1941.8 

［主题词］中国/地誌 

［知识责任］Cressey 著 

［知识责任］クレッシィ 著 

［次知识责任］高垣勣次郎 訳 

 

 

［正题名］昭和の五十年 

［第一责任人］井上清著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.9 



［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 430 新書日本史 8 

［附注内容］年表：p191-198 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］中国民衆叛乱史 

［第一责任人］谷川道雄, 森正夫編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1979.3 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 351 

［附注内容］注記あり 

［附注内容］諸叛乱関係年表：各巻末 

［知识责任］谷川道雄 編 

［知识责任］森正夫 編 

 

 

［正题名］中国革命の階級対立 

［第一责任人］鈴江言一著 

［译者］阪谷芳直校訂 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1975.5 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 272 

［附注内容］引用書目録：2(p189-196) 

［附注内容］底本：「支那革命の階級対立」 (大鳳閣発行, 昭和 5 年刊) 

［主题词］階級闘争 

［知识责任］鈴江言一 著 

［次知识责任］阪谷芳直 校訂 

 

 

［正题名］ある中国特派員 

［第一责任人］丸山昇著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 441 

［附注内容］参考資料：p218-220 

［附注内容］山上正義関係年譜：p224-226 



［知识责任］丸山昇 著 

 

 

［正题名］毛沢東伝 

［第一责任人］G.パローツィ=ホルヴァート著 

［译者］中嶋嶺雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1979.2 

［丛编题名］講談社文庫 

［丛编题名］コウダンシャ ブンコ 

［附注内容］毛沢東年譜：p326～352 

［知识责任］パローツィ=ホルヴァート 著 

［次知识责任］中嶋嶺雄 訳 

 

 

［正题名］毛沢東伝 

［第一责任人］G.パローツィ=ホルヴァート著 

［译者］中嶋嶺雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1979.1 

［丛编题名］講談社文庫 

［丛编题名］コウダンシャ ブンコ 

［附注内容］毛沢東年譜：p326～352 

［知识责任］パローツィ=ホルヴァート 著 

［次知识责任］中嶋嶺雄 訳 

 

 

［正题名］和英辞典 

［第一责任人］清水護，成田成寿編集 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1979.2 

［丛编题名］講談社学術文庫 

［丛编题名］コウダンシャ ガクジュツ ブンコ 364 

［主题词］英語/辞書 

［知识责任］清水護 編集 

［知识责任］成田成寿 編集 

 

 

［正题名］北一輝論 

［第一责任人］松本清張著 

［出版地］東京 



［出版者］講談社 

［出版日期］1979.1 

［丛编题名］講談社文庫 

［丛编题名］コウダンシャ ブンコ 

［知识责任］松本清張 著 

 

 

［正题名］中国妖姫伝 

［第一责任人］駒田信二著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1979.1 

［丛编题名］講談社文庫 

［丛编题名］コウダンシャ ブンコ 

［附注内容］年譜：p263～270 

［知识责任］駒田信二 著 

 

 

［正题名］教養人の東洋史 

［第一责任人］三木亘著 

［出版地］東京 

［出版者］社会思想社 

［出版日期］1966.4 

［丛编题名］現代教養文庫 

［丛编题名］ゲンダイ キョウヨウ ブンコ 547 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］三木亘 著 

 

 

［正题名］教養人の東洋史 

［第一责任人］三木亘著 

［出版地］東京 

［出版者］社会思想社 

［出版日期］1966.4 

［丛编题名］現代教養文庫 

［丛编题名］ゲンダイ キョウヨウ ブンコ 548 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］三木亘 著 

 

 

［正题名］関東大震災 

［第一责任人］中島陽一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣出版 



［出版日期］1982.8 

［丛编题名］雄山閣 Books 

［丛编题名］ユウザンカク Books 9 

［附注内容］おもな参考文献：p284～285 

［主题词］関東大震災 

［知识责任］中島陽一郎 著 

 

 

［正题名］支那地理大系 

［第一责任人］渡邊光編著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1940.10 

［知识责任］渡辺光 編著 

 

 

［正题名］天文暦法と陰陽五行説 

［第一责任人］飯島忠夫著 

［出版地］東京 

［出版者］恒星社 

［出版日期］1939.5 

［知识责任］飯島忠夫 著 

 

 

［正题名］支那古代史と天文学 

［第一责任人］飯島忠夫著 

［出版地］東京 

［出版者］恒星社 

［出版日期］1939 

［主题词］天文学/歴史 

［主题词］中国/歴史/古代 

［主题词］暦/歴史 

［知识责任］飯島忠夫 著 

 

 

［正题名］支那基本經濟と潅漑 

［第一责任人］冀朝鼎著 

［译者］佐渡愛三訳 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1939.2 

［附注内容］文献解題：p191-206 

［主题词］中国/経済/歴史 

［知识责任］冀朝鼎 著 



［次知识责任］佐渡愛三 訳 

 

 

［正题名］内田康哉 

［第一责任人］内田康哉伝記編纂委員会，鹿島平和研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1969.1 

［附注内容］内田康哉：近代日本の内田外交 

［知识责任］内田康哉伝記編纂委員会 編 

 

 

［正题名］朝鮮地誌略 

［第一责任人］陸軍参謀本部編 

［译者］村上勝彦解題 

［出版地］東京 

［出版者］龍渓書舎 

［出版日期］1981.10 

［次知识责任］村上勝彦 編 

 

 

［正题名］馬建忠の鐵道論 

［第一责任人］坂野正高著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］坂野正高 著 

 

 

［正题名］わが外交の近況 

［第一责任人］外務省編 

［出版地］東京 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1979.10 

［附注内容］年表 

［主题词］日本/外国関係 

 

 

［正题名］満洲建国十年史 

［第一责任人］満洲帝国政府編 

［译者］滝川政次郎解題 

［译者］衛藤瀋吉校註 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 



［出版日期］1969.3 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 91 巻 

［主题词］満州国/歴史 

［知识责任］満洲国 編 

［知识责任］衛藤瀋吉 校註 

［次知识责任］滝川政次郎 解題 

 

 

［正题名］ベトナム中国関係史 

［第一责任人］河原正博著 

［译者］山本達郎編 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1975.12 

［主题词］ベトナム/外国関係/中国/歴史 

［主题词］中国/外国関係/ベトナム/歴史 

［知识责任］河原正博 著 

［次知识责任］山本達郎 編 

 

 

［正题名］近代日中政治交渉史 

［第一责任人］渡辺龍策著 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣出版 

［出版日期］1978.1 

［丛编题名］歴史選書 

［丛编题名］レキシ センショ 30 

［附注内容］主な参考書目：p214-215 日中関連年表：p216-218 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史/清時代 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史/民国時代 

［知识责任］渡辺龍策 著 

 

 

［正题名］チベットの旅 

［第一责任人］秋岡家栄著 

［译者］平山郁夫画 

［出版地］東京 

［出版者］佼成出版社 

［出版日期］1977 

［主题词］チベット/紀行 

［主题词］チベット/社会 

［知识责任］秋岡家栄 著 



［次知识责任］平山郁夫 画 

 

 

［正题名］外国郵便の一世紀 

［第一责任人］山口修著 

［出版地］東京 

［出版者］国際通信文化協会 

［出版日期］1979.3 

［附注内容］巻末：外国郵便年表 

［主题词］外国郵便/歴史 

［知识责任］山口修 著 

 

 

［正题名］近世の琉球 

［第一责任人］渡口真清著 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1975.3 

［知识责任］渡口真清 著 

 

 

［正题名］夜明け前の台湾 

［第一责任人］呉濁流著 

［出版地］東京 

［出版者］社会思想社 

［出版日期］1972.6 

［丛编题名］呉濁流選集 

［丛编题名］ゴ ダクリュウ センシュウ 第 1 巻 

［附注内容］呉濁流略年表：p.297-301 

［知识责任］呉濁流 著 

 

 

［正题名］満州国 

［第一责任人］岡部牧夫著 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1978.8 

［丛编题名］三省堂選書 

［丛编题名］サンセイドウ センショ 48 

［附注内容］参考文献：p201-206 

［知识责任］岡部牧夫 著 

 

 

［正题名］馬鹿八と人は言う 



［第一责任人］有田八郎著 

［出版地］東京 

［出版者］光和堂 

［出版日期］1959.12 

［知识责任］有田八郎 著 

 

 

［正题名］揚子江は今も流れている 

［第一责任人］犬養健著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋新社 

［出版日期］1960.9 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］犬養健 著 

 

 

［正题名］揚子江は今も流れている 

［第一责任人］犬養健著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋新社 

［出版日期］1960.9 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］犬養健 著 

 

 

［正题名］コンピュータ英和辞典 

［第一责任人］井口厚著 

［出版地］東京 

［出版者］学習研究社 

［出版日期］1984.12 

［主题词］電子計算機/辞書 

［知识责任］井口厚 著 

 

 

［正题名］圖書分類目録 

［第一责任人］東京出版協会編 

［出版地］東京 

［出版者］東京出版協會 

［出版日期］1937.4 

［正题名］資料公報 

［第一责任人］和泉德一編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］新京國立中央圖書館 

［出版日期］1944.2 



［知识责任］和泉德一 編 

 

 

［正题名］国連軍の再反攻 

［第一责任人］陸戦史研究普及会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1972 

［丛编题名］陸戦史集 

［丛编题名］リクセンシシュウ 第 23 朝鮮戦争 7 

［附注内容］昭和 50 年(1970 年)第 2 版の奥付には朝鮮戦争とあり 

［主题词］戦争/歴史 

 

 

［正题名］停戦 

［第一责任人］陸戦史研究普及会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1973 

［丛编题名］陸戦史集 

［丛编题名］リクセンシシュウ 第 27 朝鮮戦争 10 

［附注内容］標題誌には朝鮮戦争史ともあり 

［主题词］戦争/歴史 

 

 

［正题名］会談と作戦 

［第一责任人］陸戦史研究普及会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1973.2 

［丛编题名］陸戦史集 

［丛编题名］リクセンシシュウ 第 26 朝鮮戦争 9 

［附注内容］標題誌には朝鮮戦争史ともあり 

［主题词］戦争/歴史 

 

 

［正题名］陣地戦への移行 

［第一责任人］陸戦史研究普及会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1972.10 

［丛编题名］陸戦史集 

［丛编题名］リクセンシシュウ 第 25 朝鮮戦争 8 

［主题词］戦争/歴史 



 

 

［正题名］中共軍の攻勢 

［第一责任人］陸戦史研究普及会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1971 

［丛编题名］陸戦史集 

［丛编题名］リクセンシシュウ 第 21 朝鮮戦争 6 

［主题词］戦争/歴史 

 

 

［正题名］国連軍の反攻と中共の介入 

［第一责任人］陸戦史研究普及会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1970.5 

［丛编题名］陸戦史集 

［丛编题名］リクセンシシュウ 第 18 朝鮮戦争史 5 

［主题词］戦争/歴史 

 

 

［正题名］仁川上陸作戦 

［第一责任人］陸戦史研究普及会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1969.3 

［丛编题名］陸戦史集 

［丛编题名］リクセンシシュウ 第 10 朝鮮戦争史 4 

［主题词］戦争/歴史 

 

 

［正题名］米海兵隊の中共軍重囲の突破 

［第一责任人］陸戦史研究普及会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1968.9 

［丛编题名］陸戦史集 

［丛编题名］リクセンシシュウ 第 8 朝鮮戦争史 3 

［附注内容］参考文献：252-253p 

［主题词］戦争/歴史 

 

 

［正题名］一五年戦争と東アジア 



［第一责任人］今井清一編 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1979.1 

［丛编题名］体系·日本現代史 

［丛编题名］タイケイ ニホン ゲンダイシ 2 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日中戦争 

［主题词］植民地政策 

［知识责任］今井清一 編 

 

 

［正题名］日本ファシズムの形成 

［第一责任人］江口圭一編 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1978.11 

［丛编题名］体系·日本現代史 

［丛编题名］タイケイ ニホン ゲンダイシ 1 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］ファシズム 

［知识责任］江口圭一 編 

 

 

［正题名］友邦支那 

［第一责任人］永持徳一著 

［出版地］東京 

［出版者］明善社 

［出版日期］1938.10 

［主题词］中国/風俗·習慣 

［主题词］中国/社会 

［知识责任］永持徳一 著 

 

 

［正题名］大陸生活四十年 

［第一责任人］早川正雄著 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1943.6 

［知识责任］早川正雄 著 

 

 

［正题名］蒙古風俗誌 

［第一责任人］F.A.ラルソン著 



［译者］高山洋吉譯 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1939.11 

［附注内容］著者年譜：p265-267 

［知识责任］Larson 著 

［知识责任］ラルソン 著 

［次知识责任］高山洋吉 譯 

 

 

［正题名］支那の女 

［第一责任人］米田祐太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］教材社 

［出版日期］1940.9 

［知识责任］米田祐太郎 著 

 

 

［正题名］支那街頭風俗集 

［第一责任人］宮尾しげを著 

［出版地］東京 

［出版者］實業之日本社 

［出版日期］1939.5 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］宮尾しげを 著 

 

 

［正题名］近衛文麿 

［第一责任人］長尾和郎著 

［出版地］東京 

［出版者］幸洋出版 

［出版日期］1979.12 

［附注内容］付：参照引用文献 

［知识责任］長尾和郎 著 

 

 

［正题名］支那家族研究 

［第一责任人］牧野巽著 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1944.12 

［主题词］家族制度/中国 

［知识责任］牧野巽 著 

 



 

［正题名］支那漫遊實記 

［第一责任人］安東不二雄著 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1892.12 

［主题词］中国/紀行 

［知识责任］安東不二雄 著 

 

 

［正题名］清韓漫遊余瀝 

［第一责任人］勝田主計著 

［出版地］東京 

［出版者］勝田主計 

［出版日期］1910.7 

［附注内容］付：清韓両国に関する参考書類 

［主题词］中国/紀行 

［主题词］朝鮮/紀行 

［知识责任］勝田主計 著 

 

 

［正题名］北支那雜記 

［第一责任人］呉卿居士著 

［出版地］東京 

［出版者］春陽堂 

［出版日期］1894.11 

［知识责任］呉卿居士 著 

 

 

［正题名］滿韓觀光團誌 

［第一责任人］滿韓觀光團編 

［出版地］宇都宮 

［出版者］滿韓觀光團 

［出版日期］1911.7 

［知识责任］滿韓觀光團 編 

 

 

［正题名］支那家族の構造 

［第一责任人］清水盛光著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.6 

［主题词］家族制度/中国 

［知识责任］清水盛光 著 



 

 

［正题名］中国現代史 

［第一责任人］彭澤周著 

［出版地］東京 

［出版者］泰流社 

［出版日期］1978.7 

［丛编题名］泰流選書 

［丛编题名］タイリュウ センショ 

［附注内容］参考文献·重要事項年表：p305～352 

［主题词］中国/歴史/20 世紀 

［知识责任］彭澤周 著 

 

 

［正题名］近代日本の政治家 

［第一责任人］岡義武著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.8 

［主题词］政治家 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［知识责任］岡義武 著 

 

 

［正题名］精選中国地名辞典 

［第一责任人］塩英哲編訳 

［出版地］東京 

［出版者］凌雲出版 

［出版日期］1983.3 

［主题词］中国/地名/辞書 

［知识责任］塩英哲 編訳 

 

 

［正题名］近代中國外交史研究 

［第一责任人］坂野正高著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.7 

［主题词］中国/外国関係/歴史/清時代 

［知识责任］坂野正高 著 

 

 

［正题名］チベット 

［第一责任人］島田政雄著 



［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1978.4 

［附注内容］付：チベット 1300 年史年表 

［主题词］チベット 

［知识责任］島田政雄 著 

 

 

［正题名］春秋晉國『侯馬盟書』字體通覽 

［第一责任人］平勢隆郎編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1988.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 別輯 15 

［附注内容］付：<侯馬盟書>関係文献目録(p18-19) 

［附注内容］附：《温縣出土盟書》關係文獻目録(p19) 

［主题词］金石·金石文/中国 

［主题词］漢字 

［知识责任］平勢隆郎 編 

 

 

［正题名］日本外务省文書目録 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］ゅゥぐ中華帝國 

［第一责任人］山根幸夫著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］山根幸夫 著 

 

 

［正题名］近代中國の農村經濟と土地所有關系 

［第一责任人］小島淑男著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1978.7 

［知识责任］小島淑男 著 

 

 

［正题名］辛亥革命期の勞農運動と中國社会党 

［第一责任人］小島淑男著 



［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］小島淑男 著 

 

 

［正题名］辛亥革命期の勞農運動と中國社会党 

［第一责任人］小島淑男著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］小島淑男 著 

 

 

［正题名］『台灣大衆時報』 

［第一责任人］若林正丈著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1976.1 

［知识责任］若林正丈 著 

 

 

［正题名］明代の畸零户について 

［第一责任人］鶴見尚弘著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］鶴見尚弘 著 

 

 

［正题名］明清時代書院の研究 

［第一责任人］大久保英子著 

［出版地］東京 

［出版者］国書刊行会 

［出版日期］1976.3 

［主题词］書院 

［知识责任］大久保英子 著 

 

 

［正题名］中国紅軍史 

［第一责任人］宍戸寛著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1979.12 



［附注内容］中国紅軍関係年表：p547～571 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国人民解放軍 

［知识责任］宍戸寛 著 

 

 

［正题名］中國をめぐる国際政治 

［第一责任人］坂野正高，衛藤瀋吉編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1968.3 

［主题词］国際政治 

［知识责任］坂野正高 編 

［知识责任］衛藤瀋吉 編 

 

 

［正题名］明治三十七·八年秘密日露戦史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］厳南堂書店 

［出版日期］1977.4 

［主题词］日露戦争 

 

 

［正题名］日「ソ」交渉史 

［第一责任人］外務省欧亜局第一課編 

［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1969.8 

［附注内容］外務省昭和 17 年刊の複製 

［附注内容］執筆者：田中文一郎 

［主题词］日本/外国関係/ロシア/歴史 

［主题词］ロシア/外国関係/歴史/日本 

 

 

［正题名］広島大学文学部紀要論文總覽 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1981.12 

［正题名］北海道大学文學部紀要 

［第一责任人］北海道大学文學部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北海道大学文學部 

［出版日期］1983.11 

［正题名］神户大学文学部紀要 



［第一责任人］神户大学文学部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］神户大学文学部 

［出版日期］1981.3 

［正题名］神户大学文学部紀要 

［第一责任人］神户大学文学部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］神户大学文学部 

［出版日期］1982.3 

［正题名］神户大学文学部紀要 

［第一责任人］神户大学文学部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］神户大学文学部 

［出版日期］1984.3 

［正题名］日米交渉資料 

［第一责任人］外務省編纂 

［译者］細谷千博解題 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1978.2 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 266 

［附注内容］昭和 21 年刊の複製 

［主题词］日本/外国関係/アメリカ合衆国/歴史/昭和時代 

［主题词］アメリカ合衆国/外国関係/日本/歴史 

［次知识责任］細谷千博 編纂 

 

 

［正题名］孫文全集 

［第一责任人］孫文著 

［译者］外務省調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1967.8 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 39 巻 

［主题词］三民主義 

［知识责任］孫文 著 

 

 

［正题名］孫文全集 

［第一责任人］孫文著 

［译者］外務省調査部編 

［出版地］東京 



［出版者］原書房 

［出版日期］1967.8 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 40 巻 

［主题词］三民主義 

［知识责任］孫文 著 

 

 

［正题名］大隈侯八十五年史 

［第一责任人］大隈侯八十五年史会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1970.6 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 146 

［附注内容］大正 15 年刊の複製 

［知识责任］大隈侯八十五年史会 編 

 

 

［正题名］大隈侯八十五年史 

［第一责任人］大隈侯八十五年史会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1970.6 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 147 

［附注内容］大正 15 年刊の複製 

［知识责任］大隈侯八十五年史会 編 

 

 

［正题名］大隈侯八十五年史 

［第一责任人］大隈侯八十五年史会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1970.6 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 148 

［附注内容］大正 15 年刊の複製 

［知识责任］大隈侯八十五年史会 編 

 

 

［正题名］台湾社会運動史 

［第一责任人］台湾総督府警務局編 

［出版地］東京 



［出版者］龍渓書舎 

［出版日期］1973.5 

［主题词］社会運動/台湾/歴史 

［主题词］台湾/歴史 

 

 

［正题名］広田弘毅 

［第一责任人］広田弘毅伝記刊行会編 

［出版地］東京 

［出版者］広田弘毅伝記刊行会 

［出版日期］1966.12 

［附注内容］広田弘毅年譜：p619-639 

 

 

［正题名］韓國并合史料 

［第一责任人］市川正明編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1978.3 

［丛编题名］明治百年史叢書 第 267 卷 

［知识责任］市川正明 編 

 

 

［正题名］韓國并合史料 

［第一责任人］市川正明編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1978.3 

［丛编题名］明治百年史叢書 第 268 卷 

［知识责任］市川正明 編 

 

 

［正题名］韓國并合史料 

［第一责任人］市川正明編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1978.3 

［丛编题名］明治百年史叢書 第 269 卷 

［知识责任］市川正明 編 

 

 

［正题名］滿洲年鑑 

［第一责任人］滿洲文化協會編 

［出版地］大連 



［出版者］滿洲日日新聞社 

［出版日期］1943 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］滿洲日日新聞社 編 

［知识责任］滿洲文化協會 編 

 

 

［正题名］満蒙年鑑 

［第一责任人］滿蒙文化協會編 

［出版地］大連 

［出版者］満蒙文化協会 

［出版日期］1924 

［主题词］満州/年鑑 

 

 

［正题名］満蒙年鑑 

［第一责任人］滿蒙文化協會編 

［出版地］大連 

［出版者］満蒙文化協会 

［出版日期］1929 

［主题词］満州/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］上海日報社調査編纂部編 

［出版地］上海 

［出版者］上海日報社調査編纂部 

［出版日期］1939 

［主题词］中国/年鑑 

［知识责任］上海日報社調査編纂部 編 

 

 

［正题名］大陸年鑑 

［第一责任人］大陸新報社年鑑編纂室編 

［出版地］上海 

［出版者］大陸新報社 

［出版日期］1940 

［主题词］中国/年鑑 

［知识责任］大陸新報社年鑑編纂室 編 

 

 

［正题名］蒙古年鑑 

［第一责任人］善隣協会調査部編 

［出版地］東京 



［出版者］善隣協会 

［出版日期］1936 

［主题词］蒙古/年鑑 

 

 

［正题名］中國と日本 

［第一责任人］坂野正高著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］坂野正高 著 

 

 

［正题名］「中国人と自由貿易」（一八三三年二月）について 

［第一责任人］田中正俊著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1975.11 

［知识责任］田中正俊 著 

 

 

［正题名］孫文と中国革命の思想 

［第一责任人］藤井昇三編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1968 

［知识责任］藤井昇三 編 

 

 

［正题名］中国における企業史研究の特質 

［第一责任人］野沢豊編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1971.3 

［知识责任］野沢豊 編 

 

 

［正题名］黄呈聰における「待機」の意味 

［第一责任人］若林正丈編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1979.8 

［知识责任］若林正丈 編 

 



 

［正题名］1910 年代における江南の農村社會 

［第一责任人］小島淑男著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1974.3 

［知识责任］小島淑男 著 

 

 

［正题名］南京大虐殺 

［第一责任人］洞富雄著 

［出版地］東京 

［出版者］現代史出版会 

［出版日期］1975.8 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］洞富雄 著 

 

 

［正题名］日本陸軍英傑伝 

［第一责任人］岡田益吉著 

［出版地］東京 

［出版者］光人社 

［出版日期］1972.10 

［附注内容］参考引用文献：p249 

［主题词］軍人 

［知识责任］岡田益吉 著 

 

 

［正题名］戦前の日本と中国 

［第一责任人］依田憙家著 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1976.11 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］依田憙家 著 

 

 

［正题名］天皇終戦秘史 

［第一责任人］篠田五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］大陸書房 

［出版日期］1978.2 

［附注内容］参考書目：p280-281 



［主题词］太平洋戦争 

［主题词］天皇制 

［知识责任］篠田五郎 著 

 

 

［正题名］魯迅と終末論 

［第一责任人］伊藤虎丸著 

［出版地］東京 

［出版者］竜渓書舎 

［出版日期］1975.11 

［知识责任］伊藤虎丸 著 

 

 

［正题名］満州帝国 

［第一责任人］児島襄著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1975.10 

［主题词］満州国 

［知识责任］児島襄 著 

 

 

［正题名］満州帝国 

［第一责任人］児島襄著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1976.6 

［主题词］満州国 

［知识责任］児島襄 著 

 

 

［正题名］明と清 

［第一责任人］三田村泰助著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1974.6 

［丛编题名］世界の歴史 

［丛编题名］セカイ ノ レキシ 14 

［附注内容］監修：貝塚茂樹等 

［附注内容］巻末：略年表 

［主题词］中国/歴史/明時代 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］三田村泰助 著 

 



 

［正题名］魯迅 

［第一责任人］高比良光司著 

［出版地］下関 

［出版者］人民の星社 

［出版日期］1976.2 

［知识责任］高比良光司 著 

 

 

［正题名］機密日露戦史 

［第一责任人］谷壽夫著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1978.7 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 3 巻 

［附注内容］附図第 1：(其 1)開戦前日露両軍ノ配置(其 2)旅順要塞概見図 

［附注内容］附図第 2：日露戦役作戦一覧図(附日本海々戦要図) 

［附注内容］附図第 3：(其ノ 1)於韓国(日露之戦役前)我四作戦考案の要領、(其ノ二)永沼

挺進隊長ノ携行セル唯一ノ道路要図 

［附注内容］附図第 4：日露戦役兵站要図 

［附注内容］附表第 1：戦時大本営将校同相当官職員及人馬概見表 

［附注内容］附表第 2：満州軍総指令部職員人馬概見表 

［附注内容］附表第 3：満州軍総指令部職員異動一覧表 

［附注内容］叢書巻号は奥付による 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］谷壽夫 著 

 

 

［正题名］大本営機密日誌 

［第一责任人］種村佐孝著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1979.6 

［附注内容］著者年譜：p309-310 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］従軍記 

［知识责任］種村佐孝 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義下の満州移民 

［第一责任人］満州移民史研究会編 

［出版地］東京 



［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1976.11 

［附注内容］執筆：浅田喬二ほか 

［主题词］移民·植民日本/満州 

［主题词］開拓/満州 

 

 

［正题名］幕末維新期の研究 

［第一责任人］石井孝編 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1978.11 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［主题词］日本/経済/歴史/江戸末期 

［主题词］明治維新 

［知识责任］石井孝 編 

 

 

［正题名］燕京佳信 

［第一责任人］船津輸助著 

［译者］船津喜助編 

［译者］小川博注 

［出版地］鳩ヶ谷 

［出版者］船津喜助 

［出版日期］1978.8 

［知识责任］船津輸助 著 

［次知识责任］小川博 注 

［次知识责任］船津喜助 編 

 

 

［正题名］硬石五拾年譜 

［第一责任人］内田良平著 

［译者］西尾陽太郎解説 

［出版地］福岡 

［出版者］葦書房 

［出版日期］1978.10 

［知识责任］内田良平 著 

［次知识责任］西尾陽太郎 解説 

 

 

［正题名］華僑の研究 

［第一责任人］企畫院編纂 

［出版地］東京 

［出版者］松山房 



［出版日期］1939.10 

［主题词］華僑 

 

 

［正题名］滿洲經濟十年史 

［第一责任人］滿洲國通信社政經部編 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲國通信社 

［出版日期］1942.11 

［正题名］東京大学東洋文化研究所要覧 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所 

［出版日期］1976 

［附注内容］2000[年度]～の大きさは 26cm 

［附注内容］昭和 27 年の標題：東洋文化研究所要覽 

 

 

［正题名］上海時代 

［第一责任人］松本重治著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1977.5 

［附注内容］関係略年表（1931-1941）：p774-789 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/昭和時代 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史/民国時代 

［知识责任］松本重治 著 

 

 

［正题名］中国の対日政策 

［第一责任人］岡部達味著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.9 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/外国関係/日本 

［主题词］日本/外国関係/中国 1949- 中華人民共和国 

［知识责任］岡部達味 著 

 

 

［正题名］現代中国の対外政策 

［第一责任人］岡部達味著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1971.9 

［知识责任］岡部達味 著 



 

 

［正题名］日本社会運動人名辞典 

［第一责任人］塩田庄兵衛編集代表 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1979.3 

［主题词］社会運動/日本/辞書 

［主题词］社会運動/伝記/辞書 

［知识责任］塩田庄兵衛 編集 

 

 

［正题名］栄光の日々 

［第一责任人］リチャード·ニクソン[著] 

［译者］松尾文夫，斎田一路訳 

［出版地］東京 

［出版者］小学館 

［出版日期］1978.12 

［丛编题名］ニクソン回顧録 

［丛编题名］ニクソン カイコロク リチャード·ニクソン[著] 松尾文夫，斎田一路訳 第

1 部 

［附注内容］ニクソンの歩み(上巻分)：p353-355 

［主题词］アメリカ合衆国/政治 

［知识责任］Nixon 著 

［知识责任］ニクソン 著 

［次知识责任］松尾文夫 訳 

［次知识责任］斎田一路 訳 

 

 

［正题名］幽囚回顧録 

［第一责任人］今村均著 

［出版地］東京 

［出版者］秋田書店 

［出版日期］1966.2 

［主题词］戦犯 

［知识责任］今村均 著 

 

 

［正题名］釜山橋頭堡の確保 

［第一责任人］陸戦史研究普及会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1977.5 

［丛编题名］陸戦史集 



［丛编题名］リクセンシシュウ 第 4 朝鮮戦争史 2 

［主题词］戦争/歴史 

 

 

［正题名］国境会戦と遅滞行動 

［第一责任人］陸戦史研究普及会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1966 

［丛编题名］陸戦史集 

［丛编题名］リクセンシシュウ 第 1 朝鮮戦争史 1 

［主题词］戦争/歴史 

 

 

［正题名］第 2 師団のチチハル攻略 

［第一责任人］陸戦史研究普及会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1967.1 

［丛编题名］陸戦史集 

［丛编题名］リクセンシシュウ 第 3 満州事変史 第 1 

［主题词］戦争/歴史 

 

 

［正题名］中央アジア遺跡の旅 

［第一责任人］加藤九祚著 

［出版地］東京 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1979.2 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 334 

［附注内容］主要文献：p266～272 

［主题词］中央アジア/紀行 

［主题词］中央アジア/遺跡·遺物 

［知识责任］加藤九祚 著 

 

 

［正题名］新·中国事情 

［第一责任人］石川昌著 

［出版地］東京 

［出版者］日本実業出版社 

［出版日期］1979.1 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/社会 

［知识责任］石川昌 著 



 

 

［正题名］中国·アメリカ往還 

［第一责任人］加藤周一著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1979.1 

［丛编题名］加藤周一著作集 

［丛编题名］カトウ シュウイチ チョサクシュウ 加藤周一著 9 

［主题词］中国/社会 

［主题词］アメリカ合衆国/社会 

［知识责任］加藤周一 著 

 

 

［正题名］外交回想録 

［第一责任人］重光葵著 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1953.9 

［知识责任］重光葵 著 

 

 

［正题名］関東軍と極東ソ連軍 

［第一责任人］林三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］芙容書房 

［出版日期］1974.10 

［附注内容］日ソ関係略年表：p316-320 

［附注内容］主要参考ソ連文献：p321-324 

［主题词］関東軍 

［主题词］日本/外国関係/ロシア/歴史/昭和時代 

［知识责任］林三郎 著 

 

 

［正题名］船津辰一郎 

［第一责任人］在華日本紡績同業会編 

［出版地］東京 

［出版者］東邦研究会 

［出版日期］1958.11 

［正题名］川島浪速翁 

［第一责任人］會田勉著 

［出版地］東京 

［出版者］文粋閣 

［出版日期］1936.3 



［知识责任］會田勉 著 

 

 

［正题名］川島浪速翁 

［第一责任人］會田勉著 

［出版地］東京 

［出版者］文粋閣 

［出版日期］1936.3 

［知识责任］會田勉 著 

 

 

［正题名］中国総覧 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954.8 

［丛编题名］中国経済年報 

［丛编题名］チュウゴク ケイザイ ネンポウ 中国研究所編 7 

［附注内容］特別号 

［主题词］中国研究所 

 

 

［正题名］近衞内閣 

［第一责任人］風見章著 

［出版地］東京 

［出版者］日本出版協同 

［出版日期］1951.7 

［主题词］日本/政治/歴史/現代 

［知识责任］風見章 著 

 

 

［正题名］関東軍終戦始末 

［第一责任人］楳本捨三著 

［出版地］東京 

［出版者］新国民出版社 

［出版日期］1974.12 

［知识责任］楳本捨三 著 

 

 

［正题名］毛沢東 

［第一责任人］大森実著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1979.4 



［丛编题名］人物現代史 

［丛编题名］ジンブツ ゲンダイシ 大森実著 9 

［附注内容］毛沢東関係年表，参照·引用資料一覧：p359-386 

［知识责任］大森実 著 

 

 

［正题名］沖繩の歴史と文化 

［第一责任人］松本雅明著 

［出版地］東京 

［出版者］近藤出版社 

［出版日期］1971.8 

［丛编题名］世界史研究双書 

［丛编题名］セカイシ ケンキュウ ソウショ 5 

［主题词］沖縄県 

［知识责任］松本雅明 著 

 

 

［正题名］回想の満洲国 

［第一责任人］片倉衷著 

［出版地］東京 

［出版者］経済往来社 

［出版日期］1978.3 

［主题词］満州事変 

［主题词］満州事変 

［知识责任］片倉衷 著 

 

 

［正题名］アジア文化史論叢 

［第一责任人］流沙海西奨学会編 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1978.11 

［正题名］中ソ対立と現代 

［第一责任人］中嶋嶺雄著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1978.12 

［丛编题名］叢書国際環境 

［丛编题名］ソウショ コクサイ カンキョウ 

［附注内容］参考文献一覧：p270-285 

［主题词］中ソ対立 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/外国関係/ロシア 

［主题词］ロシア/外国関係/中国 1949- 中華人民共和国 

［知识责任］中嶋嶺雄 著 



 

 

［正题名］辛亥革命史研究 

［第一责任人］中村義著 

［出版地］東京 

［出版者］未来社 

［出版日期］1979.1 

［主题词］辛亥革命 

［知识责任］中村義 著 

 

 

［正题名］アジアの近代化 

［第一责任人］川野重任編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1972.8 

［知识责任］川野重任 編 

 

 

［正题名］考古学からみた古代日本と朝鮮 

［第一责任人］西谷正編 

［出版地］東京 

［出版者］学生社 

［出版日期］1978.12 

［主题词］考古学 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史/古代 

［知识责任］西谷正 編 

 

 

［正题名］韓国古代国家発達史 

［第一责任人］金哲埈著 

［译者］武田幸男，浜田耕策訳 

［出版地］東京 

［出版者］学生社 

［出版日期］1979.1 

［主题词］朝鮮/歴史/古代 

［知识责任］金哲埈 著 

［次知识责任］浜田耕策 訳 

［次知识责任］武田幸男 訳 

 

 

［正题名］中国の二つの悲劇 

［第一责任人］増井経夫著 



［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1978.6 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 1 

［附注内容］日本における太平天国関係著作目録：p237-244 

［主题词］阿片戦争 

［主题词］太平天国 

［知识责任］増井経夫 著 

 

 

［正题名］雲南新話 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］［出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］清國近世亂誌 

［第一责任人］曽根俊虎編 

［译者］副島種臣閲 

［出版地］東京 

［出版者］加藤九郎 

［出版日期］1879.11 

［知识责任］曽根俊虎 編 

 

 

［正题名］東亞文化史樷考 

［第一责任人］石田幹之助著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1973.3 

［丛编题名］東洋文庫論叢 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ ロンソウ 第 54 

［主题词］東洋学 

［知识责任］石田幹之助 著 

 

 

［正题名］中国社会主義史研究 

［第一责任人］芝池靖夫編著 

［出版地］京都 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1978.4 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［主题词］共産主義/中国 

［知识责任］芝池靖夫 編著 

 



 

［正题名］台湾憲兵隊史 

［第一责任人］台湾憲兵隊編 

［出版地］東京 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1978.11 

［主题词］憲兵 

 

 

［正题名］神風特攻隊出撃の日 

［出版地］東京 

［出版者］今日の話題社 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］太平洋戦争ドキュメンタリー 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウ ドキュメンタリー 第 23 巻 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］特攻隊 

 

 

［正题名］十五年戦争史序説 

［第一责任人］黒羽清隆著 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1979.9 

［主题词］日中戦争 

［主题词］社会思想/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］黒羽清隆 著 

 

 

［正题名］戦藻録 

［第一责任人］宇垣纏著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1968.1 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 50 巻 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］宇垣纏 著 

 

 

［正题名］中国と日本陸軍 

［第一责任人］加登川幸太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］圭文社 



［出版日期］1978 

［附注内容］企画制作：戦史刊行会 

［知识责任］加登川幸太郎 著 

 

 

［正题名］中国と日本陸軍 

［第一责任人］加登川幸太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］圭文社 

［出版日期］1978 

［附注内容］企画制作：戦史刊行会 

［知识责任］加登川幸太郎 著 

 

 

［正题名］琉球国志略 

［第一责任人］周煌著 

［译者］平田嗣全訳注 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1977.10 

［附注内容］参考文献：p465-469 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］周煌 著 

［次知识责任］平田嗣全 訳注 

 

 

［正题名］日本帝国主義下の台湾 

［第一责任人］凃照彦著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.6 

［附注内容］文献等の注：章又は節末 

［知识责任］凃照彦 著 

 

 

［正题名］中国史における革命と宗教 

［第一责任人］鈴木中正著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1974.4 

［知识责任］鈴木中正 著 

 

 

［正题名］支那の貿易外収支 



［第一责任人］東亞研究所第一調査委員會編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1942.12 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所[編] 甲第 17 号 C 

 

 

［正题名］近代中国関係図書分類目録 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1978.11 

［附注内容］東洋文庫所蔵 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］中国/書目 

［主题词］蔵書/目録 

 

 

［正题名］近代中国関係図書分類目録 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1974.11 

［附注内容］東洋文庫所蔵 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］中国/書目 

［主题词］蔵書/目録 

 

 

［正题名］近代中国関係図書分類目録 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1975.8 

［附注内容］東洋文庫所蔵 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］中国/書目 

［主题词］蔵書/目録 

 

 

［正题名］近代中国関係図書分類目録 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 



［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1976.4 

［附注内容］東洋文庫所蔵 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］中国/書目 

［主题词］蔵書/目録 

 

 

［正题名］関西大学東西学術研究所紀要 

［第一责任人］関西大学東西学術研究所編 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学東西学術研究所 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］関西大学東西学術研究所紀要 

［第一责任人］関西大学東西学術研究所編 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学東西学術研究所 

［出版日期］1969.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］関西大学東西学術研究所紀要 

［第一责任人］関西大学東西学術研究所編 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学東西学術研究所 

［出版日期］1970.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］関西大学東西学術研究所紀要 

［第一责任人］関西大学東西学術研究所編 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学東西学術研究所 

［出版日期］1971.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］関西大学東西学術研究所紀要 

［第一责任人］関西大学東西学術研究所編 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学東西学術研究所 



［出版日期］1972.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］関西大学東西学術研究所紀要 

［第一责任人］関西大学東西学術研究所編 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学東西学術研究所 

［出版日期］1973.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］関西大学東西学術研究所紀要 

［第一责任人］関西大学東西学術研究所編 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学東西学術研究所 

［出版日期］1974.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］関西大学東西学術研究所紀要 

［第一责任人］関西大学東西学術研究所編 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学東西学術研究所 

［出版日期］1975.12 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］関西大学東西学術研究所紀要 

［第一责任人］関西大学東西学術研究所編 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学東西学術研究所 

［出版日期］1977.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］関西大学東西学術研究所紀要 

［第一责任人］関西大学東西学術研究所編 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学東西学術研究所 

［出版日期］1977.9 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 



［正题名］関西大学東西学術研究所紀要 

［第一责任人］関西大学東西学術研究所編 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学東西学術研究所 

［出版日期］1979.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］外邦太平記 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］外邦太平記 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］外邦太平記 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］外邦太平記 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］外邦太平記 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］小刀會話滿清紀事 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］金聖閣 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］題簽：滿清紀事 

 

 

［正题名］小刀會話滿清紀事 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］金聖閣 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］題簽：滿清紀事 

 

 

［正题名］小刀會話滿清紀事 

［出版地］［出版地不明］ 



［出版者］金聖閣 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］題簽：滿清紀事 

 

 

［正题名］小刀會話滿清紀事 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］金聖閣 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］題簽：滿清紀事 

 

 

［正题名］小刀會話滿清紀事 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］金聖閣 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］題簽：滿清紀事 

 

 

［正题名］韃靼勝敗記 

［出版地］［江戸］ 

［出版者］墨堤舎 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］韃靼勝敗記 

［出版地］［江戸］ 

［出版者］墨堤舎 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］韃靼勝敗記 

［出版地］［江戸］ 

［出版者］墨堤舎 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］韃靼勝敗記 

［出版地］［江戸］ 

［出版者］墨堤舎 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］韃靼勝敗記 

［出版地］［江戸］ 

［出版者］墨堤舎 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1975.9 



［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1976.9 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1977.9 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］日本資本主義とナショナリズム 

［第一责任人］早稲田大学社会科学研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田大学社会科学研究所 

［出版日期］1970.4 

［丛编题名］社会科学討究 

［丛编题名］シャカイ カガク トウキュウ 15 巻 3 号別冊 

 

 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1979.3 

［正题名］近代中国農村社会史研究 

［第一责任人］東京教育大学東洋史学研究室アジア史研究会中国近代史研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］東京教育大学文学部東洋史学研究室アジア史研究会 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 (発売) 

［出版日期］1967.7 

［丛编题名］東洋史学論集 

［丛编题名］トウヨウシガク ロンシュウ 東京教育大学東洋史学研究室アジア史研究会中

国近代史研究会編 8 

［附注内容］発売：汲古書院 



［主题词］農村/中国 

［主题词］中国/歴史 

 

 

［正题名］軍事思想史入門 

［第一责任人］浅野祐吾著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1979.5 

［附注内容］世界の主要な戦争年表：p267-271 

［附注内容］各章末：主要参考書 

［主题词］軍事/歴史 

［知识责任］浅野祐吾 著 

 

 

［正题名］中国の混迷 

［第一责任人］紺野純一著 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1979.5 

［附注内容］中国「文化大革命」関連略年表：p233～241 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

［主题词］中国文化大革命 

［知识责任］紺野純一 著 

 

 

［正题名］誰も書かなかった毛沢東 

［第一责任人］鈴木明著 

［出版地］東京 

［出版者］サンケイ出版 

［出版日期］1977.12 

［丛编题名］Sankei drama books 

［丛编题名］Sankei drama books 

［知识责任］鈴木明 著 

 

 

［正题名］中国民衆叛乱史 

［第一责任人］谷川道雄，森正夫編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1978.8 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 336 

［附注内容］注記あり 



［附注内容］諸叛乱関係年表：各巻末 

［知识责任］谷川道雄 編 

［知识责任］森正夫 編 

 

 

［正题名］劉少奇伝 

［第一责任人］李天民著 

［译者］矢島鈞次訳·著 

［出版地］東京 

［出版者］千曲秀版社 

［出版日期］1979.5 

［知识责任］李天民 著 

［次知识责任］矢島鈞次 訳·著 

 

 

［正题名］華北戦記 

［第一责任人］桑島節郎著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1978.7 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］桑島節郎 著 

 

 

［正题名］孫文から尾崎秀実へ 

［第一责任人］中村新太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日中出版 

［出版日期］1975.5 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史/民国時代 

［知识责任］中村新太郎 著 

 

 

［正题名］日中 15 年戦争 

［第一责任人］黒羽清隆著 

［出版地］［東村山］ 

［出版者］教育社 

［出版地］東京 

［出版者］教育社出版サービス（発売） 

［出版日期］1978.3 

［丛编题名］教育社歴史新書 

［丛编题名］キョウイクシャ レキシ シンショ 日本史 114 

［主题词］日中戦争 



［知识责任］黒羽清隆 著 

 

 

［正题名］日中関係 

［第一责任人］グループ 21 著 

［出版地］［東村山］ 

［出版者］教育社 

［出版日期］1978.10 

［丛编题名］入門新書 

［丛编题名］ニュウモン シンショ 時事問題解説 no.113 

［主题词］日本/外国関係/中国 1949- 中華人民共和国 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/外国関係/日本 

［主题词］日中平和条約 

 

 

［正题名］時事年鑑 

［第一责任人］武田一夫編集 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1978.10 

［附注内容］昭和五十四年 

［主题词］日本/年鑑 

［知识责任］武田一夫 編集 

 

 

［正题名］東南アジア要覧 

［第一责任人］東南アジア調査会編 

［出版地］東京 

［出版者］東南アジア調査会 

［出版日期］1979.6 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1932.11 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1934.4 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 



［出版日期］1933.1 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1933.1 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1933.8 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1933.9 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1933.10 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1933.11 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1933.12 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1934.1 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1934.2 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 



［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1934.4 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1938.7 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1939.2 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1942.2 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1942.8 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1942.9 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1943.3 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1935.2 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1943.7 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 



［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1935.3 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1935.4 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1935.5 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1935.6 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1936.5 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1936.7 

［正题名］滿鐵調査月報 

［第一责任人］滿鐵調査課（部）著 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1936.12 

［正题名］十八史略新鈔 

［第一责任人］簡野道明編 

［出版地］東京 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1941.8 

［知识责任］簡野道明 編 

 

 

［正题名］ケネー支那論 

［第一责任人］勝谷在登譯 

［出版地］東京 



［出版者］白揚社 

［出版日期］1940.10 

［知识责任］勝谷在登 譯 

 

 

［正题名］吉林市案内 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1937.7 

［正题名］北安鎮都市建設方筞 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］奉天省柳河縣事情 

［第一责任人］寺岡健次郎編輯 

［出版地］新京 

［出版者］滿州帝国地方事情大系刊行會 

［出版日期］1935.12 

［丛编题名］満洲帝国地方事情大系 

［丛编题名］マンシュウ テイコク チホウ ジジョウ タイケイ 満州帝国地方事情大系刊

行會編 H 第 25 號 

［附注内容］満州帝国各県旗参事官執筆 

［知识责任］寺岡健次郎 編輯 

 

 

［正题名］第一回全國縣參事官會議議事録 

［第一责任人］民政部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］民政部 

［出版日期］1933.6 

［正题名］各縣希望意見事項ニ對スル省ノ應答 

［第一责任人］奉天省公署編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］奉天省公署 

［出版日期］1933.3 

［正题名］資料彙報 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社調査部編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐡道調査部 

［出版日期］1942.7 

［附注内容］「極秘」(社外発表厳禁)の記載あり 

 

 



［正题名］遼東の珠 

［第一责任人］山本守著 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲時代社 

［出版日期］1944.1 

［知识责任］山本守 著 

 

 

［正题名］滿洲漢人植民地域 

［第一责任人］中島宗一編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1937.3 

［丛编题名］産業調査資料 

［丛编题名］サンギョウ チョウサ シリョウ 第 9 編 

［知识责任］中島宗一 編 

 

 

［正题名］滿洲帝國概覽 

［第一责任人］河村清編 

［出版地］［新京］ 

［出版者］國務院總務廳情報處 

［出版日期］1939.12 

［知识责任］河村清 編 

 

 

［正题名］滿洲現代史 

［第一责任人］滿鐡調査課編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐡道 

［出版日期］1925.7 

［正题名］昭和四年滿洲政治經濟事情 

［第一责任人］滿鐵調査課編 

［出版地］東京 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1930.6 

［正题名］滿洲の栞 

［第一责任人］滿洲事情案内所編 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲事情案内所 

［出版日期］1938.7 

［丛编题名］満洲事情案内所報告 

［丛编题名］マンシュウ ジジョウ アンナイジョ ホウコク 第 45 

［知识责任］滿洲事情案内所 編 



 

 

［正题名］康德六年度三江省行政綜合成果書 

［第一责任人］三江省編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］三江省 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］空襲下の救護法 

［第一责任人］東京青少年團編 

［出版地］東京 

［出版者］富永興文堂 

［出版日期］1944.5 

［附注内容］指導：東部軍事醫部 

［附注内容］配給元：日本出版配給株式会社 

 

 

［正题名］坑夫ヨロケ病及ワイルス病ニ關スル調査 

［第一责任人］社會局編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］社會局 

［出版日期］1924.8 

［丛编题名］労働保護資料 

［丛编题名］ロウドウ ホゴ シリョウ 第 11 輯 

［附注内容］附録 -- p1-4 

 

 

［正题名］明代絵画史研究·浙派 

［第一责任人］鈴木敬著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所 

［出版日期］1968.1 

［丛编题名］東洋文化研究所紀要 

［丛编题名］トウヨウ ブンカ ケンキュウジョ キヨウ 別冊 

［丛编题名］東京大学東洋文化研究所報告 

［丛编题名］トウキョウ ダイガク トウヨウ ブンカ ケンキュウジョ ホウコク 

［主题词］絵画中国/歴史/明時代 

［知识责任］鈴木敬 著 

 

 

［正题名］明治中期読売新聞文芸関係記事目録 

［第一责任人］平田由美編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1989.10 



［丛编题名］京都大学人文科学研究所調査報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ チョウサ ホウコク 

第 36 号 

［知识责任］平田由美 編 

 

 

［正题名］京都大學人文科學研究所漢籍分類目録 

［第一责任人］京都大学人文科学研究所著 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1965.3 

［主题词］蔵書目録 

［主题词］蔵書目録 

 

 

［正题名］京都大學人文科學研究所漢籍分類目録 

［第一责任人］京都大学人文科学研究所著 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1963.9 

［主题词］蔵書目録 

［主题词］蔵書目録 

 

 

［正题名］大連圖書館和漢圖書分類目録 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社大連圖書館編 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道株式會社大連圖書館 

［出版日期］1927.3 

［正题名］満鉄大連図書館増加図書分類目録 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社大連図書館編 

［出版地］大連 

［出版者］南満洲鉄道大連図書館 

［出版日期］1939 

［主题词］書目/図書館 

 

 

［正题名］東京大学東洋文化研究所仁井田文庫漢籍目録 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1999.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 別輯 24 



［附注内容］The Niida Collection catalogue of Chinese books with lists of Japanese and Western 

books / Institute of Oriental Culture, University of Tokyo 

［主题词］蔵書目録 

 

 

［正题名］近代中国関係欧文図書分類目録 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1997.3 

［主题词］蔵書/目録 

 

 

［正题名］三重県公蔵漢籍目録 

［第一责任人］井上進編 

［出版地］津 

［出版者］三重県図書館協会 

［出版日期］1996.4 

［主题词］図書目録図書館 

［知识责任］井上進 編 

 

 

［正题名］愛知大學漢籍分類目録 

［第一责任人］愛知大學圖書館編 

［出版地］豊橋 

［出版者］愛知大學圖書館 

［出版日期］1960.2 

［主题词］蔵書目録 

 

 

［正题名］新宿区地図集 

［出版地］東京 

［出版者］（東京都）新宿区教育委員会 

［出版日期］1979.3 

［附注内容］担当：新宿区立中央図書館郷土資料室 

［主题词］東京都新宿区/地図 

 

 

［正题名］近代中国·日中関係図書分類目録 

［第一责任人］山根幸夫編 

［出版地］東京 

［出版者］山根幸夫 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 (発売) 



［出版日期］2000.8 

［主题词］中国/書誌 

［知识责任］山根幸夫 編 

 

 

［正题名］四角號碼檢字表 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所付属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所付属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1977.1 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 別輯 1 

［主题词］検字法 

 

 

［正题名］近代中国の苦力と「豬花」 

［第一责任人］可児弘明著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.12 

［主题词］人身売買 

［主题词］娼妓/中国 

［主题词］苦力 

［知识责任］可兒弘明 著 

 

 

［正题名］昭和期の軍部 

［第一责任人］近代日本研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1979.10 

［丛编题名］年報·近代日本研究 

［丛编题名］ネンポウ キンダイ ニホン ケンキュウ 1(1979) 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］軍閥 

 

 

［正题名］世界史における地域と民衆 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1979.10 

［丛编题名］歴史學研究 

［丛编题名］レキシガク ケンキュウ 歴史學研究會編 別冊特集 歴史学研究会大会報告 



1979 年度 

［主题词］世界史 

 

 

［正题名］明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目録 

［第一责任人］東京大学法学部明治新聞雑誌文庫編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1979.10 

［主题词］雑誌/書目 

 

 

［正题名］雑誌目録 

［第一责任人］神戸大学附属図書館六甲台分館編 

［出版地］［神戸］ 

［出版者］神戸大学附属図書館六甲台分館 

［出版日期］1970 

［主题词］雑誌/書目 

 

 

［正题名］早稲田大学図書館和文雑誌目録 

［第一责任人］早稲田大学図書館編 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田大学図書館 

［出版日期］1968 

［主题词］雑誌/書目 

 

 

［正题名］逐次刊行物受入目録 

［第一责任人］早稲田大学図書館編 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田大学図書館 

［出版日期］1982.3 

［丛编题名］早稲田大学図書館月報別冊 

［丛编题名］ワセダ ダイガク トショカン ゲッポウ ベッサツ No.27 

 

 

［正题名］孟郊詩索引 

［第一责任人］野口一雄編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1984.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 別輯 9 



［知识责任］野口一雄 編 

 

 

［正题名］孟郊詩索引 

［第一责任人］野口一雄編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1984.8 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 別輯 10 

［知识责任］野口一雄 編 

 

 

［正题名］中国抗日救国時論誌記事目録 

［第一责任人］アジア経済研究所編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1981.3 

［丛编题名］所内資料調査研究部 

［丛编题名］ショナイ シリョウ チョウサ ケンキュウブ No.55-3 [○研]戦前日本の中国

研究 No. 1 

 

 

［正题名］中国抗日救国時論誌記事目録 

［第一责任人］アジア経済研究所編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1981.4 

［丛编题名］所内資料調査研究部 

［丛编题名］ショナイ シリョウ チョウサ ケンキュウブ No.55-2 [○研]戦前日本の中国

研究 No. 1 

 

 

［正题名］東京経済大学所蔵大倉財閥資料目録 

［第一责任人］中村青志編 

［出版地］国分寺 

［出版者］東京経済大学研究室 

［出版日期］1981.12 

［主题词］大倉財閥 

［知识责任］中村青志 編 

 

 

［正题名］中国経済関係雑誌記事総目録 

［第一责任人］浜下武志，久保亨編 



［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1985.7 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 別輯 12 

［主题词］中国/経済/歴史/民国時代/書目 

［知识责任］濱下武志 編 

［知识责任］久保亨 編 

 

 

［正题名］中国経済関係雑誌記事総目録 

［第一责任人］浜下武志，久保亨編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1989.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 別輯 16 

［主题词］中国/経済/歴史/民国時代/書目 

［知识责任］濱下武志 編 

［知识责任］久保亨 編 

 

 

［正题名］中国関係日本文雑誌論説記事目録 

［第一责任人］近代中国研究センター編 

［出版地］東京 

［出版者］近代中国研究センター 

［出版日期］1965 

［正题名］モリソン文庫渡来 60 周年東洋文庫展示会 

［第一责任人］東洋文庫編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1977.12 

［附注内容］会期：1977.12.5～12.10 刊行：国立国会図書館 

 

 

［正题名］東洋文庫展示會 

［第一责任人］東洋文庫編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］国立国会図書館支部東洋文庫 

［出版日期］1979.12 

［正题名］近代日中関係史文献目録 

［第一责任人］山根幸夫編 

［出版地］東京 

［出版者］東京女子大学東洋史研究室 



［出版日期］1979.3 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後/書目 

［知识责任］山根幸夫 編 

 

 

［正题名］中国土地契約文書集 

［第一责任人］東洋文庫明代史研究室編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1975.3 

［主题词］土地制度/中国/歴史/史料 

 

 

［正题名］『北一輝』論集 

［第一责任人］五十嵐暁郎編 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1979.10 

［附注内容］ファシズム文献案内と解題：p345～358 

［知识责任］五十嵐暁郎 編 

 

 

［正题名］『宋之佛画、就中羅漢図十王図の』研究第一次報告書 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1970.5 

［正题名］満鮮史研究 

［第一责任人］池内宏著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論美術出版 

［出版日期］1972.3 

［知识责任］池内宏 著 

 

 

［正题名］旧陸海軍関係文書目録 

［第一责任人］軍事史研究会編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］軍事史研究会 

［出版日期］［19 ?］ 

［丛编题名］研究資料 

［丛编题名］ケンキュウ シリョウ 1 

 

 

［正题名］中支鐵道橋樑調査報告 



［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］世界地図帖 = World atlas 

［第一责任人］国際地学協会出版部編集 

［出版地］東京 

［出版者］国際地学協会 

［出版日期］1980.1 

［附注内容］全国学校図書館協議会選定図書 

［附注内容］参考文献·資料：p8 

［主题词］世界地図 

 

 

［正题名］東亜研究所成果資料摘要（稿） 

［第一责任人］東亜研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1978.8 

［丛编题名］東研シリーズ 

［丛编题名］トウケン シリーズ 

［附注内容］東亜研究所昭和 16 年刊の複製 

［主题词］東亜研究所/歴史 

 

 

［正题名］張作霖の死 

［第一责任人］齊藤良衛著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］齊藤良衛 著 

 

 

［正题名］現代用語の基礎知識 

［第一责任人］自由国民社編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］自由国民社 

［出版日期］1980.12 

［正题名］比較史の観点による史料学の総合的研究 

［第一责任人］河音能平研究代表 

［出版地］大阪 

［出版者］河音能平 

［出版日期］1988.3 

［主题词］古文書 

［知识责任］河音能平 研究代表 



 

 

［正题名］TRC MARC 人名典拠録 

［第一责任人］図書館流通センター「人名典拠録」編集部編 

［出版地］東京 

［出版者］図書館流通センター 

［出版日期］1986.1 

［主题词］日本/名簿 

 

 

［正题名］TRC MARC 人名典拠録 

［第一责任人］図書館流通センター「人名典拠録」編集部編 

［出版地］東京 

［出版者］図書館流通センター 

［出版日期］1986.1 

［主题词］日本/名簿 

 

 

［正题名］国際シンポジウム「重慶国民政府の歴史的位置」 

［第一责任人］「重慶国民政府の研究」プロジェクト編 

［出版地］［出版地不明 

［出版者］出版者不明］ 

［出版日期］2003.3 

［附注内容］(財)日中友好会館日中平和友好交流計画歴史研究支援事業 

［附注内容］研究代表者：石島紀之 

［知识责任］「重慶国民政府の研究」プロジェクト 編 

 

 

［正题名］京都市内およびその近辺の中世城郭 

［第一责任人］山下正男著 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1986.3 

［丛编题名］京都大学人文科学研究所調査報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ チョウサ ホウコク 

第 35 号 

［主题词］城/京都市 

［主题词］京都市 

［知识责任］山下正男 [著] 

 

 

［正题名］世界地図帳 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 



［出版者］平凡社 

［出版日期］1980.6 

［主题词］地図 

［知识责任］平凡社 編 

 

 

［正题名］東亜諸民族の死亡に関する衛生統計的調査 

［第一责任人］金子俊編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1999.12 

［丛编题名］十五年戦争極秘資料集 

［丛编题名］ジュウゴネン センソウ ゴクヒ シリョウシュウ 補巻 12 

［附注内容］「東亜研究所」1943 年 7 月刊の複製 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］死亡原因 

［主题词］医学と戦争 

［主题词］日中戦争 

［主题词］死亡原因/統計 

［知识责任］金子俊 編 

 

 

［正题名］近代中国関係文献目録 

［第一责任人］近代中国関係文献目録刊行委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論美術出版 

［出版日期］1980.2 

［主题词］中国/書目 

 

 

［正题名］データファイル 

［第一责任人］読売新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1996.3 

［丛编题名］読売年鑑 

［丛编题名］ヨミウリ ネンカン 別冊 

 

 

［正题名］海外所在中国絵画目録 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1977.3 



［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 別輯 2 

［附注内容］主編：鈴木敬 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］絵画中国/目録 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］創土社 

［出版日期］2000.8 

［附注内容］奥付の責任者表示：中国研究所著，武照舎編集·制作(2001 年版- ) 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］創土社 

［出版日期］2003.8 

［附注内容］奥付の責任者表示：中国研究所著，武照舎編集·制作(2001 年版- ) 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］創土社 

［出版日期］2002.8 

［附注内容］奥付の責任者表示：中国研究所著，武照舎編集·制作(2001 年版- ) 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］創土社 

［出版日期］1999.8 

［附注内容］奥付の責任者表示：中国研究所著，武照舎編集·制作(2001 年版- ) 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 



［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］創土社 

［出版日期］2001.8 

［附注内容］奥付の責任者表示：中国研究所著，武照舎編集·制作(2001 年版- ) 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］新評論 

［出版日期］1996.7 

［附注内容］1985 年版-1994 年版は別書誌(BN0050834X) 

［附注内容］1999 年版以降の出版者：創土社 

［附注内容］奥付の責任者表示：中国研究所著，武照舎編集·制作(2001 年版- ) 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］新評論 

［出版日期］1995.7 

［附注内容］1985 年版-1994 年版は別書誌(BN0050834X) 

［附注内容］1999 年版以降の出版者：創土社 

［附注内容］奥付の責任者表示：中国研究所著，武照舎編集·制作(2001 年版- ) 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］新評論 

［出版日期］1998.7 

［附注内容］1985 年版-1994 年版は別書誌(BN0050834X) 

［附注内容］1999 年版以降の出版者：創土社 

［附注内容］奥付の責任者表示：中国研究所著，武照舎編集·制作(2001 年版- ) 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 



［出版者］新評論 

［出版日期］1997.7 

［附注内容］1985 年版-1994 年版は別書誌(BN0050834X) 

［附注内容］1999 年版以降の出版者：創土社 

［附注内容］奥付の責任者表示：中国研究所著，武照舎編集·制作(2001 年版- ) 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1991.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［附注内容］各年に別冊付録(子書誌)あり <AN1054289X> 

［附注内容］1995 年版からは別書誌 <BN12901550> 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 1991 年版别册 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1991.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［附注内容］各年に別冊付録(子書誌)あり <AN1054289X> 

［附注内容］1995 年版からは別書誌 <BN12901550> 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1974.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1978.10 

［主题词］東洋学/書目 



 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1992.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1992.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1992.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1989.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1989.6 

［主题词］中国/年鑑 



 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1989.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1988.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1988.6 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1988.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1991.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 



 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1990.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1990.6 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1990.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1993.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1993.6 

［附注内容］中国の環境問題 

［主题词］中国/年鑑 



 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1993.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1994.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1994.6 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1994.6 

［附注内容］「新中国年鑑」の改題 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］アジア動向年報 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1984.3 

［附注内容］月刊「アジアの動向」の改題 

［附注内容］1986 年版·1987 年版の書名：「アジア·中東動向年報」 

［附注内容］2000 年版以降の出版者：日本貿易振興会アジア経済研究所研究支援部 



［附注内容］市販品は別書誌<BN02174620> 

［主题词］アジア/社会 

［主题词］アジア/政治 

［主题词］アジア/経済 

 

 

［正题名］データファイル 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1993.3 

［丛编题名］読売年鑑 

［丛编题名］ヨミウリ ネンカン 別冊 

 

 

［正题名］読売年鑑 

［第一责任人］小田信生編集 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1993.3 

［主题词］日本/年鑑 

［知识责任］小田信生 編集 

 

 

［正题名］読売年鑑 

［第一责任人］小田信生編集 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1993.3 

［主题词］日本/年鑑 

［知识责任］小田信生 編集 

 

 

［正题名］読売年鑑 

［第一责任人］小田信生編集 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1996.3 

［主题词］日本/年鑑 

［知识责任］小田信生 編集 

 

 

［正题名］読売年鑑 

［第一责任人］小田信生編集 

［出版地］東京 



［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1957.10 

［主题词］日本/年鑑 

［知识责任］小田信生 編集 

 

 

［正题名］読売年鑑 

［第一责任人］小田信生編集 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1983.3 

［主题词］日本/年鑑 

［知识责任］小田信生 編集 

 

 

［正题名］読売年鑑 

［第一责任人］小田信生編集 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1983.3 

［主题词］日本/年鑑 

［知识责任］小田信生 編集 

 

 

［正题名］南滿洲鐵道株式會社刊行物目録 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社総務部調査課編 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1941.5 

［主题词］南満州鉄道株式会社/書目 

 

 

［正题名］支那年鑑 

［第一责任人］東亜同文会調査編纂部編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜同文会調査編纂部 

［出版日期］1917.3 

［正题名］世界大百科年鑑 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1956.3 

［丛编题名］世界大百科事典 

［丛编题名］セカイ ダイヒャッカ ジテン 



 

 

［正题名］新中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1981.6 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/年鑑 

 

 

［正题名］新中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1981.6 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/年鑑 

 

 

［正题名］新中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1982.6 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/年鑑 

 

 

［正题名］新中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1982.6 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/年鑑 

 

 

［正题名］『販書偶記』正続編合併刊行目録 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1995.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 別輯 20 

［主题词］販書偶記/索引 

 

 



［正题名］偉人の研究事典 

［第一责任人］中村新太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］小峰書店 

［出版日期］1960.3 

［知识责任］中村新太郎 著 

 

 

［正题名］日本近現代史辞典 

［第一责任人］日本近現代史辞典編集委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1978.4 

［正题名］中国労働運動史年表 

［第一责任人］木村郁二郎編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］［木村郁二郎］ 

［出版日期］1978.8 

［附注内容］巻末：参考書目一覧(7p) 

［主题词］労働運動/中国/歴史/年表 

［主题词］社会運動/中国/歴史/年表 

［知识责任］木村郁二郎 編 

 

 

［正题名］河上肇文庫目録 

［第一责任人］京都大学経済学部編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学経済学部 

［出版日期］1979.3 

［主题词］書目 

 

 

［正题名］日本現存明人文集目録 

［第一责任人］山根幸夫編 

［出版地］東京 

［出版者］東京女子大学東洋史研究室 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 (発売) 

［出版日期］1978.3 

［主题词］漢詩/詩集/書目 

［知识责任］山根幸夫 編 

 

 

［正题名］江戸時代における唐船持渡書の研究 



［第一责任人］大庭脩編著 

［出版地］吹田 

［出版者］關西大學東西學術研究所 

［出版日期］1967.3 

［丛编题名］關西大學東西學術研究所研究叢刊 

［丛编题名］カンサイ ダイガク トウザイ ガクジュツ ケンキュウジョ ケンキュウ ソウ

カン 1 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］日本/貿易/歴史/史料 

［主题词］図書 

［主题词］貿易品 

［知识责任］大庭脩 編著 

 

 

［正题名］明治新聞雑誌文庫所蔵新聞目録 

［第一责任人］東京大学法学部明治新聞雑誌文庫編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1977.10 

［附注内容］昭和 52 年 4 月現在 

［主题词］新聞/書目 

 

 

［正题名］早稲田大学社会科学研究所蔵書目録 

［第一责任人］早稲田大学社会科学研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田大学社会科学研究所 

［出版日期］1975.12 

［附注内容］東南アジア関係の部：1973 年 6 月末現在 

［主题词］アジア/書目 

［主题词］東南アジア/書目 

 

 

［正题名］植民地満州の都市計画 

［第一责任人］越沢明著 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1978.12 

［丛编题名］研究参考資料 

［丛编题名］ケンキュウ サンコウ シリョウ 271 

［主题词］植民地行政 

［知识责任］越沢明 著 

 

 



［正题名］発展途上国研究 

［第一责任人］アジア経済研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済出版会 (発売) 

［出版日期］1978.4 

［附注内容］各章末：文献リスト. アジア·アフリカの主要書誌：巻末 

［主题词］後進国/経済 

［主题词］地域研究 

［主题词］後進国開発 

 

 

［正题名］孫文の周邊 

［第一责任人］横山宏章編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1979.1 

［知识责任］横山宏章 編 

 

 

［正题名］ああ永沼挺進隊 

［第一责任人］島貫重節著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1974.11 

［知识责任］島貫重節 著 

 

 

［正题名］ああ永沼挺進隊 

［第一责任人］島貫重節著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1975.2 

［知识责任］島貫重節 著 

 

 

［正题名］戰例集 

［第一责任人］條塚義男著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1941.8 

［知识责任］條塚義男 著 

 



 

［正题名］満洲義軍 

［第一责任人］山名正二著 

［出版地］東京 

［出版者］月刊満洲社東京出版部 

［出版日期］1942.9 

［附注内容］資料：p.691-695 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］山名正二 著 

 

 

［正题名］對支新借款團關繫參考資料 

［第一责任人］外務省亞細亞局第一課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1921 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 

［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 

［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 

［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 



［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 

［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 

［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 

［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 

［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 

［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 



［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 

［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 

［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 

［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 

［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 

［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞集成明治編年史頒布会 



［出版日期］1965.9 

［知识责任］中山泰昌 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東著 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会訳 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1965.11 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東著 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会訳 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1966.1 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.10 

［附注内容］月報(付録)あり 

 

 

［正题名］巴蜀 

［第一责任人］山川早水著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東京成文館 

［出版日期］1966.3 

［知识责任］山川早水 著 

 

 

［正题名］華夷變態 

［第一责任人］林春勝，林信篤編 

［出版地］東京 



［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1958.3 

［丛编题名］東洋文庫叢刊 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ ソウカン 第 15 

［附注内容］昭和 32-33 年度文部省補助金の一部による作成 

［附注内容］解説：浦廉一 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］林信篤 編 

 

 

［正题名］華夷變態 

［第一责任人］林春勝，林信篤編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1959.3 

［丛编题名］東洋文庫叢刊 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ ソウカン 第 15 

［附注内容］昭和 32-33 年度文部省補助金の一部による作成 

［附注内容］解説：浦廉一 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］林信篤 編 

 

 

［正题名］華夷變態 

［第一责任人］林春勝，林信篤編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1960.3 

［丛编题名］東洋文庫叢刊 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ ソウカン 第 15 

［附注内容］昭和 32-33 年度文部省補助金の一部による作成 

［附注内容］解説：浦廉一 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］林信篤 編 

 

 

［正题名］アメリカから来たスパイたち 

［第一责任人］大野達三著 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1965.8 

［丛编题名］新日本新書 

［丛编题名］シンニホン シンショ 12 

［知识责任］大野達三 著 



 

 

［正题名］史籍解題 

［第一责任人］遠藤元男編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1940 

［知识责任］遠藤元男 編 

 

 

［正题名］武田信玄傳 

［第一责任人］廣瀬廣一著 

［出版地］東京 

［出版者］紙硯社 

［出版日期］1944.4 

［附注内容］武田信玄年譜：p415-423 

［知识责任］廣瀬廣一 著 

 

 

［正题名］中國古代工業史の研究 

［第一责任人］佐藤武敏著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1962.6 

［主题词］中国/工業/歴史 

［知识责任］佐藤武敏 著 

 

 

［正题名］東洋史学論集 

［第一责任人］東京教育大学文学部東洋史学研究室編 

［出版地］東京 

［出版者］不昧堂書店 

［出版日期］1955.11 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］東京教育大学文学部東洋史学研究室 編 

［知识责任］山崎宏 編 

 

 

［正题名］芳沢謙吉自伝 

［第一责任人］中野敬止編 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1964.5 

［知识责任］芳沢謙吉 編 



［知识责任］中野敬止 編 

 

 

［正题名］満州事変 

［第一责任人］中村菊男著 

［出版地］東京 

［出版者］日本教文社 

［出版日期］1965.2 

［丛编题名］日本人のための国史 

［丛编题名］ニホンジン ノ タメ ノ コクシ 2 

［附注内容］参考文献および資料：p203 

［附注内容］関連年譜：p204-206 

［主题词］満州事変 

［知识责任］中村菊男 著 

 

 

［正题名］上海特別市嘉定區農村實態調査報告書 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］上海 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社上海事務所 

［出版日期］1940.3 

［丛编题名］上海滿鐵調査資料 

［丛编题名］シャンハイ マンテツ チョウサ シリョウ 第 33 編 

 

 

［正题名］日本と朝鮮 

［第一责任人］旗田巍著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1965.3 

［丛编题名］アジア·アフリカ講座 

［丛编题名］アジア·アフリカ コウザ 第 3 

［知识责任］旗田巍 著 

 

 

［正题名］朝鮮史大系 

［第一责任人］大原利武著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1976.1 

［丛编题名］ユーラシア叢書 

［丛编题名］ユーラシア ソウショ 13 

［附注内容］上世史：小田省吾著 

［附注内容］中世史，近世史：瀬野馬熊著 



［附注内容］ 近世史：杉本正介，小田省吾著 

［附注内容］年表：大原利武著 

［主题词］朝鮮/歴史/古代 

［知识责任］大原利武 著 

 

 

［正题名］華夷變態 

［第一责任人］林春勝，林信篤編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1958.3 

［丛编题名］東洋文庫叢刊 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ ソウカン 第 15 

［附注内容］昭和 32-33 年度文部省補助金の一部による作成 

［附注内容］解説：浦廉一 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］林信篤 編 

 

 

［正题名］支那叢報解説 

［第一责任人］岩井大慧監修 

［译者］沼田鞆雄解説 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1942.2 

［附注内容］The Chinese repository の複製版の解説 

［主题词］中国/書目 

［知识责任］岩井大慧 監修 

［次知识责任］沼田鞆雄 解説 

 

 

［正题名］支那叢報解説 

［第一责任人］岩井大慧監修 

［译者］沼田鞆雄解説 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1942.2 

［附注内容］The Chinese repository の複製版の解説 

［主题词］中国/書目 

［知识责任］岩井大慧 監修 

［次知识责任］沼田鞆雄 解説 

 

 

［正题名］支那叢報解説 



［第一责任人］岩井大慧監修 

［译者］沼田鞆雄解説 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1942.2 

［附注内容］The Chinese repository の複製版の解説 

［主题词］中国/書目 

［知识责任］岩井大慧 監修 

［次知识责任］沼田鞆雄 解説 

 

 

［正题名］支那叢報解説 

［第一责任人］岩井大慧監修 

［译者］沼田鞆雄解説 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1942.2 

［附注内容］The Chinese repository の複製版の解説 

［主题词］中国/書目 

［知识责任］岩井大慧 監修 

［次知识责任］沼田鞆雄 解説 

 

 

［正题名］支那叢報解説 

［第一责任人］岩井大慧監修 

［译者］沼田鞆雄解説 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1942.12 

［附注内容］The Chinese repository の複製版の解説 

［主题词］中国/書目 

［知识责任］岩井大慧 監修 

［次知识责任］沼田鞆雄 解説 

 

 

［正题名］支那叢報解説 

［第一责任人］岩井大慧監修 

［译者］沼田鞆雄解説 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1942.12 

［附注内容］The Chinese repository の複製版の解説 

［主题词］中国/書目 

［知识责任］岩井大慧 監修 



［次知识责任］沼田鞆雄 解説 

 

 

［正题名］支那叢報解説 

［第一责任人］岩井大慧監修 

［译者］沼田鞆雄解説 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1942.12 

［附注内容］The Chinese repository の複製版の解説 

［主题词］中国/書目 

［知识责任］岩井大慧 監修 

［次知识责任］沼田鞆雄 解説 

 

 

［正题名］支那叢報解説 

［第一责任人］岩井大慧監修 

［译者］沼田鞆雄解説 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1942.2 

［附注内容］The Chinese repository の複製版の解説 

［主题词］中国/書目 

［知识责任］岩井大慧 監修 

［次知识责任］沼田鞆雄 解説 

 

 

［正题名］西北支那紀行 

［第一责任人］陳賡雅著 

［译者］池田孝譯 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1943.1 

［附注内容］奥付の訳者表示：池田孝道 

［主题词］中国西北部/紀行 

［知识责任］陳賡雅 著 

［次知识责任］池田孝 譯 

 

 

［正题名］ 新中華民國滿洲帝國人名地名便覽 

［第一责任人］タイムス出版社編輯部編 

［出版地］東京 

［出版者］タイムス出版社 

［出版日期］1939.3 



［附注内容］附：五十音及アルファベット索引 

 

 

［正题名］辜鴻銘論集 

［第一责任人］薩摩雄次編 

［出版地］東京 

［出版者］皇国青年教育協会 

［出版日期］1941.6 

［附注内容］中国文明の復興と日本 他 9 篇 

［知识责任］辜鴻銘 編 

［知识责任］薩摩雄次 編 

 

 

［正题名］現代修正主義とはなにか 

［第一责任人］榊利夫著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1965.10 

［丛编题名］青木新書 

［丛编题名］アオキ シンショ 

［知识责任］榊利夫 著 

 

 

［正题名］弾圧の歴史 

［第一责任人］塩田庄兵衛著 

［出版地］東京 

［出版者］労働旬報社 

［出版日期］1965.9 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［主题词］労働運動/日本/歴史 

［主题词］思想問題 

［知识责任］塩田庄兵衛 著 

 

 

［正题名］大アジア主義と頭山満 

［第一责任人］葦津珍彦著 

［出版地］東京 

［出版者］日本教文社 

［出版日期］1965.4 

［丛编题名］日本人のための国史 

［丛编题名］ニホンジン ノ タメ ノ コクシ 4 

［附注内容］関係年譜：p205-208 

［知识责任］葦津珍彦 著 

 



 

［正题名］現代中国と中ソ関係 

［第一责任人］平野義太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1965.1 

［丛编题名］アジア·アフリカ講座 

［丛编题名］アジア·アフリカ コウザ 第 2 

［知识责任］平野義太郎 著 

 

 

［正题名］近代革命の再検討 

［第一责任人］日本政治学会編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.12 

［丛编题名］年報政治学 

［丛编题名］ネンポウ セイジガク 1964 年度 

［主题词］革命 

 

 

［正题名］孫文 

［第一责任人］野沢豊著 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1962.1 

［丛编题名］歴史の人間像 

［丛编题名］レキシ ノ ニンゲンゾウ 

［附注内容］付：参考文献 

［知识责任］野沢豊 著 

 

 

［正题名］中国革命の先駆者たち 

［第一责任人］島田虔次著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1965.10 

［丛编题名］筑摩叢書 

［丛编题名］チクマ ソウショ 45 

［主题词］辛亥革命 

［知识责任］島田虔次 著 

 

 

［正题名］熱河宣教の記録 



［第一责任人］飯沼二郎編 

［出版地］東京 

［出版者］未来社 

［出版日期］1965 

［主题词］キリスト教/伝道/中国 

［知识责任］飯沼二郎 編 

 

 

［正题名］無政府主義の哲学 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道編 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.4 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大杉栄著 大沢正道編 第 2 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］民衆芸術論 

［第一责任人］ロマン·ローラン著 

［译者］大杉栄訳出 

［译者］大沢正道編 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.10 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大杉栄著 大沢正道編 第 11 巻 

［附注内容］後半に翻訳小説の章もあり、全体がロマン·ローランの作品ではない 

［知识责任］Rolland, 編 

［知识责任］ローラン 著 

［次知识责任］大杉栄 編 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］自叙伝 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道編 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.12 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大杉栄著 大沢正道編 第 12 巻 



［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］日本脱出記·獄中記 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道編 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1965.1 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大杉栄著 大沢正道編 第 13 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［出版地］［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 （発売） 

［出版日期］1966.1 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［出版地］［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 （発売） 

［出版日期］1965.9 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［出版地］［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 



［出版者］新日本出版社 （発売） 

［出版日期］1965.10 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［出版地］［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 （発売） 

［出版日期］1966.1 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［出版地］［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 （発売） 

［出版日期］1965.11 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［出版地］［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 （発売） 

［出版日期］1965.12 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［出版地］［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 



［出版者］新日本出版社 （発売） 

［出版日期］1965.12 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［出版地］［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 （発売） 

［出版日期］1965.12 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［出版地］［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 （発売） 

［出版日期］1962.5 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［出版地］［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 （発売） 

［出版日期］1966.1 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［出版地］［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 



［出版者］新日本出版社 （発売） 

［出版日期］1962.11 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［出版地］［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 （発売） 

［出版日期］1966.1 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］平和運動と日本共産党 

［第一责任人］日本共産党中央委員会出版部編 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1965.7 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］児島襄著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.11 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 84 

［附注内容］主要参考文献：下巻 p340-344 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］児島襄 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］児島襄著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.4 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 90 

［附注内容］主要参考文献：下巻 p340-344 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］児島襄 著 

 



 

［正题名］毛沢東と整風 

［第一责任人］朝日新聞社調査研究室編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1966.7 

［主题词］共産主義/中国 

［主题词］中国/政治/歴史/民国時代 

 

 

［正题名］日本風景論 

［第一责任人］志賀重昴著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1402-1403 

［附注内容］解説：小島烏水 

［主题词］日本/地誌 

［知识责任］志賀重昂 著 

 

 

［正题名］祝詞·壽詞 

［第一责任人］千田憲編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1082 

［知识责任］千田憲 編 

 

 

［正题名］土佐日記 

［第一责任人］紀貫之著 

［译者］池田龜鑑校訂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 641 

［主题词］日本文学/歴史/平安時代 

［知识责任］紀貫之 著 

［知识责任］池田亀鑑 校訂 

 



 

［正题名］竹取物語 

［第一责任人］島津久基校訂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1929.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 525 

［主题词］竹取物語 

［知识责任］島津久基 校訂 

 

 

［正题名］枕草子 

［第一责任人］清少納言著 

［译者］池田龜鑑校訂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1931.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 742-743 

［主题词］日本文学/歴史/平安時代 

［知识责任］清少納言 著 

［知识责任］池田亀鑑 校訂 

 

 

［正题名］枕草子 

［第一责任人］清少納言著 

［译者］池田龜鑑校訂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1931.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 744-745 

［主题词］日本文学/歴史/平安時代 

［知识责任］清少納言 著 

［知识责任］池田亀鑑 校訂 

 

 

［正题名］枕草子 

［第一责任人］清少納言著 

［译者］池田龜鑑校訂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.5 



［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 746-747 

［主题词］日本文学/歴史/平安時代 

［知识责任］清少納言 著 

［知识责任］池田亀鑑 校訂 

 

 

［正题名］現代支那論 

［第一责任人］尾崎秀実著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1964.10 

［丛编题名］中国新書 

［丛编题名］チュウゴク シンショ 8 

［知识责任］尾崎秀実 著 

 

 

［正题名］上海にて 

［第一责任人］堀田善衛著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1965 

［丛编题名］中国新書 

［丛编题名］チュウゴク シンショ 9 

［知识责任］堀田善衛 著 

 

 

［正题名］近代中国史 

［第一责任人］蔵居良造著 

［出版地］東京 

［出版者］紀伊國屋書店 

［出版日期］1965.9 

［丛编题名］紀伊國屋新書 

［丛编题名］キノクニヤ シンショ B-20 

［知识责任］蔵居良造 著 

 

 

［正题名］関東軍 

［第一责任人］島田俊彦著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.10 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 81 



［主题词］関東軍 

［知识责任］島田俊彦 著 

 

 

［正题名］現代経済史年表 

［第一责任人］堀江英一著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.3 

［丛编题名］日本現代史年表 

［丛编题名］ニホン ゲンダイシ ネンピョウ 

［附注内容］巻末：索引 

［知识责任］堀江英一 著 

 

 

［正题名］李承晩·蒋介石 

［第一责任人］中川信夫著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.8 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 252 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］朝鮮/政治 

［主题词］中国/政治 

［知识责任］中川信夫 著 

 

 

［正题名］現代経済史年表 

［第一责任人］堀江英一著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1962.10 

［丛编题名］日本現代史年表 

［丛编题名］ニホン ゲンダイシ ネンピョウ 

［附注内容］卷末：索引 

［知识责任］堀江英一 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］田中惣五郎著 

［译者］日本歴史学会編 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 



［出版日期］1963.7 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 4 

［附注内容］略年譜：p310-319 

［附注内容］主要参考文献(p320)：巻末 

［知识责任］田中惣五郎 著 

 

 

［正题名］ソ連の共産党政治 

［第一责任人］米国下院非米活動委員会編 

［译者］渡辺銕蔵訳 

［出版地］東京 

［出版者］自由アジア社 

［出版日期］1961.10 

［丛编题名］共産主義の白書 

［丛编题名］キョウサン シュギ ノ ハクショ 第 2 巻 

［次知识责任］渡邊鐵藏 訳 

 

 

［正题名］共産主義のイデオロギー 

［第一责任人］米国下院非米活動委員会編 

［译者］猪間驥一訳 

［出版地］東京 

［出版者］自由アジア社 

［出版日期］1960.12 

［丛编题名］共産主義の白書 

［丛编题名］キョウサン シュギ ノ ハクショ 第 1 巻 

［次知识责任］猪間驥一 訳 

 

 

［正题名］風土記 

［第一责任人］武田祐吉編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1478-1481 

［主题词］風土記 

［主题词］日本/地誌 

［知识责任］武田祐吉 編 

 

 

［正题名］風俗文選 

［第一责任人］伊藤松宇校訂 



［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 364-365 

［主题词］俳文 

［知识责任］伊藤松宇 校訂 

 

 

［正题名］ソヴェト旅行記 

［第一责任人］ジイド著 

［译者］小松清譯 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1559ー1560 

［主题词］GideAndré 

［知识责任］GideAndré 著 

［知识责任］ジイド 著 

［次知识责任］小松清 譯 

 

 

［正题名］毛主席語録 

［第一责任人］毛沢東著 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1966 

［主题词］共産主義/中国 

［知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］國性爺合戰 

 

 

［正题名］鑓の權三重帷子 

［第一责任人］近松門左衞門著 

［译者］和田萬吉校訂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1927.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 33 

［主题词］近松門左衛門 



［知识责任］近松門左衛門 著 

［知识责任］和田万吉 校訂 

 

 

［正题名］日本資本主義年表 

［第一责任人］年表編纂委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.7 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 242 

［附注内容］巻末に索引 

［主题词］日本/経済/歴史/現代/年表 

［主题词］日本/政治/歴史/現代/年表 

 

 

［正题名］訓讀日本書紀 

［第一责任人］黑板勝美編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 200 

［知识责任］黑板勝美 編 

 

 

［正题名］訓讀日本書紀 

［第一责任人］黑板勝美編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1931.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 201-203 

［知识责任］黑板勝美 編 

 

 

［正题名］訓讀日本書紀 

［第一责任人］黑板勝美編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 204-206 

［知识责任］黑板勝美 編 



 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1966.11 

［附注内容］監修：神川彦松 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1966.8 

［附注内容］監修：神川彦松 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

 

 

［正题名］戸坂潤全集 

［第一责任人］戸坂潤著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1966.2 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］戸坂潤 著 

 

 

［正题名］戸坂潤全集 

［第一责任人］戸坂潤著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1966.2 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］戸坂潤 著 

 

 



［正题名］戸坂潤全集 

［第一责任人］戸坂潤著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1966.10 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］戸坂潤 著 

 

 

［正题名］戸坂潤全集 

［第一责任人］戸坂潤著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1966.10 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］戸坂潤 著 

 

 

［正题名］戸坂潤全集 

［第一责任人］戸坂潤著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1967.2 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］戸坂潤 著 

 

 

［正题名］近代日本政治史 

［第一责任人］岡義武著 

［出版地］東京 

［出版者］創文社 

［出版日期］1962.11 

［附注内容］参考文献：p313-316 

［知识责任］岡義武 著 

 

 

［正题名］滿洲通史 

［第一责任人］及川儀右衞門著 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1935.4 

［主题词］満州/歴史 

［主题词］中国東北部/歴史 

［知识责任］及川儀右衞門 著 



 

 

［正题名］現代史事典 

［第一责任人］猪木正道編 

［出版地］東京 

［出版者］創文社 

［出版日期］1955.6 

［丛编题名］現代史講座 

［丛编题名］ゲンダイシ コウザ 6 

［附注内容］附：現代史年表 

［主题词］歴史/叢書 

［知识责任］猪木正道 編 

 

 

［正题名］隋の煬帝 

［第一责任人］宮崎市定著 

［出版地］東京 

［出版者］人物往来社 

［出版日期］1965.12 

［丛编题名］中国人物叢書 

［丛编题名］チュウゴク ジンブツ ソウショ 4 

［知识责任］宮崎市定 著 

 

 

［正题名］滿鮮文化史觀 

［第一责任人］鳥山喜一著 

［出版地］東京 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1935.6 

［知识责任］鳥山喜一 著 

 

 

［正题名］安南通史 

［第一责任人］岩村成允著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1941.8 

［附注内容］安南歴代帝王年表：巻末 p1-19 

［附注内容］安南歴史研究參考資料：巻末 p1-6 

［知识责任］岩村成允 著 

 

 

［正题名］毛沢東語録 

［第一责任人］毛沢東著作言語研究会編 



［出版地］東京 

［出版者］大安 

［出版日期］1968.4 

［附注内容］テキスト版 

［主题词］共産主義/中国 

［知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］統一戦線の歴史 

［第一责任人］労働運動史研究会編集 

［出版地］東京 

［出版者］労働旬報社 

［出版日期］1968.4 

［丛编题名］労働運動史研究 

［丛编题名］ロウドウ ウンドウシ ケンキュウ 48 号 

 

 

［正题名］プロレタリア文化大革命 

［第一责任人］安藤彦太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］大安出版 

［出版日期］1967 

［主题词］中国文化大革命 

［知识责任］安藤彦太郎 著 

 

 

［正题名］鴉片戦争の研究 

［第一责任人］佐々木正哉編 

［出版地］東京 

［出版者］近代中国研究委員会 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 (発売) 

［出版日期］1964.11 

［丛编题名］近代中国研究叢刊 

［丛编题名］キンダイ チュウゴク ケンキュウ ソウカン 

［主题词］阿片戦争 

［知识责任］佐々木正哉 編 

 

 

［正题名］北京籠城 

［第一责任人］柴五郎述 

 

 

［正题名］北京籠城日記 



［第一责任人］服部宇之吉著 

［译者］大山梓編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］2003.9 

［丛编题名］ワイド版東洋文庫 

［丛编题名］ワイドバン トウヨウ ブンコ 53 

［附注内容］印刷·製本：デジタルパブリッシングサービス 

［附注内容］北京篭城年表：p241-262 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］服部宇之吉 著 

［知识责任］柴五郎 述 

［次知识责任］大山梓 編 

 

 

［正题名］教養としての中国史 

［第一责任人］植村清二著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1965.12 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 63 

［附注内容］参考文献·年表：p225～233 

［知识责任］植村清二 著 

 

 

［正题名］軍国アメリカ 

［第一责任人］小山内宏著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1965.11 

［丛编题名］ミリオンブックス 

［丛编题名］ミリオン ブックス 

［主题词］アメリカ合衆国/国防 

［知识责任］小山内宏 著 

 

 

［正题名］日本の回復 

［第一责任人］村松剛著 

［出版地］東京 

［出版者］番町書房 

［出版日期］1965.10 

［主题词］日本/社会 

［主题词］日本/政治 



［知识责任］村松剛 著 

 

 

［正题名］日本外交史 

［第一责任人］鹿島守之助著 

［出版地］東京 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1965 

［知识责任］鹿島守之助 著 

 

 

［正题名］日本の政治家たち 

［第一责任人］田々宮英太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］路書房 

［出版日期］1965.7 

［附注内容］主要参考文献：313-314p 

［主题词］政治家 

［知识责任］田々宮英太郎 著 

 

 

［正题名］支那地名辭典 

［第一责任人］星斌夫著 

［出版地］東京 

［出版者］富山房 

［出版日期］1941.4 

［附注内容］付：歴代王朝一覧表 

［主题词］中国/地名/辞書 

［知识责任］星斌夫 著 

 

 

［正题名］世界歴史 

［第一责任人］中山治一，猪木正道編 

［出版地］京都 

［出版者］人文書院 

［出版日期］1965.5 

［知识责任］中山治一 編 

［知识责任］猪木正道 編 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東著 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会訳 

［出版地］東京 



［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1966.5 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］ベトナム問題と日本共産党 

［第一责任人］日本共産党中央委員会出版部編 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1965.7 

［主题词］日本共産党 

［主题词］ベトナム戦争 

 

 

［正题名］日韓条約と日本共産党 

［第一责任人］日本共産党中央委員会出版部編 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1965.10 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］乱世に生きる中国人の知恵 

［第一责任人］諸橋轍次著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1965.9 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 55 

［主题词］中国思想/歴史 

［知识责任］諸橋轍次 著 

 

 

［正题名］山本元帥言行録 

［第一责任人］伊藤金次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］春陽堂書店 

［出版日期］1943.9 

［知识责任］伊藤金次郎 著 

 

 



［正题名］平田平三傳 

［第一责任人］田中龜之助著 

［出版地］東京 

［出版者］基督教出版社 

［出版日期］1938.12 

［附注内容］巻末：附録 

［知识责任］平田平三 著 

［知识责任］田中亀之助 著 

 

 

［正题名］中ソ対立とその影響 

［第一责任人］日本国際政治学会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際政治学会 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣(発売) 

［出版日期］1965.10 

［丛编题名］国際政治 

［丛编题名］コクサイ セイジ 1964 no.3 [29 号] 

［主题词］中ソ対立 

 

 

［正题名］アメリカ帝国主義 

［第一责任人］池上惇著 

［出版地］東京 

［出版者］労働経済社 

［出版日期］1965.10 

［知识责任］池上惇 著 

 

 

［正题名］国民革命の展開と挫折 

［第一责任人］岩村三千夫著 

［出版地］東京 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1966.1 

［丛编题名］現代中国の歴史 

［丛编题名］ゲンダイ チュウゴク ノ レキシ 岩村三千夫著 1 

［附注内容］現代中国の歴史(年表)：p281-286 

［知识责任］岩村三千夫 著 

 

 

［正题名］現代中国論 

［第一责任人］中島嶺雄著 

［出版地］東京 



［出版者］青木書店 

［出版日期］1964.11 

［主题词］中国/政治 

［知识责任］中嶋嶺雄 著 

 

 

［正题名］新中国の人間観 

［第一责任人］呉晗著 

［译者］佐久間重男，小林文男訳 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1965.7 

［主题词］中国/歴史 

［主题词］中国/伝記 

［知识责任］呉晗 著 

［次知识责任］佐久間重男 訳 

［次知识责任］小林文男 訳 

 

 

［正题名］米國の政治組織及其活動 

［第一责任人］大山卯次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］國際聯盟協會 

［出版日期］1930.10 

［丛编题名］國際聯盟協會叢書 

［丛编题名］コクサイ レンメイ キョウカイ ソウショ 第 106 輯 

［附注内容］附録：亞米利加合衆國憲法 

［主题词］アメリカ合衆国/政治 

［知识责任］大山卯次郎 著 

 

 

［正题名］昭和風雲録 

［第一责任人］満田巖著 

［出版地］東京 

［出版者］新紀元社 

［出版日期］1940.12 

［知识责任］満田巌 著 

 

 

［正题名］日本外交の決定的瞬間 

［第一责任人］加瀬俊一著 

［出版地］東京 

［出版者］日本経済新聞社 

［出版日期］1965.8 



［丛编题名］日経新書 

［丛编题名］ニッケイ シンショ 24 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

［知识责任］加瀬俊一 著 

 

 

［正题名］秘められた昭和史 

［第一责任人］林正義編 

［出版地］東京 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1965.7 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］林正義 編 

 

 

［正题名］中国革命史 

［第一责任人］池田誠共著 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1965.11 

［丛编题名］市民教室 

［丛编题名］シミン キョウシツ 16 

［知识责任］池田誠 著 

 

 

［正题名］人生について 

［第一责任人］大杉栄著 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1965.3 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ セン 大沢正道等編 14 

［知识责任］大杉栄 著 

 

 

［正题名］東アジア世界 

［第一责任人］羽田明，日比野丈夫編 

［出版地］京都 

［出版者］人文書院 

［出版日期］1965.10 

［丛编题名］世界歴史 

［丛编题名］セカイ レキシ 第 4 巻 

［知识责任］羽田明 編 

［知识责任］日比野丈夫 編 



 

 

［正题名］オリエント·地中海世界 

［第一责任人］羽田明，会田雄次編 

［出版地］京都 

［出版者］人文書院 

［出版日期］1966.1 

［丛编题名］世界歴史 

［丛编题名］セカイ レキシ 第 3 巻 

［知识责任］羽田明 編 

［知识责任］会田雄次 編 

 

 

［正题名］先史の世界 

［第一责任人］有光教一，樋口隆康編 

［出版地］京都 

［出版者］人文書院 

［出版日期］1965.8 

［丛编题名］世界歴史 

［丛编题名］セカイ レキシ 第 1 巻 

［附注内容］巻末：年表 2 枚 

［附注内容］巻末：折込図 1 枚 

［知识责任］樋口隆康 編 

［知识责任］有光教一 編 

 

 

［正题名］朱元璋 

［第一责任人］谷口規矩雄著 

［出版地］東京 

［出版者］人物往来社 

［出版日期］1966.9 

［丛编题名］中国人物叢書 

［丛编题名］チュウゴク ジンブツ ソウショ 9 

［知识责任］谷口規矩雄 著 

 

 

［正题名］孫文の研究 

［第一责任人］藤井昇三著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1966.4 

［附注内容］参考文献：p287-293 

［主题词］中国/政治/歴史/民国時代 

［知识责任］藤井昇三 著 



 

 

［正题名］東西交渉史 

［第一责任人］ヘンリ·ユール著 

［译者］アンリ·コルディエ補 

［译者］東亜史研究会訳·編 

［出版地］東京 

［出版者］帝国書院 

［出版日期］1944.2 

［主题词］東洋と西洋 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［知识责任］Yule 著 

［知识责任］ユール 著 

 

 

［正题名］近世日本の儒學 

［第一责任人］徳川公繼宗七十年祝賀記念會編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.8 

［主题词］儒学 

［知识责任］徳川家達 編 

 

 

［正题名］満鉄 

［第一责任人］伊藤武雄，荻原極，藤井満洲男編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1966.5 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 31 

［主题词］南満州鉄道 

［知识责任］伊藤武雄 編 

［知识责任］荻原極 編 

［知识责任］藤井満洲男 編 

 

 

［正题名］中國土地文書の研究 

［第一责任人］天海謙三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1966.3 

［主题词］土地制度/中国 

［主题词］土地登記 



［知识责任］天海謙三郎 著 

 

 

［正题名］朝鮮史研究 

［第一责任人］内藤雋輔著 

［出版地］［京都］ 

［出版者］東洋史研究会 

［出版日期］1961.11 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 10 

［主题词］朝鮮/歴史 

［知识责任］内藤雋輔 著 

 

 

［正题名］日本のラテン·アメリカ調査研究書概説 

［第一责任人］ラテン·アメリカ協会編 

［出版地］東京 

［出版者］ラテン·アメリカ協会 

［出版日期］1965.3 

［主题词］ラテン·アメリカ/書目/解題 

［主题词］ラテン·アメリカ研究 

［主题词］ラテン·アメリカ研究/書目 

 

 

［正题名］中国通信 1964～1966 

［第一责任人］安藤彦太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］大安 

［出版日期］1966.11 

［知识责任］安藤彦太郎 著 

 

 

［正题名］日鮮関係史の研究 

［第一责任人］中村栄孝著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1965.9 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［知识责任］中村栄孝 著 

 

 

［正题名］清朝前史の研究 

［第一责任人］三田村泰助著 

［出版地］京都 



［出版者］東洋史研究会(京都大学文学部内) 

［出版日期］1965.10 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 14 

［主题词］中国/歴史 --清時代 

［主题词］満州/歴史/明時代 

［知识责任］三田村泰助 著 

 

 

［正题名］日韓問題 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1965.10 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 1948- 大韓民国 

［主题词］朝鮮 1948- 大韓民国/外国関係/日本 

 

 

［正题名］明治文化資料叢書 

［第一责任人］明治文化資料叢書刊行会編 

［出版地］東京 

［出版者］風間書房 

［出版日期］1972.7 

［附注内容］農商務大臣官房統計課(1912 年 5 月刊ー)の復刻 

［附注内容］附録あり 

［主题词］日本/文化/歴史/明治時代 

 

 

［正题名］明治文化資料叢書 

［第一责任人］明治文化資料叢書刊行会編 

［出版地］東京 

［出版者］風間書房 

［出版日期］1969.3 

［附注内容］農商務大臣官房統計課(1912 年 5 月刊ー)の復刻 

［附注内容］附録あり 

［主题词］日本/文化/歴史/明治時代 

 

 

［正题名］東亞史研究 

［第一责任人］和田清著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1959.3 

［丛编题名］東洋文庫論叢 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ ロンソウ 第 42 



［知识责任］和田清 著 

 

 

［正题名］支那省別全誌 

［第一责任人］東亜同文会編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜同文会 

［出版日期］1920.9 

［正题名］支那省別全誌 

［第一责任人］東亜同文会編 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1941.8 

［正题名］支那省別全誌 

［第一责任人］東亜同文会編 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1943.10 

［正题名］支那省別全誌 

［第一责任人］東亜同文会編 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1943.3 

［正题名］南蠻文學 

［第一责任人］新村出著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1931.6 

［丛编题名］岩波講座日本文學 

［丛编题名］イワナミ コウザ ニホン ブンガク 日本文學と外来思潮との交渉 2 

［知识责任］新村出 著 

 

 

［正题名］滿洲國史通論 

［第一责任人］稲葉岩吉著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1940.4 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］稲葉岩吉 著 

 

 

［正题名］滿洲經濟年報 

［第一责任人］滿鐡經濟調査會編 



［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1937.4 

［正题名］吉林省を中心として見たる滿洲民族變遷史 

［第一责任人］峯籏良充著 

［出版地］大連 

［出版者］滿洲文化協會 

［出版日期］1932.11 

［主题词］満州/歴史 

［知识责任］峯籏良充 著 

 

 

［正题名］コミンテルン·ドキュメント 

［第一责任人］ジェーン·デグラス編著 

［译者］荒畑寒村，大倉旭，救仁郷繁訳 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1977.3 

［知识责任］Degras 編著 

［知识责任］デグラス 編著 

［次知识责任］荒畑寒村 訳 

［次知识责任］大倉旭 訳 

［次知识责任］救仁郷繁 訳 

 

 

［正题名］コミンテルン·ドキュメント 

［第一责任人］ジェーン·デグラス編著 

［译者］荒畑寒村，大倉旭，救仁郷繁訳 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1977.3 

［知识责任］Degras 編著 

［知识责任］デグラス 編著 

［次知识责任］荒畑寒村 訳 

［次知识责任］大倉旭 訳 

［次知识责任］救仁郷繁 訳 

 

 

［正题名］コミンテルン·ドキュメント 

［第一责任人］ジェーン·デグラス編著 

［译者］荒畑寒村，大倉旭，救仁郷繁訳 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1977.3 



［知识责任］Degras 編著 

［知识责任］デグラス 編著 

［次知识责任］荒畑寒村 訳 

［次知识责任］大倉旭 訳 

［次知识责任］救仁郷繁 訳 

 

 

［正题名］中国の人民民主政権 

［第一责任人］福島正夫著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1965.10 

［丛编题名］東大社会科学研究叢書 

［丛编题名］トウダイ シャカイ カガク ケンキュウ ソウショ 16 

［附注内容］中国の人民民主政権年表：p[567]-596 

［知识责任］福島正夫 著 

 

 

［正题名］日本政党史論 

［第一责任人］升味準之輔著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1965.11 

［丛编题名］日本政治研究叢書 

［丛编题名］ニホン セイジ ケンキュウ ソウショ 1 

［主题词］政党/歴史 

［知识责任］升味準之輔 著 

 

 

［正题名］金朝史研究 

［第一责任人］外山軍治著 

［出版地］京都 

［出版者］東洋史研究會 

［出版日期］1964.10 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 13 

［主题词］中国/歴史/金 

［知识责任］外山軍治 著 

 

 

［正题名］原人発掘 

［第一责任人］遠藤隆次著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 



［出版日期］1965.5 

［主题词］古生物学 

［主题词］原人 

［知识责任］遠藤隆次 著 

 

 

［正题名］帝都大學評判記 

［第一责任人］大村八郎著 

［出版地］東京 

［出版者］三友堂書店 

［出版日期］1934.3 

［主题词］学校案内 

［主题词］大学 

［知识责任］大村八郎 著 

 

 

［正题名］中国·山崎·賎ヶ嶽の役 

［出版地］東京 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1965 

［丛编题名］日本の戦史 

［丛编题名］ニホン ノ センシ 旧参謀本部編纂 3 

［主题词］賎が岳の戦 

 

 

［正题名］林則徐 

［第一责任人］堀川哲男著 

［出版地］東京 

［出版者］人物往来社 

［出版日期］1966.7 

［丛编题名］中国人物叢書 

［丛编题名］チュウゴク ジンブツ ソウショ 11 

［附注内容］参考資料：p258-259 

［附注内容］林則徐関係略年譜：p260-265 

［知识责任］堀川哲男 著 

 

 

［正题名］日本文化論考 

［第一责任人］西村眞次著 

［出版地］東京 

［出版者］厚生閣 

［出版日期］1941.5 

［知识责任］西村真次 著 

 



 

［正题名］近代日支文化論 

［第一责任人］實藤惠秀著 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1941.10 

［丛编题名］東亞文化叢書 

［丛编题名］トウア ブンカ ソウショ 1 

［知识责任］実藤恵秀 著 

 

 

［正题名］早稻田學園 

［第一责任人］早稻田大學編 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田大學 

［出版日期］1942.4 

［正题名］阿片東漸史 

［第一责任人］馬場鯱著 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲事情案内所 

［出版日期］1941.11 

［主题词］阿片 

［知识责任］馬場鯱 著 

 

 

［正题名］囘顧七十年 

［第一责任人］深井英五著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.11 

［知识责任］深井英五 著 

 

 

［正题名］英米包囲陣と日本の進路 

［第一责任人］斉藤忠著 

［出版地］東京 

［出版者］春陽堂 

［出版日期］1941.10 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］斉藤忠 著 

 

 

［正题名］外人の見た日本の横顔 

［第一责任人］ジャパン·ツーリスト·ビューロー編纂 



［出版地］東京 

［出版者］ジャパン·ツーリスト·ビューロー 

［出版日期］1935.4 

［知识责任］ジャパン·ツーリスト·ビューロー 編纂 

 

 

［正题名］現代先覺者傳 

［第一责任人］浦井靖六著 

［出版地］大阪 

［出版者］堀書店 

［出版日期］1943.4 

［知识责任］浦井靖六 著 

 

 

［正题名］巴彦塔拉盟要覽 

［第一责任人］張小峰編 

［出版地］厚和 

［出版者］巴彦塔拉盟官房 

［出版日期］1939.3 

［附注内容］成紀 734 年 3 月 20 日発行 

［知识责任］巴彦塔拉盟官房 編 

［知识责任］張小峰 編 

 

 

［正题名］神話傳説の支那 

［第一责任人］松村武雄著 

［出版地］東京 

［出版者］サイレン社 

［出版日期］1922.11 

［知识责任］松村武雄 著 

 

 

［正题名］近代支那と英吉利 

［第一责任人］百瀬弘，沼田鞆雄著 

［出版地］東京 

［出版者］蛍雪書院 

［出版日期］1940.12 

［丛编题名］歴史學叢書 

［丛编题名］レキシガク ソウショ 亜細亜研究篇 第 7 

［附注内容］附録：欧文参考文献略解 

［主题词］イギリス/外国関係/中国 

［主题词］中国/外国関係/イギリス 

［知识责任］百瀬弘 著 

［知识责任］沼田鞆雄 著 



 

 

［正题名］満洲帝国総攬 

［第一责任人］日本外事協会編 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1934.6 

［主题词］満州国 

 

 

［正题名］満洲における植民地經濟の史的展開 

［第一责任人］石田興平著 

［出版地］京都 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1964.3 

［主题词］植民地/満州 

［知识责任］石田興平 著 

 

 

［正题名］続·中国新文学運動史 

［第一责任人］尾坂徳司著 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1965.3 

［主题词］中国文学/歴史/民国時代 

［知识责任］尾坂徳司 著 

 

 

［正题名］戦時通貨工作史論 

［第一责任人］桑野仁著 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1965.10 

［主题词］通貨問題/中国 

［知识责任］桑野仁 著 

 

 

［正题名］アジア·日本の道 

［第一责任人］橘樸著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1966.8 

［丛编题名］橘樸著作集 

［丛编题名］タチバナ シラキ チョサクシュウ 橘樸著作集刊行委員会編 第 3 巻 



［主题词］ナショナリズム 

［知识责任］橘樸 著 

 

 

［正题名］日華明治維新史 

［第一责任人］中村孝也著 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂 

［出版日期］1942.3 

［主题词］明治維新 

［知识责任］中村孝也 著 

 

 

［正题名］近代中國研究 

［第一责任人］近代中國研究委員會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1964.5 

［正题名］朝鮮史大系 

［第一责任人］朝鮮史學會編輯 

［出版地］京城 

［出版者］朝鮮史學會 

［出版日期］1929.12 

［正题名］朝鮮史大系 

［第一责任人］朝鮮史學會編輯 

［出版地］京城 

［出版者］朝鮮史學會 

［出版日期］1929.12 

［正题名］朝鮮史大系 

［第一责任人］朝鮮史學會編輯 

［出版地］京城 

［出版者］朝鮮史學會 

［出版日期］1929.12 

［正题名］朝鮮史大系 

［第一责任人］朝鮮史學會編輯 

［出版地］京城 

［出版者］朝鮮史學會 

［出版日期］1929.12 

［正题名］中國征服王朝の研究 

［第一责任人］田村實造著 

［出版地］京都 

［出版者］東洋史研究會 

［出版日期］1964.9 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 



［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 12(1) 

［主题词］中国/歴史/遼 

［主题词］中国/歴史/金 

［主题词］中国/歴史/元時代 

［知识责任］田村実造 著 

 

 

［正题名］宋史職官志索引 

［第一责任人］佐伯富編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学東洋史研究会 

［出版日期］1963.11 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 11 

［附注内容］バラジ教授の宋史提要編纂事業に寄せる 

［主题词］宋史/索引 

［主题词］官職 

［主题词］中国/歴史/宋時代 

［知识责任］佐伯富 編 

 

 

［正题名］熱河省第二迴參事官會議議事録 

［第一责任人］熱河省公署編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］熱河省公署 

［出版日期］1935.9 

［正题名］天津電氣事業統制方筞竝調査資料 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社調査部 

［出版日期］1937.12 

［正题名］福建電氣事業ノ現勢ト其改進方筞 

［第一责任人］興亞院政務部編 

［出版地］東京 

［出版者］興亞院政務部 

［出版日期］1940.2 

［正题名］國史概説 

［第一责任人］東京帝國大學文學部講義編 

［出版地］東京 

［出版者］東京帝國大學文學部講義 

［出版日期］1940 

［正题名］清國事情研究の急務 

［第一责任人］大隈重信著 

［出版地］［出版地不详］ 



［出版者］博文館 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］大隈重信 著 

 

 

［正题名］續日本權力史論 

［第一责任人］作田高太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1964.9 

［知识责任］作田高太郎 著 

 

 

［正题名］内外市場に於ける輸出綿織物の現勢 

［第一责任人］商工省商務局編 

［出版地］東京 

［出版者］日本輸出綿織物同業組合聯合會 

［出版日期］1929.2 

［知识责任］商工省商務局 編 

 

 

［正题名］康熙十五年丈量、蘇州府長洲縣魚鱗図册の田土統計的考察 

［第一责任人］鶴見尚弘著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1976 

［知识责任］鶴見尚弘 著 

 

 

［正题名］清初、蘇州府の魚鱗冊に關するー考察 

［第一责任人］鶴見尚弘著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1969 

［知识责任］鶴見尚弘 著 

 

 

［正题名］起ちあがる農民たち 

［第一责任人］田中正俊編 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.1 

［知识责任］田中正俊 編 

 



 

［正题名］中國前近代社會における专制支配と農民運動 

［第一责任人］柳田節子編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1975.4 

［知识责任］柳田節子 編 

 

 

［正题名］鄉村制の展開 

［第一责任人］柳田節子編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1970 

［知识责任］柳田節子 編 

 

 

［正题名］ 近の中國における宋代土地制度研究 

［第一责任人］柳田節子編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1964 

［知识责任］柳田節子 編 

 

 

［正题名］宋代土地所有制にみられるニつの型 

［第一责任人］柳田節子編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1963.1 

［知识责任］柳田節子 編 

 

 

［正题名］兩宋經濟重心的南移 

［第一责任人］張家駒著 

［译者］柳田節子編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1967.3 

［知识责任］張家駒 著 

［次知识责任］柳田節子 編 

 

 

［正题名］宋代地主制と公權力 



［第一责任人］柳田節子著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1975.3 

［知识责任］柳田節子 著 

 

 

［正题名］宋代國家權力と農村秩序 

［第一责任人］柳田節子著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1967 

［知识责任］柳田節子 著 

 

 

［正题名］元代鄉村の户等制 

［第一责任人］柳田節子著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1977 

［知识责任］柳田節子 著 

 

 

［正题名］『杜騙新書』とその和刻本 

［第一责任人］鶴見尚弘著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］鶴見尚弘 著 

 

 

［正题名］宋代佃户制の檢討 

［第一责任人］柳田節子著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1973.4 

［知识责任］柳田節子 著 

 

 

［正题名］神武の兵 

［第一责任人］北村一夫著 

［出版地］東京 

［出版者］教學社 

［出版日期］1944.3 



［知识责任］北村一夫 著 

 

 

［正题名］廿九年目の仇击 

［第一责任人］長谷川伸著 

［出版地］東京 

［出版者］大道書房 

［出版日期］1942.7 

［知识责任］長谷川伸 著 

 

 

［正题名］太閤秀吉 

［第一责任人］筒井敏雄著 

［出版地］東京 

［出版者］興亞書房 

［出版日期］1941.3 

［知识责任］筒井敏雄 著 

 

 

［正题名］革新隨想 

［第一责任人］住田正一著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋堂 

［出版日期］1942.2 

［知识责任］住田正一 著 

 

 

［正题名］文藝時論集 

［第一责任人］青木實著 

［出版地］新京 

［出版者］奉天大阪屋號書店 

［出版日期］1944.8 

［知识责任］青木實 著 

 

 

［正题名］五十万石の痣 

［第一责任人］笹本寅著 

［出版地］奉天 

［出版者］吐風書房 

［出版日期］1943.6 

［丛编题名］武道士小説集 

［知识责任］笹本寅 著 

 

 



［正题名］大捕物仙人壺 

［第一责任人］國枝史郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日本出版配給株式會社 

［出版日期］1942.4 

［知识责任］國枝史郎 著 

 

 

［正题名］ねずみ娘 

［第一责任人］宇井無愁著 

［出版地］東京 

［出版者］東成社 

［出版日期］1940.8 

［知识责任］宇井無愁 著 

 

 

［正题名］ロマンスの發育 

［第一责任人］佐々木邦著 

［出版地］東京 

［出版者］東成社 

［出版日期］1942.12 

［丛编题名］ューモア文庫 

［知识责任］佐々木邦 著 

 

 

［正题名］平明評釋愛國百人一首 

［第一责任人］數納兵治著 

［出版地］北京 

［出版者］永增書局 

［出版日期］1943.5 

［知识责任］數納兵治 著 

 

 

［正题名］鯨とともに 

［第一责任人］野村愛正著 

［出版地］東京 

［出版者］日本出版配給株式會社 

［出版日期］1944.8 

［知识责任］野村愛正 著 

 

 

［正题名］明治日支文化交渉 

［第一责任人］實藤惠秀著 

［出版地］東京 



［出版者］光風館 

［出版日期］1943.5 

［知识责任］実藤恵秀 著 

 

 

［正题名］岩波国語辞典 

［第一责任人］西尾実，岩淵悦太郎，水谷静夫編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.2 

［主题词］日本語-辞典 

［主题词］日本語/辞書 

［知识责任］西尾実 編 

［知识责任］岩淵悦太郎 編 

［知识责任］水谷静夫 編 

 

 

［正题名］日本論 

［第一责任人］戴天仇著 

［译者］安藤文郎譯 

［出版地］東京 

［出版者］章華社 

［出版日期］1935.9 

［主题词］日本/社会 

［知识责任］戴季陶 著 

［次知识责任］安藤文郎 譯 

 

 

［正题名］支那の文化と現代 

［第一责任人］諸橋轍次著 

［出版地］東京 

［出版者］皇國青年教育協會 

［出版日期］1942.12 

［主题词］中国--文化 

［知识责任］諸橋轍次 著 

 

 

［正题名］東洋史辭典 

［第一责任人］中山久四郎著 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1935.3 

［主题词］東洋/歴史/辞書 

［知识责任］中山久四郎 著 



 

 

［正题名］支那書籍解題 

［第一责任人］長澤規矩也編著 

［出版地］東京 

［出版者］文求堂書店 

［出版日期］1940.11 

［主题词］書目/解題 

［知识责任］長澤規矩也 編著 

 

 

［正题名］彌榮村要覽 

［第一责任人］山崎芳雄編 

［出版地］東京 

［出版者］満洲移住協會 

［出版日期］1936.6 

［知识责任］山崎芳雄 編 

 

 

［正题名］康煕帝傳 

［第一责任人］ブーヴェ著 

［译者］後藤末雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1941.5 

［知识责任］Bouvet 著 

［知识责任］ブーヴェ 著 

［次知识责任］後藤末雄 訳 

 

 

［正题名］松村謙三と中国 

［第一责任人］田川誠一著 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1972 

［附注内容］松村謙三年譜：p229-244 

［知识责任］田川誠一 著 

 

 

［正题名］支那の原始文化 

［第一责任人］アンダーソン著 

［译者］三森定男訳 

［出版地］東京 

［出版者］四海書房 



［出版日期］1941.11 

［主题词］中国/歴史/古代 

［主题词］考古学 

［知识责任］Andersson 著 

［知识责任］アンダーソン 著 

［次知识责任］三森定男 訳 

 

 

［正题名］アジア文化の基調 

［第一责任人］高楠順次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］萬里閣 

［出版日期］1943.11 

［主题词］東洋思想 

［知识责任］高楠順次郎 著 

 

 

［正题名］動く蒙古 

［第一责任人］有高巌，青木富太郎共著 

［出版地］東京 

［出版者］目黒書店 

［出版日期］1941.9 

［丛编题名］アジア歴史叢書 

［丛编题名］アジア レキシ ソウショ 4 

［知识责任］有高巖 著 

［知识责任］青木富太郎 著 

 

 

［正题名］日本儒学史 

［第一责任人］高田真治著 

［出版地］東京 

［出版者］地人書館 

［出版日期］1943.11 

［丛编题名］大觀日本文化史薦書 

［丛编题名］タイカン ニホン ブンカシ センショ 

［主题词］儒学 

［知识责任］高田真治 著 

 

 

［正题名］東亞美術史綱 

［第一责任人］フェノロサ著 

［译者］有賀長雄譯註 

［出版地］大阪 

［出版者］創元社 



［出版日期］1940.11 

［丛编题名］日本文化名著選 

［丛编题名］ニホン ブンカ メイチョ セン 

［附注内容］原著は大正 10 年 7 月刊行 

［附注内容］校閲：大村西涯 

［主题词］美術東洋/歴史 

［知识责任］Fenollosa 著 

［次知识责任］有賀長雄 譯註 

 

 

［正题名］蒙古の秘史 

［第一责任人］小林高四郎訳註 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1941.6 

［主题词］中国/歴史/元時代 

［主题词］蒙古/歴史 

［知识责任］小林高四郎 訳註 

 

 

［正题名］獨逸民族史 

［第一责任人］ルードルフ·ヘルツオーク著 

［译者］稻木勝彦譯 

［出版地］東京 

［出版者］聖紀書房 

［出版日期］1942.1 

［附注内容］附：西暦対照国史年表（巻末 p1-16） 

［知识责任］Herzog 著 

［知识责任］ヘルツオーク 著 

［次知识责任］稻木勝彦 譯 

 

 

［正题名］沖縄県の歴史 

［第一责任人］新里恵二，田港朝昭，金城正篤著 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1972.5 

［丛编题名］県史シリーズ 

［丛编题名］ケンシ シリーズ 47 

［附注内容］巻末：参考文献 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］新里恵二 著 

［知识责任］金城正篤 著 

［知识责任］田港朝昭 著 



 

 

［正题名］「尖閣」列島 

［第一责任人］井上清著 

［出版地］東京 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1972 

［主题词］尖閣列島 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］トインビー 

［第一责任人］社会思想研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］社会思想研究会出版会 

［出版日期］1957.3 

［附注内容］参考文献：p72-73 

［主题词］歴史学 

 

 

［正题名］トインビー批判 

［第一责任人］P.A.ソローキン著 

［译者］山口光朔訳 

［出版地］東京 

［出版者］社会思想研究会出版部 

［出版日期］1959.1 

［丛编题名］社会思想全書 

［丛编题名］シャカイ シソウ ゼンショ 

［知识责任］Sorokin 著 

［知识责任］ソローキン 著 

［次知识责任］山口光朔 訳 

 

 

［正题名］試煉に立つ文明 

［第一责任人］トインビー著 

［译者］深瀬基寛譯 

［出版地］東京 

［出版者］社会思想研究会出版部 

［出版日期］1952.2 

［主题词］歴史/論説 

［主题词］文化/論説 

［知识责任］Toynbee 著 

［知识责任］トインビー 著 

［次知识责任］深瀬基寛 譯 



 

 

［正题名］歴史の教訓 

［第一责任人］A.J.トインビー著 

［译者］松本重治編訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.5 

［主题词］歴史 

［主题词］歴史学 

［知识责任］Toynbee 著 

［知识责任］トインビー A.J.著 

［次知识责任］松本重治 編訳 

 

 

［正题名］東條尋問録 

［第一责任人］朝日新聞法廷記者團著 

［出版地］東京 

［出版者］ニュース社 

［出版日期］1948.2 

［丛编题名］東京裁判 

［丛编题名］トウキョウ サイバン 朝日新聞法廷記者團著 特輯 

 

 

［正题名］技術發達史 

［第一责任人］加茂儀一著 

［出版地］東京 

［出版者］商工行政社 

［出版日期］1943.6 

［丛编题名］技術文化大系 

［丛编题名］ギジュツ ブンカ タイケイ 

［主题词］技術/歴史 

［知识责任］加茂儀一 著 

 

 

［正题名］日本國家主義運動史 

［第一责任人］木下半治著 

［出版地］東京 

［出版者］岩崎書店 

［出版日期］1952.6 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］国粋主義 

［知识责任］木下半治 著 

 



 

［正题名］日本國家主義運動史 

［第一责任人］木下半治著 

［出版地］東京 

［出版者］岩崎書店 

［出版日期］1952.6 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］国粋主義 

［知识责任］木下半治 著 

 

 

［正题名］東方文化學院一覽 

［第一责任人］東方文化学院編 

［出版地］東京 

［出版者］東方文化学院 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］龍谷大學一覽 

［第一责任人］龍谷大學編輯 

［出版地］京都 

［出版者］龍谷大學 

［出版日期］1940.7 

［正题名］教育年鑑 

［第一责任人］産業と教育編輯部編 

［出版地］東京 

［出版者］成美堂書店 

［出版日期］1937 

［主题词］日本/教育/年鑑 

［知识责任］産業と教育編輯部 編 

 

 

［正题名］日清戦争の研究 

［第一责任人］中塚明著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］文献等の注：文節末 

［主题词］日清戦争 1894ー 

［知识责任］中塚明 著 

 

 

［正题名］明清時代交通史の研究 

［第一责任人］星斌夫著 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 



［出版日期］1971.3 

［附注内容］巻末：英文目次 

［主题词］中国/交通/歴史/明時代 

［主题词］中国/交通/歴史/清時代 

［知识责任］星斌夫 著 

 

 

［正题名］日本史概説 

［第一责任人］坂本太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1970.9 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］坂本太郎 著 

 

 

［正题名］日本史概説 

［第一责任人］坂本太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1970.9 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］坂本太郎 著 

 

 

［正题名］長安の春 

［第一责任人］石田幹之助著 

［出版地］東京 

［出版者］創元社 

［出版日期］1941.4 

［知识责任］石田幹之助 著 

 

 

［正题名］蒙古黄金史 

［第一责任人］小林高四郎訳註 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1941 

［主题词］蒙古/歴史 

［知识责任］小林高四郎 訳註 

 

 

［正题名］清代史の研究 

［第一责任人］安部健夫著 



［出版地］東京 

［出版者］創文社 

［出版日期］1971.2 

［丛编题名］東洋學叢書 

［丛编题名］トウヨウガク ソウショ 

［附注内容］その他のタイトルは第 2 刷(1981.7)巻末による 

［知识责任］安部健夫 著 

 

 

［正题名］日本と西洋 

［第一责任人］沼田次郎編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1971.12 

［丛编题名］東西文明の交流 

［丛编题名］トウザイ ブンメイ ノ コウリュウ 6 

［附注内容］文献解題：p452-468 

［主题词］日本と西洋 

［知识责任］沼田次郎 編 

 

 

［正题名］西欧文明と東アジア 

［第一责任人］榎一雄編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1971.7 

［丛编题名］東西文明の交流 

［丛编题名］トウザイ ブンメイ ノ コウリュウ 5 

［附注内容］文献解題：p438-459 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［主题词］東洋と西洋 

［知识责任］榎一雄 編 

 

 

［正题名］藝術の支那·科學の支那 

［第一责任人］後藤末雄著 

［出版地］東京 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1942.10 

［主题词］中国/紀行 

［知识责任］後藤末雄 著 

 

 

［正题名］大隈重信傳 



［第一责任人］馬場恒吾著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1932.1 

［丛编题名］偉人傳全集 

［丛编题名］イジンデン ゼンシュウ 第 13 巻 

［知识责任］馬場恒吾 著 

 

 

［正题名］東洋天文學史論叢 

［第一责任人］能田忠亮著 

［出版地］東京 

［出版者］恒星社 

［出版日期］1943.10 

［主题词］天文学/歴史 

［主题词］天文学/歴史 

［知识责任］能田忠亮 著 

 

 

［正题名］大日本佛教全書 

［第一责任人］高楠順次郎編 

［出版地］東京 

［出版者］潮書房 

［出版日期］1932.2 

［知识责任］高楠順次郎 編 

 

 

［正题名］日本近代化と九州 

［第一责任人］福岡ユネスコ協会編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1972.7 

［丛编题名］九州文化論集 

［丛编题名］キュウシュウ ブンカ ロンシュウ 福岡ユネスコ協会編 4 

［附注内容］監修：高橋正雄 

［知识责任］高橋正雄 監修 

 

 

［正题名］中國土地制度史研究 

［第一责任人］周藤吉之著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1954.9 

［主题词］法制史/中国 



［知识责任］周藤吉之 著 

 

 

［正题名］軍ファシズム運動史 

［第一责任人］秦郁彦著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1972.4 

［附注内容］年表：p402-404 

［附注内容］参考文献：巻末 p5-15 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］ファシズム 

［知识责任］秦郁彦 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義下の満州 

［第一责任人］満州史研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1972.1 

［主题词］満州/経済 

 

 

［正题名］太平洋戦争前史 

［第一责任人］青木得三著 

［出版地］東京 

［出版者］学術文献普及会 

［出版日期］1953.10 

［知识责任］青木得三 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争前史 

［第一责任人］青木得三著 

［出版地］東京 

［出版者］学術文献普及会 

［出版日期］1953.10 

［知识责任］青木得三 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争前史 

［第一责任人］青木得三著 

［出版地］東京 

［出版者］学術文献普及会 

［出版日期］1953.10 



［知识责任］青木得三 著 

 

 

［正题名］青年學校關係法令 

［第一责任人］文部省社会教育局編 

［出版地］東京 

［出版者］青年教育普及会 

［出版日期］1936.6 

［附注内容］「青年学校関係法令」(昭和 10 年 10 月 1 日)及び「青年学校関係法令追録」(昭

和 11 年 3 月 31 日)の合冊である。 

 

 

［正题名］支那近代百年表草稿 

［第一责任人］東亞研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1941.1 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所[編] 乙第 22 號 D 

［附注内容］表紙に"秘"とあり 

 

 

［正题名］日本帝国主義の形成 

［第一责任人］井上清著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.12 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［附注内容］参考文献解説：p401-407 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］滿洲問題の基調 

［第一责任人］新天地編輯部編 

［出版地］東京 

［出版者］創建社 

［出版日期］1933.3 

［知识责任］新天地編輯部 編 



 

 

［正题名］清太祖高皇帝實録人地名索引 

［第一责任人］今西春秋，今西てい共編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東洋史研究會 

［出版日期］1938.10 

［附注内容］「東洋史研究」第 4 巻第 1 号附録 

［知识责任］今西春秋 編 

［知识责任］今西てい 編 

 

 

［正题名］創新日本地圖 

［第一责任人］東京開成館編輯所著 

［出版地］東京 

［出版者］東京開成館 

［出版日期］1935.10 

［附注内容］標題紙の版表示：改訂版 

［附注内容］改訂版の序(1934.9)あり 

 

 

［正题名］日本漢文學史 

［第一责任人］岡田正之著 

［出版地］東京 

［出版者］共立社書店 

［出版日期］1929.9 

［主题词］漢文 

［主题词］漢詩 

［知识责任］岡田正之 著 

 

 

［正题名］東洋大学創立五十年史 

［第一责任人］東洋大学編輯 

［出版地］東京 

［出版者］東洋大学 

［出版日期］1937.11 

［附注内容］東洋大学年表·井上円了先生略伝·年譜略·著書目録：p474～548 

 

 

［正题名］ 新支那官紳録 

［第一责任人］支那研究會編 

［出版地］北京 

［出版者］支那研究會 

［出版日期］1919.9 



［附注内容］発売所：冨山房 

 

 

［正题名］近時外交史 

［第一责任人］有賀長雄著 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1910.11 

［知识责任］有賀長雄 著 

 

 

［正题名］近代蒙古史研究 

［第一责任人］矢野仁一著 

［出版地］京都 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1935.11 

［知识责任］矢野仁一 著 

 

 

［正题名］機密日露戦史 

［第一责任人］谷壽夫著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1971.1 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 3 巻 

［附注内容］附図第 1：(其 1)開戦前日露両軍ノ配置(其 2)旅順要塞概見図 

［附注内容］附図第 2：日露戦役作戦一覧図(附日本海々戦要図) 

［附注内容］附図第 3：(其ノ 1)於韓国(日露之戦役前)我四作戦考案の要領、(其ノ二)永沼

挺進隊長ノ携行セル唯一ノ道路要図 

［附注内容］附図第 4：日露戦役兵站要図 

［附注内容］附表第 1：戦時大本営将校同相当官職員及人馬概見表 

［附注内容］附表第 2：満州軍総指令部職員人馬概見表 

［附注内容］附表第 3：満州軍総指令部職員異動一覧表 

［附注内容］叢書巻号は奥付による 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］谷壽夫 著 

 

 

［正题名］新撰滿洲事情 

［第一责任人］南滿洲中等教育研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1937.3 



［主题词］満州/地誌 

 

 

［正题名］ 新支那要人傳 

［第一责任人］東亜問題調査会編 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1941.2 

［正题名］官職要解 

［第一责任人］和田英松著 

［出版地］東京 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1939.11 

［附注内容］附録：官職要解索引，官職唐名索引 

［主题词］官職/歴史 

［知识责任］和田英松 著 

 

 

［正题名］日本官職制度沿革史 

［第一责任人］小中村清矩著 

［出版地］東京 

［出版者］東學社 

［出版日期］1935.9 

［知识责任］小中村清矩 著 

 

 

［正题名］近世日本に於ける支那俗語文學史 

［第一责任人］石崎又造著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1940.10 

［主题词］日本文学--歴史--江戸時代 

［知识责任］石崎又造 著 

 

 

［正题名］近代支那教育文化史 

［第一责任人］平塚益徳著 

［出版地］東京 

［出版者］目黒書店 

［出版日期］1942.5 

［知识责任］平塚益徳 著 

 

 

［正题名］蒙古大觀 



［第一责任人］善隣協會調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1938.10 

［主题词］蒙古/地誌 

 

 

［正题名］ 近三十年外交史 

［第一责任人］有賀長雄著 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1910.12 

［知识责任］有賀長雄 著 

 

 

［正题名］支那歴史地理研究 

［第一责任人］小川琢治著 

［出版地］京都 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1939.8 

［附注内容］發賣：弘文堂東京店 

［知识责任］小川琢治 著 

 

 

［正题名］元帥公爵大山巖 

［第一责任人］大山元帥傳編纂委員編 

［出版地］東京 

［出版者］大山元帥傳刊行会 

［出版日期］1935.3 

［正题名］續東洋思想の研究 

［第一责任人］小柳司氣太著 

［出版地］東京 

［出版者］關書院 

［出版日期］1938.7 

［主题词］東洋思想 

［知识责任］小柳司気太 著 

 

 

［正题名］本邦史學史論叢 

［第一责任人］史學會編 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1939.5 

［主题词］歴史学 



 

 

［正题名］支那文學概説 

［第一责任人］青木正児著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1935.12 

［知识责任］青木正児 著 

 

 

［正题名］満鮮史研究 

［第一责任人］池内宏著 

［出版地］東京 

［出版者］岡書院 

［出版日期］1933.10 

［主题词］満州/歴史 

［主题词］朝鮮/歴史 

［知识责任］池内宏 著 

 

 

［正题名］人類學上より見たる西南支那 

［第一责任人］鳥居龍藏著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1926.8 

［丛编题名］巽軒叢書 

［丛编题名］ソンケン ソウショ 

［知识责任］鳥居龍蔵 著 

 

 

［正题名］滿洲十年史 

［第一责任人］伊藤武一郎著 

［出版地］大連 

［出版者］滿洲十年史刊行會 

［出版日期］1916.2 

［附注内容］附録 成功せる事業と人物 p1～p215 

［主题词］滿州/歴史 

［知识责任］伊藤武一郎 著 

 

 

［正题名］滿蒙事情總覽 

［第一责任人］蝋山政道著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 



［出版日期］1932.7 

［主题词］満州/地誌 

［知识责任］蝋山政道 著 

 

 

［正题名］儒學の目的と宋儒慶暦至慶元百六十年間の活動 

［第一责任人］諸橋轍次著 

［出版地］東京 

［出版者］大修館 

［出版日期］1929.10 

［主题词］宋学 

［主题词］儒学 

［知识责任］諸橋轍次 著 

 

 

［正题名］日清戦争 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［译者］藤村道生校訂 

［出版地］東京 

［出版者］南窓社 

［出版日期］1970.12 

［附注内容］付編：日本外交政策の基調 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］信夫清三郎 著 

［次知识责任］藤村道生 校訂 

 

 

［正题名］滿洲通史 

［第一责任人］及川儀右衞門著 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1942.3 

［主题词］満州/歴史 

［主题词］中国東北部/歴史 

［知识责任］及川儀右衞門 著 

 

 

［正题名］ 近三十年外交史 

［第一责任人］有賀長雄著 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1910.12 

［知识责任］有賀長雄 著 

 



 

［正题名］明治初期日韓清関係の研究 

［第一责任人］彭沢周著 

［出版地］東京 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1969.5 

［附注内容］英文タイトルは英文目次による 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史/明治時代 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治時代 

［知识责任］彭澤周 著 

 

 

［正题名］ペルシアと唐 

［第一责任人］山田信夫編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1971.10 

［丛编题名］東西文明の交流 

［丛编题名］トウザイ ブンメイ ノ コウリュウ 2 

［附注内容］文献解題：p468-470 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［主题词］東洋と西洋 

［知识责任］山田信夫 編 

 

 

［正题名］イスラム帝国の遺産 

［第一责任人］嶋田襄平編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1970.12 

［丛编题名］東西文明の交流 

［丛编题名］トウザイ ブンメイ ノ コウリュウ 3 

［附注内容］文献解題：p390-419 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［主题词］東洋と西洋 

［知识责任］嶋田襄平 編 

 

 

［正题名］モンゴル帝国と西洋 

［第一责任人］佐口透編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1970.10 

［丛编题名］東西文明の交流 



［丛编题名］トウザイ ブンメイ ノ コウリュウ 4 

［附注内容］文献解題：p418-448 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［主题词］東洋と西洋 

［知识责任］佐口透 編 

 

 

［正题名］漢とローマ 

［第一责任人］護雅夫編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1970.9 

［丛编题名］東西文明の交流 

［丛编题名］トウザイ ブンメイ ノ コウリュウ 1 

［附注内容］文献解題：p418-433 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［主题词］東洋と西洋 

［知识责任］護雅夫 編 

 

 

［正题名］西域文明史概論 

［第一责任人］羽田亨著 

［出版地］京都 

［出版者］弘文堂書房 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂東京店 

［出版日期］1940.6 

［主题词］西域 

［知识责任］羽田亨 著 

 

 

［正题名］飛躍日本の移植民地理 

［第一责任人］角井靖一著 

［出版地］東京 

［出版者］南光社 

［出版日期］1935.9 

［知识责任］角井靖一 著 

 

 

［正题名］東洋文庫展觀書目 

［第一责任人］東洋文庫編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1924 



［附注内容］大正 13 年 11 月 29·30 日, 東京本郷東洋文庫に於て開催 

 

 

［正题名］帝國主義下の印度 

［第一责任人］矢内原忠雄著 

［出版地］大阪 

［出版者］大同書院 

［出版日期］1937.3 

［丛编题名］経済特殊研究叢書 

［丛编题名］ケイザイ トクシュ ケンキュウ ソウショ 第 1 編 

［知识责任］矢内原忠雄 著 

 

 

［正题名］近代中国の政治と社会 

［第一责任人］市古宙三著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1971.10 

［附注内容］付：辛亥革命関係文献目録：p430-442 

［附注内容］付論:近代中国研究の手びき：p[443]-506 

［知识责任］市古宙三 著 

 

 

［正题名］近代日本外國關係史 

［第一责任人］田保橋潔著 

［出版地］東京 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1930.9 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

［知识责任］田保橋潔 著 

 

 

［正题名］太平洋戦史文献解題 

［第一责任人］井門寛編 

［出版地］東京 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1971.8 

［附注内容］太平洋戦争関係年表：p294-307 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/書目 

［知识责任］井門寛 編 

 

 

［正题名］東三省官紳録 

［第一责任人］東三省官神録刊行局編 



［出版地］大連 

［出版者］東三省官紳録刊行会 

［出版日期］1924.12 

［附注内容］附事業不紹 

［主题词］満州/名簿 

 

 

［正题名］回顧八十年 

［第一责任人］佐藤尚武著 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1963.4 

［附注内容］佐藤尚武の肖像あり 

［知识责任］佐藤尚武 著 

 

 

［正题名］新中国資料集成 

［第一责任人］日本国際問題研究所中国部会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際問題研究所 

［出版日期］1969.11 

［正题名］新中国資料集成 

［第一责任人］日本国際問題研究所中国部会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際問題研究所 

［出版日期］1970.11 

［正题名］新中国資料集成 

［第一责任人］日本国際問題研究所中国部会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際問題研究所 

［出版日期］1971.12 

［正题名］満鮮地理歴史研究報告 

［第一责任人］東京帝國大學文學部編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］東京帝國大學文學部 

［出版地］東京 

［出版者］丸善 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］第 10 冊以降の発売所：岩波書店 

 

 

［正题名］仏教史概説 

［第一责任人］塚本善隆，野上俊静共著 

［出版地］京都 



［出版者］平楽寺書店 

［出版日期］1968.7 

［主题词］仏教/歴史 

［知识责任］塚本善隆 著 

［知识责任］野上俊静 著 

 

 

［正题名］中国古代政治思想研究 

［第一责任人］小倉芳彦著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1970.3 

［丛编题名］歴史学研究叢書 

［丛编题名］レキシガク ケンキュウ ソウショ 

［主题词］春秋左氏伝 

［主题词］中国思想/歴史/古代 

［知识责任］小倉芳彦 著 

 

 

［正题名］朱舜水 

［第一责任人］朱舜水記念会編 

［出版地］東京 

［出版者］朱舜水記念会事務所 

［出版日期］1912.6 

［知识责任］朱舜水記念会 編 

 

 

［正题名］東方文化研究所要覽 

［出版地］［京都］ 

［出版者］［東方文化研究所］ 

［出版日期］1941 

［正题名］日本詩紀 

［第一责任人］市河寛斎編 

［译者］国書刊行会編輯 

［出版地］東京 

［出版者］国書刊行会 

［出版日期］1911.4 

［主题词］漢詩/詩集 

［知识责任］市河寛斎 編 

 

 

［正题名］平沼騏一郎回顧録 

［第一责任人］平沼騏一郎回顧録編纂委員会編 

［出版地］［東京］ 



［出版者］平沼麒一郎回顧録編纂委員会 

［出版日期］1955.8 

［附注内容］年譜：339-357p 

［附注内容］平沼騏一郎の肖像あり 

［附注内容］制作：学陽書房 

［知识责任］平沼騏一郎回顧録編纂委員会 編 

［知识责任］平沼騏一郎 編 

 

 

［正题名］第二次世界大戦外交史 

［第一责任人］芦田均著 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1959.10 

［附注内容］付：主要引用ならびに参考文献 

［主题词］世界戦争 

［知识责任］芦田均 著 

 

 

［正题名］遼律之研究 

［第一责任人］瀧川政次郎，島田正郎共著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1944.1 

［附注内容］付：索引 (巻末) 

［主题词］法制史/中国/遼 

［知识责任］島田正郎 著 

［知识责任］滝川政次郎 著 

 

 

［正题名］満鉄 

［第一责任人］伊藤武雄，荻原極，藤井満洲男編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1966.5 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 32 

［主题词］南満州鉄道 

［知识责任］伊藤武雄 編 

［知识责任］荻原極 編 

［知识责任］藤井満洲男 編 

 

 

［正题名］ 近之米國 



［第一责任人］秋保安治著 

［出版地］東京 

［出版者］日本學術普及會 

［出版日期］1917.6 

［知识责任］秋保安治 著 

 

 

［正题名］中華民国大事件と袁世凱 

［第一责任人］奈良一雄著 

［出版地］天津 

［出版者］天津中東石印局 

［出版日期］1915.4 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］奈良一雄 著 

 

 

［正题名］小幡酉吉 

［第一责任人］小幡酉吉傳記刊行会編著 

［出版地］東京 

［出版者］小幡酉吉傳記刊行会 

［出版日期］1957.11 

［附注内容］年譜あり 

 

 

［正题名］終戦秘話 

［第一责任人］レスター·ブルークス著 

［译者］井上勇訳 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1968.11 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］Brooks 著 

［知识责任］ブルークス 著 

［次知识责任］井上勇 訳 

 

 

［正题名］国勢調査要談 

［第一责任人］宮本基著 

［出版地］東京 

［出版者］西東書房 

［出版日期］1907.6 

［知识责任］宮本基 著 

 

 



［正题名］交通學の生成 

［第一责任人］富永祐治著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1943.3 

［丛编题名］大阪商科大学研究叢書 

［丛编题名］オオサカ ショウカ ダイガク ケンキュウ ソウショ 第 14 冊 

［主题词］交通 

［知识责任］富永祐治 著 

 

 

［正题名］社会経済学 

［第一责任人］金井延著 

［出版地］東京 

［出版者］金港堂 

［出版日期］1902.9 

［知识责任］金井延 著 

 

 

［正题名］歴史學年報 

［第一责任人］歴史學研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］四海書房 

［出版日期］1936.3 

［主题词］歴史学 

［知识责任］歴史学研究会 編 

 

 

［正题名］支那法制史論 

［第一责任人］東川徳治編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］臨時台湾旧慣調査會 

［出版日期］1915.3 

［丛编题名］支那法制調査報告 

［丛编题名］シナ ホウセイ チョウサ ホウコク 

［主题词］法制/中国/歴史 

［知识责任］東川徳治 編 

 

 

［正题名］鈴木貫太郎自伝 

［第一责任人］鈴木一編 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1968.4 



［附注内容］鈴木貫太郎年譜：p337～342 

［知识责任］鈴木貫太郎 編 

［知识责任］鈴木一 編 

 

 

［正题名］經濟維新の理論 

［第一责任人］坂口三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1943.7 

［附注内容］記述は増補再版による 

［知识责任］坂口三郎 著 

 

 

［正题名］五山文學全集 

［第一责任人］上村觀光編 

［出版地］東京 

［出版者］帝國教育會出版部 

［出版日期］1936.9 

［主题词］五山文学 

［知识责任］上村観光 編 

 

 

［正题名］五山文學全集 

［第一责任人］上村觀光編 

［出版地］東京 

［出版者］帝國教育會出版部 

［出版日期］1936.9 

［主题词］五山文学 

［知识责任］上村観光 編 

 

 

［正题名］五山文學全集 

［第一责任人］上村觀光編 

［出版地］東京 

［出版者］帝國教育會出版部 

［出版日期］1936.9 

［主题词］五山文学 

［知识责任］上村観光 編 

 

 

［正题名］五山文學全集 

［第一责任人］上村觀光編 

［出版地］東京 



［出版者］帝國教育會出版部 

［出版日期］1936.9 

［主题词］五山文学 

［知识责任］上村観光 編 

 

 

［正题名］五山文學全集 

［第一责任人］上村觀光編 

［出版地］東京 

［出版者］帝國教育會出版部 

［出版日期］1936.9 

［主题词］五山文学 

［知识责任］上村観光 編 

 

 

［正题名］日本經濟研究 

［第一责任人］日本經濟研究會譯編 

［出版地］東京 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1935.3 

［正题名］東條英機 

［第一责任人］ロバート·J·C·ビュートー著 

［译者］木下秀夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1961.12 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］Butow 著 

［知识责任］ビュートー 著 

［次知识责任］木下秀夫 訳 

 

 

［正题名］東條英機 

［第一责任人］ロバート·J·C·ビュートー著 

［译者］木下秀夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1961.12 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］Butow 著 

［知识责任］ビュートー 著 

［次知识责任］木下秀夫 訳 

 

 



［正题名］日本人名辭典 

［第一责任人］木村毅監修 

［译者］松元竹二編 

［出版地］東京 

［出版者］成光館 

［出版日期］1938.6 

［知识责任］木村毅 監修 

［次知识责任］松元竹二 編 

 

 

［正题名］日本見學旅行要覽 

［第一责任人］日華學會，砂田實編 

［出版地］東京 

［出版者］日華學會 

［出版日期］1938.8 

［知识责任］砂田実 編 

 

 

［正题名］現代中国事典 

［第一责任人］安藤彦太郎編 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1972.11 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 298 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国 

［知识责任］安藤彦太郎 編 

 

 

［正题名］日中外交史 

［第一责任人］臼井勝美著 

［出版地］東京 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1971 

［丛编题名］塙新書 

［丛编题名］ハナワ シンショ 39 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/昭和時代 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］臼井勝美 著 

 

 

［正题名］宮崎滔天全集 

［第一责任人］宮崎龍介，小野川秀美編 

［出版地］東京 



［出版者］平凡社 

［出版日期］1971.7 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］宮崎滔天 編 

［知识责任］宮崎龍介 編 

［知识责任］小野川秀美 編 

 

 

［正题名］宮崎滔天全集 

［第一责任人］宮崎龍介，小野川秀美編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1971.12 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］宮崎滔天 編 

［知识责任］宮崎龍介 編 

［知识责任］小野川秀美 編 

 

 

［正题名］宮崎滔天全集 

［第一责任人］宮崎龍介，小野川秀美編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1972.6 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］宮崎滔天 編 

［知识责任］宮崎龍介 編 

［知识责任］小野川秀美 編 

 

 

［正题名］宮崎滔天全集 

［第一责任人］宮崎龍介，小野川秀美編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1973.11 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］宮崎滔天 編 

［知识责任］宮崎龍介 編 

［知识责任］小野川秀美 編 

 

 

［正题名］宮崎滔天全集 

［第一责任人］宮崎龍介，小野川秀美編 

［出版地］東京 



［出版者］平凡社 

［出版日期］1976.8 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］宮崎滔天 編 

［知识责任］宮崎龍介 編 

［知识责任］小野川秀美 編 

 

 

［正题名］日本人の中国観 

［第一责任人］安藤彦太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1971.3 

［主题词］中国研究 

［主题词］中国/外国関係/日本 

［知识责任］安藤彦太郎 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水全集 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［译者］幸徳秋水全集編集委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1969.12 

［附注内容］附録あり 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］くずし字解読辞典 

［第一责任人］児玉幸多編 

［出版地］東京 

［出版者］近藤出版社 

［出版日期］1970 

［主题词］書/研究·指導 

［主题词］漢字/辞書 

［知识责任］児玉幸多 編 

 

 

［正题名］蒙古及蒙古人 

［第一责任人］米内山庸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］目黒書店 

［出版日期］1943.7 



［知识责任］米内山庸夫 著 

 

 

［正题名］讀史備要 

［第一责任人］東京帝國大學史料編纂所編 

［出版地］東京 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1935.10 

［附注内容］附録：干支早見盤，方位及時刻對照表 

［附注内容］普及版 

 

 

［正题名］清代地方劇資料集 

［第一责任人］田仲一成編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋文献センター 

［出版日期］1968.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 2 輯 

［主题词］演劇中国/歴史/史料 

［知识责任］田仲一成 編 

 

 

［正题名］伊藤痴遊全集 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.10 

［正题名］日本軍国主義の復活 

［第一责任人］豊田四郎著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1954.2 

［丛编题名］社会科学選書 

［丛编题名］シャカイ カガク センショ 

［主题词］日本/政治 

［知识责任］豊田四郎 著 

 

 

［正题名］卑弥呼 

［第一责任人］富来隆著 

［出版地］東京 

［出版者］学生社 

［出版日期］1970 

［主题词］邪馬台国 



［知识责任］富来隆 著 

 

 

［正题名］いわゆる「善隣学生会館事件」を批評する 

［第一责任人］京都·中国史研究グループ著 

［出版地］東京 

［出版者］善隣学生会館後楽寮防衛闘争委員会 

［出版日期］1967.5 

［知识责任］京都·中国史研究グループ 著 

 

 

［正题名］第一次世界大戦 

［第一责任人］洞富雄著 

［出版地］東京 

［出版者］人物往来社 

［出版日期］1966.5 

［丛编题名］近代の戦争 

［丛编题名］キンダイ ノ センソウ 第 3 

［附注内容］主要邦文参考資料 378-382p 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［主题词］戦争/歴史 

［知识责任］洞富雄 著 

 

 

［正题名］魏晋南北朝租税の研究 

［第一责任人］吉田虎雄著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1943.6 

［主题词］租税制度/中国/歴史 

［知识责任］吉田虎雄 著 

 

 

［正题名］日本文化の支那への影響 

［第一责任人］実藤恵秀著 

［出版地］東京 

［出版者］蛍雪書院 

［出版日期］1940.7 

［主题词］中国/文化 

［主题词］日本/外国関係/中国 

［知识责任］実藤恵秀 著 

 

 



［正题名］倭人伝 

［第一责任人］松崎寿和著 

［出版地］東京 

［出版者］学生社 

［出版日期］1970.4 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］魏志倭人伝 

［知识责任］松崎寿和 著 

 

 

［正题名］鑲紅旗檔 

［第一责任人］東洋文庫清代史研究室編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1972.3 

［主题词］中国/歴史/清時代/史料 

［主题词］八旗 

［知识责任］東洋文庫清代史研究室 編 

 

 

［正题名］支那佛教史蹟踏査記 

［第一责任人］常盤大定著 

［出版地］東京 

［出版者］龍吟社 

［出版日期］1938.9 

［主题词］仏教/歴史 

［知识责任］常盤大定 著 

 

 

［正题名］日支交渉史研究 

［第一责任人］秋山謙藏著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.4 

［知识责任］秋山謙藏 著 

 

 

［正题名］スタイン敦煌文献及び研究文献に引用紹介せられたる 

［第一责任人］東洋文庫敦煌文献研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］敦煌文献研究委員会 

［出版日期］1964.11 

［附注内容］謄写版 

［主题词］古文書/中国 



［主题词］敦煌 

［知识责任］敦煌文献研究委員会 編 

 

 

［正题名］滿蒙の民族と宗教 

［第一责任人］赤松智城，秋葉隆著 

［出版地］京城 

［出版者］赤松智城 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋号書店(発売) 

［出版日期］1941.3 

［主题词］中国/風俗·習慣 

［知识责任］赤松智城 著 

［知识责任］秋葉隆 著 

 

 

［正题名］黄檗畫像志 

［第一责任人］西村貞著 

［出版地］東京 

［出版者］池長美術研究所 

［出版日期］1934.7 

［丛编题名］日本洋畫史論叢 

［丛编题名］ニホン ヨウガシ ロンソウ 初冊 

［附注内容］取次所：創元社 

［知识责任］西村貞 著 

 

 

［正题名］岩崎文庫和漢書目録 

［第一责任人］東洋文庫編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1934.12 

［附注内容］岩崎久弥氏旧蔵 

［主题词］書目 

 

 

［正题名］大日本讀史地圖 

［第一责任人］吉田東伍著 

［译者］蘆田伊人修補 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1935.6 

［主题词］日本/歴史地図 

［知识责任］吉田東伍 著 



［次知识责任］蘆田伊人 修補 

 

 

［正题名］東洋讀史地圖 

［第一责任人］箭内亙編 

［译者］和田清補 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1941.1 

［附注内容］「改訂新版の發刊に際して(昭和 15 年 12 月)」の序文有り 

［附注内容］初版：大正元[1912]年刊 

［知识责任］箭内亙 編 

［次知识责任］和田清 補 

 

 

［正题名］奠都五十年史 

［第一责任人］文友社編 

［出版地］東京 

［出版者］文友社 

［出版日期］1917.10 

［主题词］首都 

［知识责任］文友社 編 

 

 

［正题名］日本銀行八十年史 

［第一责任人］日本銀行史料調査室編 

［出版地］東京 

［出版者］日本銀行史料調査室 

［出版日期］1962.10 

［正题名］大滿洲國 

［第一责任人］今井豐藏編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞事局研究會 

［出版日期］1933.3 

［知识责任］今井豐藏 編 

 

 

［正题名］大滿洲國 

［第一责任人］今井豐藏編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞事局研究會 

［出版日期］1933.3 

［知识责任］今井豐藏 編 

 



 

［正题名］新中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］極東書店 

［出版日期］1966.5 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/年鑑 

 

 

［正题名］新中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］極東書店 

［出版日期］1966.5 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/年鑑 

 

 

［正题名］近代中国関係図書分類目録 

［第一责任人］東洋文庫近代中国研究委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1992.3 

［附注内容］東洋文庫所蔵 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］中国/書目 

［主题词］蔵書/目録 

 

 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中國新聞社事業局出版課編 

［出版地］広島 

［出版者］中國新聞社 

［出版日期］1966.10 

［主题词］中国/年鑑 

［知识责任］中國新聞社事業局出版課 編 

 

 

［正题名］満洲共産匪の研究 

［第一责任人］軍政部軍事調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］軍政部顧問部 

［出版日期］1937.8 



［主题词］中国共産党 

 

 

［正题名］唐代の行政地理 

［第一责任人］平岡武夫，市原亨吉編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所索引編集委員会 

［出版日期］1955.4 

［丛编题名］唐代研究のしおり 

［丛编题名］トウダイ ケンキュウ ノ シオリ 第 2 

［附注内容］附図 2 枚 

［知识责任］平岡武夫 編 

［知识责任］市原亨吉 編 

 

 

［正题名］唐代の暦 

［第一责任人］平岡武夫編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1954.5 

［丛编题名］唐代研究のしおり 

［丛编题名］トウダイ ケンキュウ ノ シオリ 第 1 

［主题词］中国/歴史/唐時代 

［主题词］暦 

［知识责任］平岡武夫 編 

 

 

［正题名］唐代の長安と洛陽 

［第一责任人］平岡武夫編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1956.6 

［丛编题名］唐代研究のしおり 

［丛编题名］トウダイ ケンキュウ ノ シオリ 第 6 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］長安 

［主题词］洛陽 

［知识责任］平岡武夫 編 

 

 

［正题名］唐代の長安と洛陽 

［第一责任人］平岡武夫編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 



［出版日期］1956.10 

［丛编题名］唐代研究のしおり 

［丛编题名］トウダイ ケンキュウ ノ シオリ 第 5 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］長安 

［主题词］洛陽 

［知识责任］平岡武夫 編 

 

 

［正题名］中國研究 

［第一责任人］橘樸著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1966.1 

［丛编题名］橘樸著作集 

［丛编题名］タチバナ シラキ チョサクシュウ 橘樸著作集刊行委員会編 第 1 巻 

［主题词］中国研究 

［知识责任］橘樸 著 

 

 

［正题名］大陸政策批判 

［第一责任人］橘樸著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1966.6 

［丛编题名］橘樸著作集 

［丛编题名］タチバナ シラキ チョサクシュウ 橘樸著作集刊行委員会編 第 2 巻 

［主题词］満州問題 

［知识责任］橘樸 著 

 

 

［正题名］財政と金融 

［第一责任人］田尻稲次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］同文館(発売) 

［出版日期］1910.10 

［知识责任］田尻稻次郎 著 

 

 

［正题名］大本営 

［第一责任人］稲葉正夫編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1967.3 



［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 37 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］稲葉正夫 編 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］実松譲編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1968.9 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 34 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］実松譲 編 

［知识责任］臼井勝美 編 

［知识责任］稲葉正夫 編 

［知识责任］富永謙吾 編 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］実松譲編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1969.5 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 35 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］実松譲 編 

［知识责任］臼井勝美 編 

［知识责任］稲葉正夫 編 

［知识责任］富永謙吾 編 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］実松譲編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1969.12 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 36 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］実松譲 編 

［知识责任］臼井勝美 編 



［知识责任］稲葉正夫 編 

［知识责任］富永謙吾 編 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］臼井勝美，稻叶正夫解説 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1964.9 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 12 

［附注内容］3 の編者：角田順 

［附注内容］2,3,4: 折り込み図 1 枚 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］臼井勝美 解説 

［知识责任］稻叶正夫 解説 

 

 

［正题名］台湾 

［第一责任人］山辺健太郎編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 21 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［主题词］日本/歴史/大正時代/史料 

［知识责任］山辺健太郎 編 

 

 

［正题名］台湾 

［第一责任人］山辺健太郎編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1971.12 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 22 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［主题词］日本/歴史/大正時代/史料 

［知识责任］山辺健太郎 編 

 

 

［正题名］中國征服王朝の研究 

［第一责任人］田村實造著 



［出版地］京都 

［出版者］東洋史研究會 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 12(2) 

［主题词］中国/歴史/遼 

［主题词］中国/歴史/金 

［主题词］中国/歴史/元時代 

［知识责任］田村実造 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］実松譲編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1975.4 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 39 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］実松譲 編 

［知识责任］臼井勝美 編 

［知识责任］稲葉正夫 編 

［知识责任］富永謙吾 編 

 

 

［正题名］満洲事変 

［第一责任人］小林龍夫，島田俊彦編集·解説 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1964.4 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 7 

［主题词］満州事変 

［知识责任］小林龍夫 編集·解説 

［知识责任］島田俊彦 編集·解説 

 

 

［正题名］庶民家族の歴史像 

［第一责任人］洞富雄著 

［出版地］東京 

［出版者］校倉書房 

［出版日期］1966.2 

［主题词］家族制度 

［知识责任］洞富雄 著 



 

 

［正题名］目録学 

［第一责任人］倉石武四郎述 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1973.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 20 輯 

［附注内容］京都大学文学部における「中國目録学」講義(1948.4-1949.2) 

［主题词］書誌学 

［知识责任］倉石武四郎 述 

 

 

［正题名］儀禮疏攷正 

［第一责任人］賈公彦疏 

［译者］倉石武四郎攷正 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1979.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 31 輯 

［附注内容］影印版(原寸大) 

［知识责任］賈公彦 疏 

［次知识责任］倉石武四郎 

 

 

［正题名］儀禮疏攷正 

［第一责任人］賈公彦疏 

［译者］倉石武四郎攷正 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1979.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 32 輯 

［附注内容］影印版(原寸大) 

［知识责任］賈公彦 疏 

［次知识责任］倉石武四郎 

 

 

［正题名］切韻残巻諸本補正 

［第一责任人］上田正編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 



［出版日期］1973.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 19 輯 

［附注内容］奥付：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［附注内容］切韻残巻総目並本書索引(p6-7) 

［附注内容］切韻残巻存韻表(p8-22) 

［主题词］中国語/音韻 

［知识责任］上田正 編 

 

 

［正题名］1930 年代中国文芸雑誌 

［第一责任人］尾上兼英編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1971.11 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 14 輯 

［附注内容］標題紙: 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター。 

［主题词］中国文学/書目 

［知识责任］尾上兼英 編 

 

 

［正题名］朝鮮研究文献目録 1868-1945 

［第一责任人］末松保和編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1970.11 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 12 輯 

［主题词］朝鮮研究/書目 

［知识责任］末松保和 編 

 

 

［正题名］魯迅全集注釈索引 

［第一责任人］丸山昇編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 13 輯 

［附注内容］まえがき: 「魯迅全集」全 10 巻 (人民文学出版社, 1958 刊)の巻末に付けら

れた「注釈」の索引。 

［附注内容］標題紙: 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター。 

［知识责任］丸山昇 編 



 

 

［正题名］明刊元雑劇西廂記目録 

［第一责任人］傳田章編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1970.8 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 11 輯 

［附注内容］標題紙：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター。 

［知识责任］傳田章 編 

 

 

［正题名］郁達夫資料 

［第一责任人］伊藤虎丸編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1969.10 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 5 輯 

［知识责任］伊藤虎丸 編 

 

 

［正题名］周揚著訳論文周揚批判文献目録 

［第一责任人］丸山昇編 

［出版地］[東京] 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター 

［出版日期］1969.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 4 輯 

［知识责任］丸山昇 編 

 

 

［正题名］朝鮮研究文献目録 1868-1945 

［第一责任人］末松保和編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1970.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 7 輯 

［主题词］朝鮮研究/書目 

［知识责任］末松保和 編 

 

 



［正题名］朝鮮研究文献目録 1868-1945 

［第一责任人］末松保和編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1970.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 8 輯 

［主题词］朝鮮研究/書目 

［知识责任］末松保和 編 

 

 

［正题名］朝鮮研究文献目録 1868-1945 

［第一责任人］末松保和編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1970.3 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 9 輯 

［主题词］朝鮮研究/書目 

［知识责任］末松保和 編 

 

 

［正题名］朝鮮研究文献目録 1868-1945 

［第一责任人］末松保和編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委員会 

［出版日期］1972.12 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 17 輯 

［主题词］朝鮮研究/書目 

［知识责任］末松保和 編 

 

 

［正题名］清代地方劇資料集 

［第一责任人］田仲一成編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋文献センター 

［出版日期］1968.12 

［丛编题名］東洋学文献センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ブンケン センター ソウカン 第 3 輯 

［主题词］演劇中国/歴史/史料 

［知识责任］田仲一成 編 

 

 



［正题名］概觀西洋通史 

［第一责任人］長壽吉著 

［出版地］東京 

［出版者］同文書院 

［出版日期］1940.6 

［主题词］西洋/歴史 

［知识责任］長壽吉 著 

 

 

［正题名］國語と國文學 

［第一责任人］東京大学國語國文學會 

［出版地］東京 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1938.4 

 

 

［正题名］國文學解釋と鑑賞 

［出版地］東京 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1941.10 

 

 

［正题名］遣唐船ものがたり 

［第一责任人］高木卓著 

［译者］鈴木朱雀畫 

［出版地］東京 

［出版者］學習社 

［出版日期］1942.2 

［丛编题名］學習社文庫 

［丛编题名］ガクシュウシャ ブンコ 

［附注内容］畫者のヨミは推定 

［知识责任］高木卓 著 

［次知识责任］鈴木朱雀 畫 

 

 

［正题名］蒙古人民共和國 

［第一责任人］ペルリン著 

［译者］坂本是忠訳 

［出版地］東京 

［出版者］東亜研究所 

［出版日期］1943.3 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所[編] 乙第 61 號ノ 1B 

［附注内容］原書は 1941 年にモスコーより刊行 



［主题词］蒙古/地誌 

［知识责任］Perlin 著 

［知识责任］ペルリン 著 

［次知识责任］坂本是忠 訳 

 

 

［正题名］支那劇五百番 

［第一责任人］波多野乾一著 

［出版地］北京 

［出版者］支那問題社 

［出版日期］1927.8 

［知识责任］波多野乾一 著 

 

 

［正题名］満鮮地理歴史研究報告 

［第一责任人］東京帝國大學文學部編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］東京帝國大學文學部 

［出版地］東京 

［出版者］丸善 

［出版日期］1934.6 

［附注内容］第 10 冊以降の発売所：岩波書店 

 

 

［正题名］東洋史論叢 

［第一责任人］池内博士還暦記念東洋史論叢刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］座右寶刊行會 

［出版日期］1940.3 

［知识责任］池内宏 編 

［知识责任］池内博士還暦記念東洋史論叢刊行会 編 

 

 

［正题名］滿鐵地方行政史 

［第一责任人］高橋嶺泉著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］満蒙事情調査会 

［出版日期］1927.6 

［附注内容］著者の読みは確定せず 

［知识责任］高橋勇八 著 

 

 

［正题名］新編日本古語辭典 

［第一责任人］松岡静雄著 



［出版地］東京 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1962.4 

［主题词］日本語/古語/辞書 

［知识责任］松岡静雄 著 

 

 

［正题名］本朝文粹註釋 

［第一责任人］藤原明衡著 

［译者］柿村重松註 

［出版地］京都 

［出版者］内外出版 

［出版日期］1922.4 

［主题词］本朝文粋/評釈 

［知识责任］藤原明衡 著 

［次知识责任］柿村重松 註 

 

 

［正题名］本朝文粹註釋 

［第一责任人］藤原明衡著 

［译者］柿村重松註 

［出版地］京都 

［出版者］内外出版 

［出版日期］1922.4 

［主题词］本朝文粋/評釈 

［知识责任］藤原明衡 著 

［次知识责任］柿村重松 註 

 

 

［正题名］庭の悲劇 

［第一责任人］林語堂著 

［译者］中村雅男譯 

［译者］小田嶽夫監修 

［出版地］東京 

［出版者］四季書房 

［出版日期］1940.9 

［丛编题名］北京好日 

［丛编题名］ペキン コウジツ 林語堂著 第 2 部 

［附注内容］林語堂-その中庸性に就て(新居格) 

［知识责任］林語堂 著 

［知识责任］小田岳夫 譯 

［次知识责任］中村雅男 監修 

 

 



［正题名］大帝康煕 

［第一责任人］長與善郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ [赤版] 24 

［主题词］聖祖 

［知识责任］長與善郎 著 

 

 

［正题名］支那游記 

［第一责任人］室伏高信著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1935.9 

［主题词］中国/紀行 

［主题词］中国/政治 

［知识责任］室伏高信 著 

 

 

［正题名］中村武羅夫篇 

［第一责任人］中村武羅夫著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1928.7 

［丛编题名］現代長篇小説全集 

［丛编题名］ゲンダイ チョウヘン ショウセツ ゼンシュウ 第 4 

［附注内容］***遡及による流用入力 

［知识责任］中村武羅夫 著 

 

 

［正题名］日本外交史 

［第一责任人］鹿島平和研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1974.4 

［知识责任］鹿島守之助 編 

 

 

［正题名］滿洲發逹史 

［第一责任人］稲葉岩吉著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 



［出版日期］1935.1 

［知识责任］稲葉岩吉 著 

 

 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1976.3 

［正题名］北支那經濟綜觀 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社産業部編 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1938.5 

［主题词］中国北部/経済 

 

 

［正题名］大正期の政治と社会 

［第一责任人］井上清編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.3 

［知识责任］井上清 編 

 

 

［正题名］日本近代史辞典 

［第一责任人］京都大学文学部国史研究室編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1958.11 

［附注内容］附表 4 鋪 

 

 

［正题名］支那事変陸軍作戦 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1975.7 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ [86] 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］支那事変陸軍作戦 



［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1975.7 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ [86] 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］華中戦記 

［第一责任人］森金千秋著 

［出版地］東京 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1978.8 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］森金千秋 著 

 

 

［正题名］馬賊列伝 

［第一责任人］都築七郎著 

［出版地］東京 

［出版者］番町書房 

［出版日期］1976.7 

［主题词］馬賊 

［主题词］満州/歴史 

［知识责任］都築七郎 著 

 

 

［正题名］大運河 

［第一责任人］星斌夫著 

［出版地］東京 

［出版者］近藤出版社 

［出版日期］1971.1 

［丛编题名］世界史研究双書 

［丛编题名］セカイシ ケンキュウ ソウショ 3 

［附注内容］参考文献：p.263-269 

［附注内容］付：中国漕運史年表 

［主题词］漕運/歴史 

［主题词］運河/中国 

［知识责任］星斌夫 著 

 

 

［正题名］満州事変と奉天総領事 

［第一责任人］林久治郎著 



［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1978.4 

［附注内容］巻末：林久治郎略年譜 

［主题词］満州事変 

［知识责任］林久治郎 著 

 

 

［正题名］孫文傳 

［第一责任人］鈴江言一著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.7 

［知识责任］孫文 著 

 

 

［正题名］藏蒙旅日記 

［第一责任人］寺本婉雅著 

［译者］横地祥原編 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1974.1 

［附注内容］寺本婉雅略年譜：[p343-351] 

［主题词］チベット/紀行 

［主题词］蒙古/紀行 

［知识责任］寺本婉雅 著 

［次知识责任］横地祥原 編 

 

 

［正题名］ドキュメント戦争と外交 

［第一责任人］加瀬俊一著 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1975.8 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］外交 

［主题词］世界大戦第二次 

［主题词］国際政治/歴史 

［主题词］世界戦争 1939-1945/外交 

［知识责任］加瀬俊一 著 

 

 

［正题名］ドキュメント戦争と外交 

［第一责任人］加瀬俊一著 



［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1975.9 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］外交 

［主题词］世界大戦第二次 

［主题词］国際政治/歴史 

［主题词］世界戦争 1939-1945/外交 

［知识责任］加瀬俊一 著 

 

 

［正题名］王道は東より 

［第一责任人］鹽谷温編 

［出版地］東京 

［出版者］弘道館 

［出版日期］1934.9 

［主题词］紀行 

［知识责任］塩谷温 編 

 

 

［正题名］満州帝国 

［第一责任人］児島襄著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1975.9 

［主题词］満州国 

［知识责任］児島襄 著 

 

 

［正题名］維新閑話 

［第一责任人］冨成博著 

［出版地］下関 

［出版者］長周新聞社 

［出版日期］1976.6 

［附注内容］長周新聞連載(1975 年 7 月～12 月) 

［附注内容］年譜：p243～250 

［知识责任］冨成博 著 

 

 

［正题名］中国語[→上 ←下]日本語翻訳の要領 

［第一责任人］今冨正巳著 

［出版地］東京 

［出版者］光生館 

［出版日期］1973.1 



［丛编题名］中国語研究学習双書 

［丛编题名］チュウゴクゴ ケンキュウ ガクシュウ ソウショ 藤堂明保，香坂順一監修 11 

［附注内容］付：日中共同声明(p.220-229) 

［主题词］中国語/華文和訳 

［知识责任］今冨正巳 著 

 

 

［正题名］毛澤東思想の形成と発展 

［第一责任人］西順蔵編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.11 

［丛编题名］原典中国近代思想史 

［丛编题名］ゲンテン チュウゴク キンダイ シソウシ 西順蔵編 5 

［知识责任］西順蔵 編 

 

 

［正题名］満鉄調査部 

［第一责任人］山田豪一著 

［出版地］東京 

［出版者］日本経済新聞社 

［出版日期］1977.9 

［丛编题名］日経新書 

［丛编题名］ニッケイ シンショ 279 

［主题词］南満州鉄道株式会社.調査部 

［知识责任］山田豪一 著 

 

 

［正题名］国父孫文と梅屋庄吉 

［第一责任人］車田譲治著 

［出版地］東京 

［出版者］六興出版 

［出版日期］1975.4 

［附注内容］述：国方千勢子 

［知识责任］車田譲治 著 

 

 

［正题名］この目で見た世界史 

［第一责任人］ロバート·ペイン著 

［译者］皆藤幸蔵訳 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1973.6 

［知识责任］Payne 著 



［知识责任］ペイン 著 

［次知识责任］皆藤幸蔵 訳 

 

 

［正题名］日露戦争の軍政史録 

［第一责任人］大山梓著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1973 

［附注内容］日清·日露戦争年表：p.290-291 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］大山梓 著 

 

 

［正题名］広辞苑 

［第一责任人］新村出編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.12 

［附注内容］6 刷のページ数：18，2669p 

［主题词］日本語/辞書 

［知识责任］新村出 編 

 

 

［正题名］日中関係の視点 

［第一责任人］安藤彦太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］龍渓書舎 

［出版日期］1975.7 

［主题词］日本/外国関係/中国 

［知识责任］安藤彦太郎 著 

 

 

［正题名］中国共産党略史 

［第一责任人］藤井満洲男著 

［出版地］東京 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1975.7 

［附注内容］『中国共産党五十年略史』(1972 年刊)の改題再版 

［附注内容］中国共産党史略年表：p381-390 

［主题词］中国共産党/歴史 

［知识责任］藤井満洲男 著 

 

 



［正题名］日本海軍英傑伝 

［第一责任人］実松譲著 

［出版地］東京 

［出版者］光人社 

［出版日期］1972.7 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/海戦 

［主题词］軍人 

［知识责任］実松譲 著 

 

 

［正题名］夢の七十余年 

［第一责任人］北村敬直編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1965.4 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 40 

［附注内容］注記あり 

［知识责任］西原亀三 編 

［知识责任］北村敬直 編 

 

 

［正题名］近代日本と中国 

［第一责任人］竹内好，橋川文三編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1974.6 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 13 

［附注内容］付：参考文献 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］竹内好 編 

［知识责任］橋川文三 編 

 

 

［正题名］近代日本と中国 

［第一责任人］竹内好，橋川文三編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1974.8 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 14 

［附注内容］付：参考文献 



［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］竹内好 編 

［知识责任］橋川文三 編 

 

 

［正题名］秘境西域八年の潜行 

［第一责任人］西川一三著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1974.10 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］スパイ 

［主题词］西域/紀行 

［知识责任］西川一三 著 

 

 

［正题名］秘境西域八年の潜行 

［第一责任人］西川一三著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1974.10 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］スパイ 

［主题词］西域/紀行 

［知识责任］西川一三 著 

 

 

［正题名］現代の中国 

［第一责任人］福武直編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1977.10 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/社会 

［知识责任］福武直 編 

 

 

［正题名］頭山満評伝 

［第一责任人］長谷川義記著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1974 

［附注内容］主要参考文献：p.237-240 

［知识责任］長谷川義記 著 



 

 

［正题名］イエズス会士中国書簡集 

［第一责任人］矢沢利彦編訳 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1970.11 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 175 

［附注内容］注：各巻書簡末 

［附注内容］康煕の皇子（阿哥）たち：2(p350-351) 

［知识责任］矢沢利彦 編訳 

 

 

［正题名］イエズス会士中国書簡集 

［第一责任人］矢沢利彦編訳 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1971.7 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 190 

［附注内容］注：各巻書簡末 

［附注内容］康煕の皇子（阿哥）たち：2(p350-351) 

［知识责任］矢沢利彦 編訳 

 

 

［正题名］イエズス会士中国書簡集 

［第一责任人］矢沢利彦編訳 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1972.6 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 210 

［附注内容］注：各巻書簡末 

［附注内容］康煕の皇子（阿哥）たち：2(p350-351) 

［知识责任］矢沢利彦 編訳 

 

 

［正题名］イエズス会士中国書簡集 

［第一责任人］矢沢利彦編訳 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1973.4 

［丛编题名］東洋文庫 



［丛编题名］トウヨウ ブンコ 230 

［附注内容］注：各巻書簡末 

［附注内容］康煕の皇子（阿哥）たち：2(p350-351) 

［知识责任］矢沢利彦 編訳 

 

 

［正题名］イエズス会士中国書簡集 

［第一责任人］矢沢利彦編訳 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1974.5 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 251 

［附注内容］注：各巻書簡末 

［附注内容］康煕の皇子（阿哥）たち：2(p350-351) 

［知识责任］矢沢利彦 編訳 

 

 

［正题名］イエズス会士中国書簡集 

［第一责任人］矢沢利彦編訳 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1974.12 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 263 

［附注内容］注：各巻書簡末 

［附注内容］康煕の皇子（阿哥）たち：2(p350-351) 

［知识责任］矢沢利彦 編訳 

 

 

［正题名］毛沢東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［出版地］京都 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1977 

［知识责任］毛澤東 著 

 

 

［正题名］現代の常識新語辞典 

［第一责任人］齋藤榮三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］集英社 

［出版日期］1974.6 

［附注内容］题名不是取自题名页 



［主题词］新語/辞書 

［知识责任］斎藤栄三郎 編 

 

 

［正题名］業間録 

［第一责任人］鈴木虎雄著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1928 

［主题词］中国文学/論説 

［知识责任］鈴木虎雄 著 

 

 

［正题名］支那の秘密結社と慈善結社 

［第一责任人］末光高義著 

［出版地］大連 

［出版者］滿洲評論社 

［出版日期］1932.5 

［主题词］秘密結社 

［主题词］団体 

［主题词］中国/社会 

［知识责任］末光高義 著 

 

 

［正题名］支那關係歐米名著略解 

［第一责任人］岩村忍編 

［出版地］東京 

［出版者］タイムス出版社 

［出版日期］1940.5 

［知识责任］岩村忍 編 

 

 

［正题名］日本海外發展史 

［第一责任人］西村眞次著 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂 

［出版日期］1942.2 

［附注内容］巻末：索引 p489-507 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

［知识责任］西村真次 著 

 

 

［正题名］中国革命の歴史的研究 

［第一责任人］北山康夫著 



［出版地］京都 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1972.6 

［知识责任］北山康夫 著 

 

 

［正题名］中国の日本軍 

［第一责任人］本多勝一著 

［出版地］東京 

［出版者］創樹社 

［出版日期］1972.7 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］本多勝一 著 

 

 

［正题名］近代中国政治史研究 

［第一责任人］衛藤瀋吉著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1968.3 

［丛编题名］東大社会科学研究叢書 

［丛编题名］トウダイ シャカイ カガク ケンキュウ ソウショ 26 

［主题词］中国/政治/歴史 

［知识责任］衛藤瀋吉 著 

 

 

［正题名］宋代文集索引 

［第一责任人］佐伯富編 

［出版地］京都 

［出版者］東洋史研究會 

［出版日期］1970.3 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 24 

［主题词］中国/歴史/宋時代/史料 

［知识责任］佐伯富 編 

 

 

［正题名］天皇制軍隊の形成 

［第一责任人］井上清著 

［出版地］東京 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1975.6 

［丛编题名］日本の軍国主義 

［丛编题名］ニホン ノ グンコク シュギ 井上清著 1 



［主题词］軍国主義 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］世界年鑑 

［第一责任人］日本国際問題調査会著 

［出版地］東京 

［出版者］實業之日本社 

［出版日期］1942.12 

［正题名］タングート古代史研究 

［第一责任人］岡崎精郎著 

［出版地］京都 

［出版者］東洋史研究会(京都大学文学部内) 

［出版日期］1972.11 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 27 

［主题词］中国/歴史/宋時代/西夏 

［主题词］タングート 

［知识责任］岡崎精郎 著 

 

 

［正题名］露清外交の研究 

［第一责任人］野見山温著 

［出版地］東京 

［出版者］酒井書店 

［出版日期］1977.4 

［附注内容］野見山温先生略歴·著書及び論文目録：p353-354 

［主题词］ロシア/外国関係/中国/歴史 

［主题词］中国/外国関係/ロシア/歴史 

［知识责任］野見山温 著 

 

 

［正题名］中國史研究 

［第一责任人］佐伯富著 

［出版地］京都 

［出版者］東洋史研究會 

［出版日期］1971.10 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 21(2) 

［附注内容］王安石研究参考文献：第 3：p451-464 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］佐伯富 著 

 

 



［正题名］金朝史研究 

［第一责任人］外山軍治著 

［出版地］京都 

［出版者］東洋史研究會 

［出版日期］1967.4 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 13 

［主题词］中国/歴史/金 

［知识责任］外山軍治 著 

 

 

［正题名］日本と中国 

［第一责任人］臼井勝美著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1972.9 

［丛编题名］近代日本外交史叢書 

［丛编题名］キンダイ ニホン ガイコウシ ソウショ 第 7 巻 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/大正時代 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史/民国時代 

［知识责任］臼井勝美 著 

 

 

［正题名］伊藤博文関係文書 

［第一责任人］伊藤博文関係文書研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1974.3 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］東洋學研究 

［第一责任人］森鹿三著 

［译者］森博士論文集編集委員会編 

［出版地］京都 

［出版者］同朋社 

［出版日期］1975.3 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 23(2) 

［主题词］東洋学 

［知识责任］森鹿三 著 

 

 

［正题名］中國歴史地理研究 



［第一责任人］日比野丈夫著 

［译者］日比野博士論文編集委員會編 

［出版地］京都 

［出版者］同朋舎出版部 

［出版日期］1977.3 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 30 

［附注内容］史記貨殖列伝と漢代の地理区ほか 38 編 

［主题词］中国/歴史地理 

［知识责任］日比野丈夫 著 

［知识责任］日比野博士論文編集委員会 編 

 

 

［正题名］アジア史研究 

［第一责任人］宮崎市定著 

［出版地］京都 

［出版者］同朋舎 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 4(3) 

［附注内容］第 1 巻-第 4 巻出版者:京都大学文学部内東洋史研究会 

［知识责任］宮崎市定 著 

 

 

［正题名］アジア史研究 

［第一责任人］宮崎市定著 

［出版地］京都 

［出版者］同朋舎 

［出版日期］1978.8 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 4(5) 

［附注内容］第 1 巻-第 4 巻出版者:京都大学文学部内東洋史研究会 

［知识责任］宮崎市定 著 

 

 

［正题名］軍国主義の展開と没落 

［第一责任人］井上清著 

［出版地］東京 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1975.10 

［丛编题名］日本の軍国主義 

［丛编题名］ニホン ノ グンコク シュギ 井上清著 3 

［主题词］軍国主義 

［知识责任］井上清 著 



 

 

［正题名］軍国主義と帝国主義 

［第一责任人］井上清著 

［出版地］東京 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］日本の軍国主義 

［丛编题名］ニホン ノ グンコク シュギ 井上清著 2 

［主题词］軍国主義 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］東西文化交流の諸相 

［第一责任人］前嶋信次著 

［出版地］東京 

［出版者］東西文化交流の諸相刊行会 

［出版日期］1971.3 

［附注内容］著作目録：p1203-1224 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［主题词］東洋と西洋 

［知识责任］前嶋信次 著 

 

 

［正题名］東中大辭典 

［第一责任人］作新社著 

［出版地］上海 

［出版者］作新社 

［出版日期］1908.5 

［知识责任］作新社 著 

 

 

［正题名］近代中国政治外交史 

［第一责任人］坂野正高著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1973.10 

［附注内容］文献解題：p.541-617 

［附注内容］第 2 刷(1982)のページ数: 626p 

［知识责任］坂野正高 著 

 

 

［正题名］中国近代軍閥の研究 

［第一责任人］波多野善大著 



［出版地］東京 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1973.7 

［主题词］軍閥/中国/歴史 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］波多野善大 著 

 

 

［正题名］敗戦の記録 

［第一责任人］参謀本部所蔵編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1967 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 

［附注内容］大東亜戦争重要史実暦日表：p[431]-479 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］日中十五年戦争と私 

［第一责任人］遠藤三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日中書林 

［出版日期］1974.11 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］遠藤三郎 著 

 

 

［正题名］歴史地理學 

［第一责任人］歴史學研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］四海書房 

［出版日期］1938.2 

［正题名］近代中国における民衆運動とその思想 

［第一责任人］里井彦七郎著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1972.6 

［知识责任］里井彦七郎 著 

 

 

［正题名］現代中国革命の起源 

［第一责任人］菊池貴晴著 

［出版地］東京 



［出版者］巖南堂書店 

［出版日期］1973.3 

［附注内容］欧文タイトルは後付による 

［知识责任］菊池貴晴 著 

 

 

［正题名］日本文化と中国 

［第一责任人］尾藤正英編 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1968.7 

［丛编题名］中国文化叢書 

［丛编题名］チュウゴク ブンカ ソウショ 10 

［附注内容］参考文献：p347-350 

［知识责任］尾藤正英 編 

 

 

［正题名］戦場回想篇 

［第一责任人］稲葉正夫編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1970.2 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 99 巻 岡村寧次大将資料 稲葉正夫編 上 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］従軍記 

［知识责任］稲葉正夫 編 

［知识责任］岡村寧次 編 

 

 

［正题名］中國方面陸軍航空作戦 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1974.7 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ [74] 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/空戦 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］滿洲事變と滿鐵 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社編 

［出版地］東京 



［出版者］原書房 

［出版日期］1974.8 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 235 

［附注内容］1934 年刊の複製 

［主题词］南満州鉄道株式会社 

［主题词］満州事変 

 

 

［正题名］滿洲事變と滿鐵 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1974.9 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 236 

［附注内容］1934 年刊の複製 

［主题词］南満州鉄道株式会社 

［主题词］満州事変 

 

 

［正题名］宋代政経史の研究 

［第一责任人］曾我部静雄著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1974.3 

［主题词］中国/歴史/宋時代 

［知识责任］曽我部静雄 著 

 

 

［正题名］中国革命の起点 

［第一责任人］野沢豊，田中正俊編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.4 

［丛编题名］講座中国近現代史 

［丛编题名］コウザ チュウゴク キン ゲンダイシ 野沢豊，田中正俊編集 第 1 巻 

［知识责任］野沢豊 編 

［知识责任］田中正俊 編 

 

 

［正题名］義和団運動 

［第一责任人］野沢豊，田中正俊編 

［出版地］東京 



［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.5 

［丛编题名］講座中国近現代史 

［丛编题名］コウザ チュウゴク キン ゲンダイシ 野沢豊，田中正俊編集 第 2 巻 

［主题词］義和団の乱 

［知识责任］野沢豊 編 

［知识责任］田中正俊 編 

 

 

［正题名］中国革命の勝利 

［第一责任人］野沢豊，田中正俊編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.10 

［丛编题名］講座中国近現代史 

［丛编题名］コウザ チュウゴク キン ゲンダイシ 野沢豊，田中正俊編集 第 7 巻 

［主题词］中国/歴史/1949 年以後 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国 

［知识责任］野沢豊 編 

［知识责任］田中正俊 編 

 

 

［正题名］辛亥革命 

［第一责任人］野沢豊，田中正俊編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.6 

［丛编题名］講座中国近現代史 

［丛编题名］コウザ チュウゴク キン ゲンダイシ 野沢豊，田中正俊編集 第 3 巻 

［主题词］辛亥革命 

［知识责任］野沢豊 編 

［知识责任］田中正俊 編 

 

 

［正题名］日本帝国主義下の民族革命運動 

［第一责任人］浅田喬二著 

［出版地］東京 

［出版者］未来社 

［出版日期］1973.9 

［主题词］民族運動/アジア 

［主题词］排日問題 

［知识责任］浅田喬二 著 

 

 



［正题名］章炳麟·章士釗·魯迅 

［第一责任人］高田淳著 

［出版地］東京 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1974.9 

［知识责任］高田淳 著 

 

 

［正题名］中国の社会と文化 

［第一责任人］早稲田大学社会科学研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田大学社会科学研究所 

［出版日期］1975.7 

［丛编题名］研究シリーズ 

［丛编题名］ケンキュウ シリーズ 9 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/社会 

 

 

［正题名］1930 年代中国の研究 

［第一责任人］藤井昇三編 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1975.11 

［丛编题名］アジア経済調査研究双書 

［丛编题名］アジア ケイザイ チョウサ ケンキュウ ソウショ 228 

［主题词］中国/政治/歴史/民国時代 

［知识责任］藤井昇三 編 

 

 

［正题名］匈奴篇 

［第一责任人］内田吟風著 

［出版地］京都 

［出版者］同朋舎出版 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 28 之 1 北アジア史研究 内田吟風著 

［知识责任］内田吟風 著 

 

 

［正题名］外国人のための基本語用例辞典 

［第一责任人］文化庁編 

［出版地］東京 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1971.8 



［附注内容］著作権者：文化庁 

［主题词］日本語/語彙 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］1930 年代の日本外交 

［第一责任人］日本国際政治学会編 

［出版地］国立 

［出版者］日本国際政治学会 

［出版日期］1977.3 

［丛编题名］国際政治 

［丛编题名］コクサイ セイジ 56 号 

［附注内容］発売:有斐閣(東京) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］中国史と日本 

［第一责任人］三島一著 

［出版地］東京 

［出版者］新評論 

［出版日期］1977.11 

［主题词］中国/歴史/唐時代 

［主题词］歴史教育 

［知识责任］三島一 著 

 

 

［正题名］中国と琉球 

［第一责任人］野口鉄郎著 

［出版地］東京 

［出版者］開明書院 

［出版日期］1977.1 

［附注内容］参考文献：p.360～365 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］野口鉄郎 著 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版地］東京 

［出版者］外務省 

［出版日期］1978.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/史料 

 

 



［正题名］満洲建国 

［第一责任人］山口重次著 

［出版地］東京 

［出版者］行政通信社 

［出版日期］1975.3 

［主题词］満州事変 

［主题词］満州国 

［知识责任］山口重次 著 

 

 

［正题名］抗日戦争 

［第一责任人］野沢豊，田中正俊編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.9 

［丛编题名］講座中国近現代史 

［丛编题名］コウザ チュウゴク キン ゲンダイシ 野沢豊，田中正俊編集 第 6 巻 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］野沢豊 編 

［知识责任］田中正俊 編 

 

 

［正题名］中国革命の展開 

［第一责任人］野沢豊，田中正俊編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.8 

［丛编题名］講座中国近現代史 

［丛编题名］コウザ チュウゴク キン ゲンダイシ 野沢豊，田中正俊編集 第 5 巻 

［知识责任］野沢豊 編 

［知识责任］田中正俊 編 

 

 

［正题名］五·四運動 

［第一责任人］野沢豊，田中正俊編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.7 

［丛编题名］講座中国近現代史 

［丛编题名］コウザ チュウゴク キン ゲンダイシ 野沢豊，田中正俊編集 第 4 巻 

［主题词］五四運動 

［知识责任］野沢豊 編 

［知识责任］田中正俊 編 

 



 

［正题名］女眞語ノ新研究 

［第一责任人］渡部薫太郎著 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪東洋學會 

［出版日期］1935.1 

［丛编题名］亜細亜研究 

［丛编题名］アジア ケンキュウ 第 12 号 

［附注内容］謄写版,袋綴本 

［知识责任］渡部薫太郎 著 

 

 

［正题名］北一輝研究 

［第一责任人］宮本盛太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1975.3 

［附注内容］北一輝研究 昭和 50 年 3 月刊のオンデマンド版(2003 年 2 月発行) 

［附注内容］北一輝研究文献目録：p288-321 

［知识责任］宮本盛太郎 著 

 

 

［正题名］厚和特別市概況 

［出版地］厚和 

［出版者］厚和特別市公署 

［出版日期］1939.1 

［正题名］西原借款資料研究 

［第一责任人］鈴木武雄監修 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1972.9 

［主题词］日本/経済関係/中国/歴史 

［知识责任］鈴木武雄 監修 

 

 

［正题名］大正期の急進的自由主義 

［第一责任人］井上清，渡部徹編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1972.12 

［丛编题名］京都大學人文科學研究所研究報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ ケンキュウ ホウコク 

［附注内容］京都大学人文科学研究所「大正期の世論と時代思潮」共同研究班の成果をま

とめたもの 



［主题词］東洋経済新報 

［知识责任］井上清 編 

［知识责任］渡部徹 編 

 

 

［正题名］辛亥革命の研究 

［第一责任人］小野川秀美，島田虔次編 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1978.1 

［主题词］辛亥革命 

［知识责任］小野川秀美 編 

［知识责任］島田虔次 編 

 

 

［正题名］琉球の歴史 

［第一责任人］宮城栄昌著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1977.12 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 日本歴史学会編 35 

［附注内容］略年表·参考文献：p287-304 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］宮城栄昌 著 

 

 

［正题名］長崎の唐人貿易 

［第一责任人］山脇悌二郎著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1964.4 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 日本歴史学会編 6 

［附注内容］略年譜·参考文献：p315-323 

［主题词］日本/貿易/歴史/江戸時代 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸時代 

［知识责任］山脇悌二郎 著 

 

 

［正题名］秘境西域八年の潜行 

［第一责任人］西川一三著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 



［出版日期］1972.10 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］スパイ 

［主题词］西域/紀行 

［知识责任］西川一三 著 

 

 

［正题名］満蒙遊記 

［第一责任人］與謝野寛，與謝野晶子著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1930.5 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］与謝野寛 著 

［知识责任］与謝野晶子 著 

 

 

［正题名］小村寿太郎 

［第一责任人］石井一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］東和出版社 

［出版日期］1943.6 

［附注内容］小村寿太郎略年譜：p399～403 

［知识责任］石井一郎 著 

 

 

［正题名］日本の大學 

［第一责任人］大久保利謙著 

［出版地］東京 

［出版者］創元社 

［出版日期］1944.1 

［知识责任］大久保利謙 著 

 

 

［正题名］近代日本官僚史 

［第一责任人］田中惣五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋經濟新報社出版部 

［出版日期］1941.6 

［主题词］日本/政治/歴史/現代 

［主题词］官僚 

［知识责任］田中惣五郎 著 

 

 



［正题名］近代支那文化 

［第一责任人］和田清編 

［出版地］東京 

［出版者］光風館 

［出版日期］1943.10 

［丛编题名］近代支那文化讀本 

［丛编题名］キンダイ シナ ブンカ トクホン 

［知识责任］和田清 編 

 

 

［正题名］東洋史論文要目 

［第一责任人］大塚史學會高師部會編 

［出版地］東京 

［出版者］大塚史学会高師部会 

［出版日期］1936.6 

［正题名］日華辞典 

［第一责任人］金秉藩，武田欣二共著 

［出版地］東京 

［出版者］文求堂書店 

［出版日期］1930.12 

［主题词］中国語/辞書 

［知识责任］金秉藩 著 

［知识责任］武田欣二 著 

 

 

［正题名］新漢和大字典 

［第一责任人］宇野哲人編 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1932.2 

［知识责任］宇野哲人 編 

 

 

［正题名］角川外来語辞典 

［第一责任人］荒川惣兵衛著 

［出版地］東京 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1967.9 

［附注内容］冨山房版「外来語辞典」(1941 年刊)の増補改訂版 

［主题词］日本語/外来語/辞書 

［知识责任］荒川惣兵衛 著 

 

 

［正题名］北一輝 



［第一责任人］田中惣五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1971.1 

［附注内容］初版：未来社 1959 

［附注内容］北一輝年譜：p427-453 

［附注内容］田中惣五郎人物評伝三部作 

［知识责任］田中惣五郎 著 

 

 

［正题名］新興ロシアの教育 

［第一责任人］山下徳治著 

［出版地］東京 

［出版者］鉄塔書院 

［出版日期］1929.12 

［主题词］ロシア/教育 

［知识责任］山下徳治 著 

 

 

［正题名］支那及満州國現勢地理 

［第一责任人］支那地理歴史大系刊行会編 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1940.12 

［丛编题名］支那地理歴史大系 

［丛编题名］シナ チリ レキシ タイケイ 支那地理歴史大系刊行会編 2 

 

 

［正题名］中国の近代 

［第一责任人］市古宙三著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1974.9 

［丛编题名］世界の歴史 

［丛编题名］セカイ ノ レキシ 20 

［主题词］世界史 

［知识责任］市古宙三 著 

 

 

［正题名］北一輝論 

［第一责任人］松本健一著 

［出版地］東京 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1972.3 



［知识责任］松本健一 著 

 

 

［正题名］西域·シベリア 

［第一责任人］加藤九祚著 

［出版地］東京 

［出版者］新時代社 

［出版日期］1970.2 

［主题词］シベリア/歴史 

［主题词］中央アジア/歴史 

［主题词］コーカサス/歴史 

［知识责任］加藤九祚 著 

 

 

［正题名］支那革命軍談 

［第一责任人］宮崎滔天著 

［译者］西田勝編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1967.9 

［知识责任］宮崎滔天 著 

［次知识责任］西田勝 編·解説 

 

 

［正题名］南支那民族史 

［第一责任人］徐松石著 

［译者］井出季和太訳 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋号書店 

［出版日期］1941 

［主题词］苗族 

［主题词］瑶族 

［主题词］僮族 

［知识责任］徐松石 著 

［次知识责任］井出季和太 訳 

 

 

［正题名］模範 新世界年表 

［第一责任人］三省堂編輯所編纂 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1935 

［附注内容］校閲：喜田貞吉 

［主题词］世界/歴史/年表 



 

 

［正题名］世界文化史 

［第一责任人］ウエルズ著 

［译者］松平道夫譯 

［出版地］東京 

［出版者］成光館 

［出版日期］1941.4 

［知识责任］Wells 著 

［知识责任］ウエルズ 著 

［次知识责任］松平道夫 譯 

 

 

［正题名］世界文化史 

［第一责任人］ウエルズ著 

［译者］松平道夫譯 

［出版地］東京 

［出版者］成光館 

［出版日期］1941.4 

［知识责任］Wells 著 

［知识责任］ウエルズ 著 

［次知识责任］松平道夫 譯 

 

 

［正题名］世界文化史 

［第一责任人］ウエルズ著 

［译者］松平道夫譯 

［出版地］東京 

［出版者］成光館 

［出版日期］1941.4 

［知识责任］Wells 著 

［知识责任］ウエルズ 著 

［次知识责任］松平道夫 譯 

 

 

［正题名］世界文化史 

［第一责任人］ウエルズ著 

［译者］松平道夫譯 

［出版地］東京 

［出版者］成光館 

［出版日期］1941.4 

［知识责任］Wells 著 

［知识责任］ウエルズ 著 

［次知识责任］松平道夫 譯 



 

 

［正题名］世界文化史 

［第一责任人］ウエルズ著 

［译者］松平道夫譯 

［出版地］東京 

［出版者］成光館 

［出版日期］1941.4 

［知识责任］Wells 著 

［知识责任］ウエルズ 著 

［次知识责任］松平道夫 譯 

 

 

［正题名］昭和外交五十年 

［第一责任人］戸川猪佐武著 

［出版地］東京 

［出版者］学芸書林 

［出版日期］1973.9 

［附注内容］参考書目·略年表：p.372-402 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

［知识责任］戸川猪佐武 著 

 

 

［正题名］現代日語語法 

［第一责任人］莊以淳編著 

［出版地］香港 

［出版者］商務印書館香港分館 

［出版日期］1976.5 

［丛编题名］日語自修讀本 

［丛编题名］ニチゴ ジシュウ トクホン 莊以淳編著 2 

［知识责任］莊以淳 編著 

 

 

［正题名］基礎日語知識 

［第一责任人］莊以淳編著 

［出版地］香港 

［出版者］商務印書館香港分館 

［出版日期］1976.5 

［丛编题名］日語自修讀本 

［丛编题名］ニチゴ ジシュウ トクホン 莊以淳編著 1 

［知识责任］莊以淳 編著 

 

 

［正题名］滿和辭典 



［第一责任人］羽田亨編 

［出版地］東京 

［出版者］国書刊行会 

［出版日期］1972.7 

［附注内容］京都帝国大学満蒙調査会昭和 12 年刊の複製 

［主题词］満州語/辞書 

［知识责任］羽田亨 編 

 

 

［正题名］日本軍閥の野望 

［第一责任人］笠原良三著 

［出版地］［東京］ 

［出版者］青年書館 

［出版日期］1974.1］ 

［丛编题名］ポイント·ブックス 

［丛编题名］ポイント ブックス 

［附注内容］参考引用文献：p347-349 

［附注内容］出版事項の記述はカバーによる 

［知识责任］笠原良三 著 

 

 

［正题名］帝国主義の開幕 

［第一责任人］中山治一著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1970.1 

［丛编题名］世界の歴史 

［丛编题名］セカイ ノ レキシ 21 

［附注内容］奥付の出版社：河出書房新社 

［主题词］世界史 

［知识责任］中山治一 著 

 

 

［正题名］評伝宮崎滔天 

［第一责任人］渡辺京二著 

［出版地］東京 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1976.4 

［知识责任］渡辺京二 著 

 

 

［正题名］日本と中国の二千年 

［第一责任人］中村新太郎著 

［出版地］東京 



［出版者］東邦出版社 

［出版日期］1975.8 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］中村新太郎 著 

 

 

［正题名］日本と中国の二千年 

［第一责任人］中村新太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］東邦出版社 

［出版日期］1975.8 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］中村新太郎 著 

 

 

［正题名］秘録川島芳子 

［第一责任人］渡辺龍策著 

［出版地］東京 

［出版者］番町書房 

［出版日期］1972.8 

［知识责任］渡辺龍策 著 

 

 

［正题名］馬仲英の逃亡 

［第一责任人］スヴェン·ヘディン作 

［译者］小野忍訳 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1938.10 

［丛编题名］大陸文学叢書 

［丛编题名］タイリク ブンガク ソウショ 6 

［主题词］新彊省/紀行 

［主题词］新彊省/歴史 

［知识责任］Hedin 作 

［知识责任］ヘディン 作 

［次知识责任］小野忍 訳 

 

 

［正题名］北支蒙疆年鑑 

［第一责任人］高木翔之助著 

［出版地］天津 

［出版者］北支那経済通信社 



［出版日期］1943 

［主题词］蒙古/地誌 

［知识责任］高木翔之助 著 

 

 

［正题名］大正期の政党と国民 

［第一责任人］金原左門著 

［出版地］東京 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1973.10 

［丛编题名］塙選書 

［丛编题名］ハナワ センショ 79 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［知识责任］金原左門 著 

 

 

［正题名］模範 新世界年表 

［第一责任人］三省堂編輯所編纂 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1933.3 

［附注内容］校閲：喜田貞吉 

［主题词］世界/歴史/年表 

 

 

［正题名］辛亥革命 

［第一责任人］西順蔵編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.2 

［丛编题名］原典中国近代思想史 

［丛编题名］ゲンテン チュウゴク キンダイ シソウシ 西順蔵編 3 

［附注内容］義和団民話ほか 35 編 

［主题词］辛亥革命 

［知识责任］西順蔵 編 

 

 

［正题名］アヘン戦争から太平天国まで 

［第一责任人］西順蔵編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.10 

［丛编题名］原典中国近代思想史 

［丛编题名］ゲンテン チュウゴク キンダイ シソウシ 西順蔵編 1 



［主题词］中国思想/歴史/清時代 

［知识责任］西順蔵 編 

 

 

［正题名］中国見たまま 

［第一责任人］小坂善太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1967.6 

［主题词］中国/政治 

［主题词］中国/外国関係 

［知识责任］小坂善太郎 著 

 

 

［正题名］中國近世思想研究 

［第一责任人］安田二郎著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1948.2 

［主题词］陽明学 

［知识责任］安田二郎 著 

 

 

［正题名］新漢和辞典 

［第一责任人］諸橋轍次…［ほか］著 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1975.12 

［附注内容］携帯版 

［主题词］漢字/辞書 

［知识责任］諸橋轍次 著 

［知识责任］渡边未吾 著 

［知识责任］鎌田正 著 

［知识责任］米山寅太郎 著 

 

 

［正题名］満州事変 

［第一责任人］臼井勝美著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1974.11 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 377 

［附注内容］史料·参考文献：p.213-214 



［主题词］満州事変 

［知识责任］臼井勝美 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］児島襄著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1975.7 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 84 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］児島襄 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］児島襄著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1975.7 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 90 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］児島襄 著 

 

 

［正题名］中国要人録 

［第一责任人］思想運動研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］全貌社 

［出版日期］1972.11 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/名簿 

 

 

［正题名］人民中国への道 

［第一责任人］小野信爾著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1977.5 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 455 新書東洋史 5 中国の歴史 5 

［附注内容］参考文献·年表：p197-205 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］中国/歴史/民国時代 



［知识责任］小野信爾 著 

 

 

［正题名］フランス勤工倹学の回想 

［第一责任人］何長工著 

［译者］河田悌一，森時彦訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 956 

［主题词］外国留学 

［主题词］中国共産党 

［知识责任］何長工 著 

［次知识责任］河田悌一 訳 

［次知识责任］森時彦 訳 

 

 

［正题名］讀史廣記 

［第一责任人］中山久四郎著 

［出版地］東京 

［出版者］章華社 

［出版日期］1933.9 

［知识责任］中山久四郎 著 

 

 

［正题名］支那の秘密結社と慈善結社 

［第一责任人］末光高義著 

［出版地］大連 

［出版者］滿洲評論社 

［出版日期］1940.10 

［主题词］秘密結社 

［主题词］団体 

［主题词］中国/社会 

［知识责任］末光高義 著 

 

 

［正题名］歴史教育論 

［第一责任人］新見吉治著 

［出版地］東京 

［出版者］同文書院 

［出版日期］1934.11 

［主题词］歴史教育 

［知识责任］新見吉治 著 



 

 

［正题名］戰時下支那の貿易·金融 

［第一责任人］E.カン著 

［译者］森沢昌輝訳編 

［出版地］東京 

［出版者］慶応書房 

［出版日期］1938.12 

［附注内容］E.カン主宰の週刊誌「金融商業報」Finance and commerce に掲載された諸論

文を抜萃翻訳したもの 

［主题词］金融/中国 

［主题词］中国/貿易/歴史 

［主题词］通貨問題/中国 

［知识责任］Kann 著 

［知识责任］カン 著 

［次知识责任］森澤昌輝 訳編 

 

 

［正题名］滿洲採金事業方策關係資料 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道經濟調査會 

［出版日期］1936.10 

［丛编题名］立案調査書類 

［丛编题名］リツアン チョウサ ショルイ 南滿洲鉄道経済調査会 第 5 編第 4 巻第 3 號 

 

 

［正题名］支那經濟地理誌 

［第一责任人］馬場锹太郎著 

［出版地］上海 

［出版者］禹域学会 

［出版日期］1924.4 

［知识责任］馬場锹太郎 著 

 

 

［正题名］支那事変陸軍作戦 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1975.7 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ [90] 

［主题词］日中戦争 

 



 

［正题名］明代馬政の研究 

［第一责任人］谷光隆著 

［出版地］京都 

［出版者］東洋史研究會(京都大學文學部内) 

［出版日期］1972.11 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 26 

［附注内容］附録：英文梗概 

［主题词］馬 

［主题词］中国/歴史/明時代 

［知识责任］谷光隆 著 

 

 

［正题名］北アジア史研究 

［第一责任人］内田吟風著 

［出版地］京都 

［出版者］同朋舎 

［出版日期］1975.1 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 28(2) 

［附注内容］奥付に東洋史叢刊とあり 

［主题词］鮮卑 

［主题词］柔然 

［主题词］突厥 

［主题词］民族/アジア北部 

［主题词］匈奴 

［知识责任］内田吟風 著 

 

 

［正题名］木戸幸一日記 

［第一责任人］木戸幸一著 

［译者］木戸日記研究会編集校訂 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1966.7 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

［知识责任］木戸幸一 著 

 

 

［正题名］木戸幸一日記 

［第一责任人］木戸幸一著 

［译者］木戸日記研究会編集校訂 



［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1966.7 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

［知识责任］木戸幸一 著 

 

 

［正题名］文学·芸能編 

［第一责任人］外間守善編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1971.9 

［丛编题名］沖繩文化論叢 

［丛编题名］オキナワ ブンカ ロンソウ 第 4 巻 

［附注内容］解説：外間守善. 文献目録：p532-539 

［主题词］琉球文学 

［主题词］郷土芸能/琉球 

［知识责任］外間守善 編 

 

 

［正题名］言語編 

［第一责任人］外間守善編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1972.11 

［丛编题名］沖繩文化論叢 

［丛编题名］オキナワ ブンカ ロンソウ 第 5 巻 

［主题词］琉球語 

［知识责任］外間守善 編 

 

 

［正题名］民俗編 

［第一责任人］大藤時彦，小川徹編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1971.6 

［丛编题名］沖繩文化論叢 

［丛编题名］オキナワ ブンカ ロンソウ 第 2 巻 

［知识责任］大藤時彦 編 

［知识责任］小川徹 編 

 

 

［正题名］民俗編 



［第一责任人］大藤時彦，小川徹編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1971.12 

［丛编题名］沖繩文化論叢 

［丛编题名］オキナワ ブンカ ロンソウ 第 3 巻 

［知识责任］大藤時彦 編 

［知识责任］小川徹 編 

 

 

［正题名］歴史編 

［第一责任人］新里恵二編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1972.5 

［丛编题名］沖繩文化論叢 

［丛编题名］オキナワ ブンカ ロンソウ 第 1 巻 

［知识责任］新里恵二 編 

 

 

［正题名］日本帝国主義史論 

［第一责任人］江口圭一著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1975.10 

［主题词］満州事変 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］江口圭一 著 

 

 

［正题名］ 後の参謀総長梅津美治郎 

［第一责任人］上法快男編 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1976.8 

［知识责任］上法快男 編 

 

 

［正题名］東研成果摘要 

［第一责任人］東亜研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］竜渓書舎 

［出版日期］1978.8 

［丛编题名］東研シリーズ 



［丛编题名］トウケン シリーズ 

［附注内容］自昭和十三年九月至昭和十八年六月 

［附注内容］東亜研究所昭和 18 年刊の複製 

［主题词］東亜研究所/歴史 

 

 

［正题名］中国経済史研究 

［第一责任人］西村元佑著 

［出版地］京都 

［出版者］同朋舍 

［出版日期］1968.3 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 17 

［主题词］中国/経済/歴史 

［知识责任］西村元佑 著 

 

 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1978.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1978.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1978.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1976.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1974.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 



［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1975.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1975.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1975.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1971.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1972.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1972.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1972.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1973.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1973.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 



［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1973.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1974.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1974.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1977.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1977.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1976.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1971.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1971.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1976.3 



［正题名］相互扶助論 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道編 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.7 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道編 第 10 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］一革命家の思い出 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道編 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.4 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道編 第 8 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］一革命家の思い出 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道編 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.6 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道編 第 9 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］ロシア革命論 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道編 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1963.12 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道編 第 7 巻 



［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］労働運動論集 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道編 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.1 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道編 第 6 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］文芸論集 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道編 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.9 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道編 第 5 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］クロポトキン研究 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道編 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.6 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道編 第 4 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］無政府主義の哲学 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道編 

［出版地］東京 



［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.4 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大杉栄著 大沢正道編 第 3 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］青年に訴う 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道編 

［出版地］東京 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.4 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道編 第 1 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］日本文法辞典 

［第一责任人］江湖山恒明，松村明編 

［出版地］東京 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1962.5 

［主题词］日本語/文法/辞書 

［知识责任］江湖山恒明 編 

［知识责任］松村明 編 

 

 

［正题名］日本革命と農民問題 

［第一责任人］深谷進著 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1964.3 

［主题词］農村 

［主题词］農民 

［知识责任］深谷進 著 

 

 

［正题名］農業·農民問題文献集 

［第一责任人］日本共産党中央委員会農民漁民部編 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版局 



［出版日期］1964.3 

［主题词］日本/農業 

［主题词］農業政策 

 

 

［正题名］台湾 

［第一责任人］王育徳著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1964.1 

［丛编题名］フロンティア·ブックス 

［丛编题名］フロンティア ブックス 

［知识责任］王育徳 著 

 

 

［正题名］日本共産党綱領集 

［第一责任人］日本共産党中央委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1964.5 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］日本共産党決議決定集 

［第一责任人］日本共産党中央委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版局 

［出版日期］1964.3 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］戰争地理學研究 

［第一责任人］小川琢治著 

［出版地］東京 

［出版者］古今書院 

［出版日期］1939.7 

［知识责任］小川琢治 著 

 

 

［正题名］わが党のたたかった道 

［第一责任人］宮本顕治著 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1964.5 



［主题词］政治/論説 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］宮本顕治 著 

 

 

［正题名］明治維新 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.2 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 128 

［主题词］明治維新 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］中国経済年報 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.2 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国研究所 

 

 

［正题名］中国経済年報 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.6 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国研究所 

 

 

［正题名］中国経済年報 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.8 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国研究所 

 

 

［正题名］中国経済年報 



［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.11 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国研究所 

 

 

［正题名］中国経済年報 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954.2 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国研究所 

 

 

［正题名］中国経済年報 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954.5 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国研究所 

 

 

［正题名］中国経済年報 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954.8 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国研究所 

 

 

［正题名］中国経済年報 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954.10 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国研究所 

 

 



［正题名］中国経済年報 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.2 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国研究所 

 

 

［正题名］中国経済年報 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.5 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国研究所 

 

 

［正题名］星亨 

［第一责任人］中村菊男著 

［译者］日本歴史学会編 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1963.2 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 101 

［附注内容］略年譜·主要参考文献：p219-230 

［知识责任］中村菊男 著 

 

 

［正题名］大隈重信 

［第一责任人］中村尚美著 

［译者］日本歴史学会編 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1961.9 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 76 

［附注内容］大隈重信略年譜·主要参考文献：p313-325 

［知识责任］中村尚美 著 

 

 

［正题名］尾崎行雄 

［第一责任人］伊佐秀雄著 



［译者］日本歴史学会編 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1960.6 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 48 

［附注内容］略年譜·主要参考文献：p253-260 

［知识责任］伊佐秀雄 著 

 

 

［正题名］岩崎弥太郎 

［第一责任人］入交好脩著 

［译者］日本歴史学会編 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 53 

［附注内容］岩崎弥太郎略年譜·主要参考文献：p229-235 

［知识责任］入交好脩 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水 

［第一责任人］西尾陽太郎著 

［译者］日本歴史学会編 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1959.3 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 20 

［附注内容］略年譜·主要参考文献：p318-327 

［知识责任］西尾陽太郎 著 

 

 

［正题名］松川十五年 

［第一责任人］松川事件対策協議会，松川運動史編纂委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］労働旬報社 

［出版日期］1964.8 

［主题词］松川事件 

［知识责任］松川事件対策協議会 編 

［知识责任］松川運動史編纂委員会 編 

 

 



［正题名］日·朝·中三国人民連帯の歴史と理論 

［第一责任人］安藤彦太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日本朝鮮研究所 

［出版日期］1964.7 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/中国 

［知识责任］安藤彦太郎 著 

 

 

［正题名］日本労働運動の歴史 

［第一责任人］塩田庄兵衛著 

［出版地］東京 

［出版者］労働旬報社 

［出版日期］1964.9 

［主题词］労働運動/日本/歴史 

［知识责任］塩田庄兵衛 著 

 

 

［正题名］戦後日本史 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1964.1 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］戦後日本史 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1964.9 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］戦後日本史 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1964.9 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 



 

 

［正题名］戦後日本史 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1964.9 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］前史とその問題点 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1964.10 

［丛编题名］戦後日本史 

［丛编题名］センゴ ニホンシ 歴史学研究会編 5 

［附注内容］戦後史文献目録·戦後史年表：p[235]-327 

 

 

［正题名］わたしの外交白書 

［第一责任人］西春彦著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋新社 

［出版日期］1963.5 

［附注内容］A diplomat's white book / bu H. Nishi 

［知识责任］西春彦 著 

 

 

［正题名］昭和外交史 

［第一责任人］戸川猪佐武著 

［出版地］東京 

［出版者］雪華社 

［出版日期］1962.12 

［附注内容］巻末：昭和外交史略年表 

［知识责任］戸川猪佐武 著 

 

 

［正题名］第二次世界大戦中の米英ソ秘密外交書簡 

［第一责任人］ソ同盟外務省編 

［译者］川内唯彦, 松本滋訳 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 



［出版日期］1957.12 

［主题词］外交 

［知识责任］ソ同盟外務省 編 

［次知识责任］川内唯彦 訳 

［次知识责任］松本滋 訳 

 

 

［正题名］中国の名著 

［第一责任人］東京大学中国文学研究室編 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1961.10 

［主题词］書目/解題 

 

 

［正题名］明治的人間像 

［第一责任人］中村菊男著 

［出版地］東京 

［出版者］慶應通信 

［出版日期］1957 

［知识责任］中村菊男 著 

 

 

［正题名］現代蒙古 

［第一责任人］ア·ペ·ベンニングセン著 

［译者］農商務省商工局譯 

［出版地］東京 

［出版者］時事彙存社 

［出版日期］1914.3 

［知识责任］Bennigsen 著 

［知识责任］ベンニングセン 著 

 

 

［正题名］戦後の世界政治 

［第一责任人］岡倉古志郎，寺本光朗著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1959.11 

［丛编题名］戦後世界の政治と経済 

［丛编题名］センゴ セカイ ノ セイジ ト ケイザイ 世界経済研究所編 11 

［主题词］政治 

［知识责任］岡倉古志郎 著 

［知识责任］寺本光朗 著 

 



 

［正题名］平和論集 

［第一责任人］トリアッティ著 

［译者］石堂清倫訳 

［出版地］東京 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1955.1 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 416 

［主题词］マルクス主義 

［主题词］平和 

［知识责任］Togliatti 著 

［知识责任］トリアッティ 著 

［次知识责任］石堂清倫 訳 

 

 

［正题名］明解国語辞典 

［第一责任人］金田一京助監修 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1963.2 

［附注内容］別書誌の改訂版とは内容が異なる 

［主题词］日本語/辞書 

［知识责任］金田一京助 監修 

 

 

［正题名］自衛隊 

［第一责任人］星野安三郎，林茂夫共著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1963.8 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 391 

［主题词］自衛隊 

［知识责任］星野安三郎 著 

［知识责任］林茂夫 著 

 

 

［正题名］日露戦争以後 

［第一责任人］中山治一著 

［出版地］大阪 

［出版者］創元社 

［出版日期］1957.12 

［丛编题名］創元歴史選書 



［丛编题名］ソウゲン レキシ センショ 

［附注内容］付：史料と文献：p191-195 

［主题词］東洋問題 

［知识责任］中山治一 著 

 

 

［正题名］社会主義はどういう現実か 

［第一责任人］大内兵衛著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-259 

［主题词］ロシア/紀行 

［主题词］中国/紀行 

［知识责任］大内兵衛 著 

 

 

［正题名］漢の武帝 

［第一责任人］吉川幸次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-24 

［知识责任］吉川幸次郎 著 

 

 

［正题名］フルシチョフと毛沢東 

［第一责任人］安東仁兵衛，西川一郎他著 

［出版地］東京 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1963.6 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 57 

［附注内容］文献あんない：p218-221 

［附注内容］中ソ論争年表：p224-235 

［主题词］共産主義 

［主题词］中国/外国関係/ロシア 

［主题词］ロシア/外国関係/中国 

［知识责任］安東仁兵衛 著 

［知识责任］西川一郎 著 

 

 



［正题名］ソ連の共産党政治 

［第一责任人］米国下院非米活動委員会編 

［译者］渡辺銕蔵訳 

［出版地］東京 

［出版者］自由アジア社 

［出版日期］1961.7 

［丛编题名］共産主義の白書 

［丛编题名］キョウサン シュギ ノ ハクショ 第 2 巻 

［次知识责任］渡邊鐵藏 訳 

 

 

［正题名］現代世界人名事典 

［第一责任人］蝋山芳郎，内山敏編 

［出版地］東京 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1958.7 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 24 

［知识责任］蝋山芳郎 編 

［知识责任］内山敏 編 

 

 

［正题名］現代の中国 

［第一责任人］ジャック·ギエルマ著 

［译者］小出峻訳 

［出版地］東京 

［出版者］白水社 

［出版日期］1960.4 

［丛编题名］文庫クセジュ 

［丛编题名］ブンコ クセジュ 281 

［附注内容］巻末：参考書目要覧 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］Guillermaz 著 

［知识责任］ギエルマ 著 

［次知识责任］小出峻 訳 

 

 

［正题名］世界の財閥 

［第一责任人］アンリ·ペイレ著 

［译者］土屋宗太郎譯 

［出版地］東京 

［出版者］白水社 

［出版日期］1954.9 

［丛编题名］文庫クセジュ 



［丛编题名］ブンコ クセジュ 142 

［附注内容］巻末：参考文献 

［主题词］トラスト 

［知识责任］Peyret 著 

［知识责任］ペイレ 著 

［次知识责任］土屋宗太郎 譯 

 

 

［正题名］人民公社は拡がり深まる 

［第一责任人］A.L.ストロング著 

［译者］西園寺公一訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-374 

［知识责任］Strong 著 

［知识责任］ストロング 著 

［次知识责任］西園寺公一 訳 

 

 

［正题名］日本における構造改革 

［第一责任人］佐藤昇編 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.8 

［主题词］共産主義 

［知识责任］佐藤昇 編 

 

 

［正题名］日本における構造改革 

［第一责任人］佐藤昇編 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.8 

［主题词］共産主義 

［知识责任］佐藤昇 編 

 

 

［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1938.6 



［附注内容］監修：和田清 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 

［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1938.1 

［附注内容］監修：羽田亨 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 

［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1938.7 

［附注内容］監修：石田幹之助 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 

［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1938.4 

［附注内容］監修：松井等，石田幹之助 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 

［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1938.3 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 

［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 



［出版日期］1940.8 

［附注内容］監修：羽田亨 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 

［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1939.1 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 

［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1939.5 

［附注内容］監修：石田幹之助 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 

［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1938.9 

［附注内容］監修：和田清 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 

［正题名］歴代風俗寫眞大觀 

［第一责任人］江馬務編著 

［译者］風俗研究会编 

［出版地］東京 

［出版者］新光社 

［出版日期］1931.7 

［主题词］日本/風俗 

［主题词］日本/風習/歴史 

［知识责任］江馬務 著 

 



 

［正题名］滿洲國現勢 

［第一责任人］満州国通信社編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1939.8 

［附注内容］復刻 

［主题词］植民地行政 

［主题词］満州/政治·行政 

 

 

［正题名］アジア歴史地図 

［第一责任人］松田寿男，森鹿三編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1966.4 

［主题词］アジア/歴史/歴史地図 

［知识责任］松田寿男 編 

［知识责任］森鹿三 編 

 

 

［正题名］逐次刊行資料目録 

［第一责任人］早稲田大学図書館編 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田大学図書館 

［出版日期］1977.12 

［正题名］鴉片戦爭前中英交渉文書 

［第一责任人］佐々木正哉編 

［出版地］東京 

［出版者］巖南堂 

［出版日期］1967.9 

［主题词］阿片戦争 

［主题词］中国/外国関係/イギリス/歴史/史料 

［主题词］イギリス/外国関係/中国/歴史/史料 

［知识责任］佐々木正哉 編 

 

 

［正题名］チベット研究文献目録 

［第一责任人］貞兼綾子編 

［出版地］武蔵野 

［出版者］亜細亜大学アジア研究所 

［出版日期］1982.4 

［附注内容］付：参考文献 

［主题词］チベット/書目 



［知识责任］貞兼綾子 編 

 

 

［正题名］大日本人名辭書 

［第一责任人］大日本人名辭書刊行會著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本人名辭書刊行會 

［出版日期］1926.10 

［主题词］日本/伝記/辞書 

 

 

［正题名］大日本人名辭書 

［第一责任人］大日本人名辭書刊行會著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本人名辭書刊行會 

［出版日期］1926.3 

［主题词］日本/伝記/辞書 

 

 

［正题名］大日本人名辭書 

［第一责任人］大日本人名辭書刊行會著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本人名辭書刊行會 

［出版日期］1926.6 

［主题词］日本/伝記/辞書 

 

 

［正题名］農家経済調査報告 

［第一责任人］滿洲拓植公社經營部編 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲拓植公社經營部 

［出版日期］1939.3 

［知识责任］滿洲拓植公社經營部 編 

 

 

［正题名］満洲農業図誌 

［第一责任人］満鉄弘報課編 

［出版地］東京 

［出版者］非凡閣 

［出版日期］1941.8 

［主题词］農業図 

 

 

［正题名］人事興信録 



［第一责任人］人事興信所編 

［出版地］東京 

［出版者］人事興信所 

［出版日期］1903.4 

［主题词］日本/名簿 

 

 

［正题名］人事興信録 

［第一责任人］人事興信所編 

［出版地］東京 

［出版者］人事興信所 

［出版日期］1903.4 

［主题词］日本/名簿 

 

 

［正题名］未公開写真に見る満州事変 

［出版地］東京 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1988.10 

［丛编题名］別冊歴史読本 

［丛编题名］ベッサツ レキシ トクホン 75 特別増刊 

［主题词］満州事変 

 

 

［正题名］校注異域録 

［第一责任人］図麗琛原著 

［译者］今西春秋撰 

［出版地］天理 

［出版者］天理大学おやさと研究所 

［出版日期］1964.4 

［知识责任］図理琛 著 

［次知识责任］今西春秋 撰 

 

 

［正题名］類義語辞典 

［第一责任人］徳川宗賢，宮島達夫編 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂出版 

［出版日期］1972.4 

［主题词］日本語/同義語/辞書 

［知识责任］徳川宗賢 編 

［知识责任］宮島達夫 編 

 

 



［正题名］滿洲の森林と其自然的構成 

［第一责任人］村山釀造著 

［出版地］奉天 

［出版者］奉天大阪屋號書店 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲書籍配給 (発売) 

［出版日期］1943.7 

［主题词］森林/満州 

［知识责任］村山醸造 著 

 

 

［正题名］新明解国語辞典 

［第一责任人］金田一京助編 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1972.1 

［主题词］日本語/辞書 

［知识责任］金田一京助 編 

 

 

［正题名］羊毛の需給と滿洲緬羊の將来 

［第一责任人］田村一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］松山房 

［出版日期］1934.5 

［知识责任］田村一郎 著 

 

 

［正题名］東洋史統 

［第一责任人］市村瓚次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1941.8 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］市村瓚次郎 著 

 

 

［正题名］サ聯邦と支那満洲の共産運動 

［第一责任人］大阪對支經濟聯盟編 

［出版地］東京 

［出版者］新光社 

［出版日期］1934.9 

［正题名］現代用語の基礎知識 

［第一责任人］自由国民社編 



［出版地］［東京］ 

［出版者］自由国民社 

［出版日期］1975.1 

［正题名］近代中国教育史資料 

［第一责任人］多賀秋五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日本学術振興会 

［出版日期］1976.3 

［知识责任］多賀秋五郎 著 

 

 

［正题名］支那占領地經濟の發展 

［第一责任人］東亜研究所第三部編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1944.9 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所[編] 乙第 86 號 A 

［附注内容］「極秘」扱い 

［附注内容］担任者：第三部第三班及び第四班 

 

 

［正题名］中国地図帳 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1973.7 

［附注内容］付：中国地名表記便覧 

［主题词］中国/地図 

 

 

［正题名］中華人民共和国組織別要人名簿 = China directory 

［第一责任人］ラヂオプレス編集部編 

［出版地］東京 

［出版者］ラヂオプレス 

［出版日期］1977.3 

［主题词］政治家/中国 1949- 中華人民共和国/名簿 

［主题词］中国共産党/名簿 

［主题词］軍人/中国 1949- 中華人民共和国/名簿 

 

 

［正题名］中華人民共和国出土文物展 

［第一责任人］藤田国雄，桑原住雄編 

［出版地］東京 



［出版者］朝日新聞東京本社企画部 

［出版日期］1973 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］美術中国/図集 

［主题词］中国/遺跡·遺物 

［知识责任］藤田国雄 編 

［知识责任］桑原住雄 編 

 

 

［正题名］露和辭典 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式曾社東亞經濟済調査局編 

［出版地］東京 

［出版者］同人社書店 

［出版日期］1928.11 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］ロシア語/辞書 

 

 

［正题名］都市行政組織の構造と動態 

［第一责任人］三宅一郎，福島徳寿郎編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1975.2 

［丛编题名］京都大学人文科学研究所調査報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ チョウサ ホウコク 

第 30 号 

［主题词］都市行政 

［知识责任］三宅一郎 編 

［知识责任］福島徳寿郎 編 

 

 

［正题名］都市政治家の行動と意見 

［第一责任人］三宅一郎, 福島徳寿郎，村松岐夫編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1977.3 

［丛编题名］京都大学人文科学研究所調査報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ チョウサ ホウコク 

第 31 号 

［主题词］政治家 

［主题词］政治意識 

［主题词］地方議会 

［知识责任］三宅一郎 編 

［知识责任］福島徳寿郎 編 



［知识责任］村松岐夫 編 

 

 

［正题名］東洋文化史研究 

［第一责任人］内藤虎次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1938.9 

［主题词］東洋学 

［主题词］中国/文化/歴史 

［知识责任］内藤湖南 著 

 

 

［正题名］南支那の資源と経済 

［第一责任人］台湾総督府熱帯産業調査会編 

［出版地］台北 

［出版者］台湾総督府熱帯産業調査会 

［出版日期］1938.9 

 

 

［正题名］重慶戰時體制論 

［第一责任人］石濱知行著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1942.6 

［知识责任］石浜知行 著 

 

 

［正题名］社会科の新しい研究授業 

［第一责任人］鈴木喜代春著 

［出版地］東京 

［出版者］明治図書出版 

［出版日期］1960.4 

［主题词］社会科 

［知识责任］鈴木喜代春 著 

 

 

［正题名］農業生産合作社の組織構造 

［第一责任人］佐藤慎一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 (発売) 

［出版日期］1963.2 



［丛编题名］アジア経済研究シリーズ 

［丛编题名］アジア ケイザイ ケンキュウ シリーズ 第 41 集 

［主题词］農業共同経営/中国 

［知识责任］佐藤慎一郎 著 

 

 

［正题名］條約改正經過概要 

［第一责任人］日本学術振興会編纂 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際連合協会 

［出版日期］1950.6 

［丛编题名］日本外交文書 

［丛编题名］ニホン ガイコウ モンジョ 条約改正関係 ジョウヤク カイセイ カンケイ 

日本学術振興会編纂 [6] 別冊 

［附注内容］幕末明治外交年表(83p) 

 

 

［正题名］東洋史統 

［第一责任人］市村瓚次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1950.10 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］市村瓚次郎 著 

 

 

［正题名］前綏遠墾務總局資料 

［第一责任人］古屋素五郎編輯 

［出版地］張家口 

［出版者］蒙古聯合自治政府地政總署 

［出版日期］1940.12 

［丛编题名］整理墾務資料 

［丛编题名］セイリ コンム シリョウ 第 2 號(伊ノ 2) 

 

 

［正题名］現代支那講座 

［第一责任人］東亜同文書院支那研究部編 

［出版地］上海 

［出版者］東亜同文書院支那研究部 

［出版日期］1939.4 

［正题名］現代支那講座 

［第一责任人］東亜同文書院支那研究部編 

［出版地］上海 

［出版者］東亜同文書院支那研究部 



［出版日期］1939.5 

［正题名］現代支那講座 

［第一责任人］東亜同文書院支那研究部編 

［出版地］上海 

［出版者］東亜同文書院支那研究部 

［出版日期］1939.6 

［正题名］現代支那講座 

［第一责任人］東亜同文書院支那研究部編 

［出版地］上海 

［出版者］東亜同文書院支那研究部 

［出版日期］1939.7 

［正题名］現代支那講座 

［第一责任人］東亜同文書院支那研究部編 

［出版地］上海 

［出版者］東亜同文書院支那研究部 

［出版日期］1939.8 

［正题名］日本外交政策の史的考察 

［第一责任人］鹿島守之助著 

［出版地］東京 

［出版者］鹿島研究所 

［出版日期］1958.9 

［附注内容］巻末：文献，索引 

［知识责任］鹿島守之助 著 

 

 

［正题名］日本ファシズム史 

［第一责任人］田中惣五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1961.3 

［附注内容］年表：p323-344 

［附注内容］はしがきに文献あり 

［主题词］ファシズム 

［知识责任］田中惣五郎 著 

 

 

［正题名］滿鮮史研究 

［第一责任人］池内宏著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1960.6 

［主题词］満州/歴史 

［主题词］朝鮮/歴史 

［知识责任］池内宏 著 



 

 

［正题名］日本政党政治の史的分析 

［第一责任人］前島省三著 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1954.2 

［丛编题名］新文化叢書 

［丛编题名］シンブンカ ソウショ 

［附注内容］巻末：年表 

［主题词］日本/政治/歴史/現代 

［知识责任］前島省三 著 

 

 

［正题名］現代の台湾 

［第一责任人］木内信胤著 

［出版地］東京 

［出版者］世界経済調査会 

［出版日期］1961.10 

［附注内容］付：参考資料·文献目録 106-152p 

［主题词］台湾/経済 

［主题词］台湾/政治 

［知识责任］木内信胤 著 

 

 

［正题名］英語慣用法辞典 

［第一责任人］大塚高信編 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1962.9 

［主题词］英語/慣用語/辞書 

［知识责任］大塚高信 編 

 

 

［正题名］中国新文学運動史 

［第一责任人］尾坂徳司著 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1957.11 

［主题词］中国文学/歴史/民国時代 

［知识责任］尾坂徳司 著 

 

 

［正题名］中国人日本留学史 



［第一责任人］さねとう·けいしゅう著 

［出版地］東京 

［出版者］くろしお出版 

［出版日期］1960.3 

［主题词］外国留学 

［知识责任］実藤恵秀 著 

［知识责任］けいしゅう 著 

 

 

［正题名］中共経済研究 

［第一责任人］草野文男著 

［出版地］東京 

［出版者］明玄書房 

［出版日期］1962.2 

［主题词］中国/経済 

［知识责任］草野文男 著 

 

 

［正题名］中國の金融制度 

［第一责任人］金融制度研究会著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1960.5 

［主题词］金融/中国 

 

 

［正题名］中国の経済建設と華僑 

［第一责任人］アジア経済研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1960.9 

［丛编题名］アジア経済研究シリーズ 

［丛编题名］アジア ケイザイ ケンキュウ シリーズ 第 6 集 

［丛编题名］アジア経済研究所出版物 

［丛编题名］アジア ケイザイ ケンキュウジョ シュッパンブツ アジア経済研究所 第 15

号 

［主题词］華僑 

 

 

［正题名］中国政治経済綜覧 

［第一责任人］アジア政経学会編 

［出版地］東京 

［出版者］日刊労働通信社 

［出版日期］1962.1 



［正题名］岩波西洋人名辞典 

［第一责任人］岩波書店編集部編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.10 

［附注内容］編集者：篠田英雄 

［附注内容］執筆者：相田重夫ほか 

［附注内容］編集および校正：実吉礼子ほか 

［主题词］伝記/辞書 

 

 

［正题名］中国共産党の農業集団化政策 

［第一责任人］アジア経済研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会(発売) 

［出版日期］1961.8 

［丛编题名］アジア経済研究シリーズ 

［丛编题名］アジア ケイザイ ケンキュウ シリーズ 第 11 集 

［附注内容］執筆：佐藤慎一郎等 

［主题词］農業共同経営/中国/農業 

 

 

［正题名］中國思想史 

［第一责任人］東京大學中國哲學研究室編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1952.5 

［附注内容］監修：加藤常賢 

 

 

［正题名］日本外交百年小史 

［第一责任人］山田実編 

［出版地］東京 

［出版者］山田書院 

［出版日期］1963.5 

［附注内容］監修：外務省 

［附注内容］附録：日本外交史略年表 p325～344 

［知识责任］山田実 編 

 

 

［正题名］世界大戦原因の研究 

［第一责任人］鹿島守之助著 



［出版地］東京 

［出版者］鹿島研究所 

［出版日期］1963.10 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸末期 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治以後 

［知识责任］鹿島守之助 著 

 

 

［正题名］新英文法辞典 

［第一责任人］大塚高信編 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1959.6 

［主题词］英語/文法/辞典 

［知识责任］大塚高信 編 

 

 

［正题名］中国財政と国家予算 

［第一责任人］大塚恒雄著 

［出版地］東京 

［出版者］税務経理協会 

［出版日期］1963.10 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/財政 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/予算·決算 

［知识责任］大塚恒雄 著 

 

 

［正题名］転向 

［第一责任人］思想の科学研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1964.7 

［主题词］転向 

 

 

［正题名］転向 

［第一责任人］思想の科学研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1964.7 

［主题词］転向 

 

 

［正题名］転向 



［第一责任人］思想の科学研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1964.7 

［主题词］転向 

 

 

［正题名］戰後日本の動向 

［第一责任人］創文社編集部編 

［出版地］東京 

［出版者］創文社 

［出版日期］1954.8 

［丛编题名］現代史講座 

［丛编题名］ゲンダイシ コウザ 別卷 

［主题词］歴史/叢書 

 

 

［正题名］明治維新の社會構造 

［第一责任人］堀江英一著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1954.9 

［知识责任］堀江英一 著 

 

 

［正题名］新中国の金融機構 

［第一责任人］徳永清行，三木毅共著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1958.11 

［主题词］金融/中国 

［主题词］金融機関 

［知识责任］徳永清行 著 

［知识责任］三木毅 著 

 

 

［正题名］内外蒙古接壌地域附近一般調査 

［第一责任人］遠藤壽儼編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道庶務部調査課 

［出版日期］1924.7 

［丛编题名］滿鐵調査資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ シリョウ 第 36 編 

［附注内容］「秘」の記載あり 



［知识责任］遠藤壽儼 編 

 

 

［正题名］滿洲關係資料集成 

［第一责任人］満洲事情案内所編 

［出版地］新京 

［出版者］満洲事情案内所 

［出版日期］1943.5 

［丛编题名］満洲事情案内所報告 

［丛编题名］マンシュウ ジジョウ アンナイジョ ホウコク 110 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］中国における資本蓄積機構 

［第一责任人］石川滋著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］一橋大学経済研究叢書 

［丛编题名］ヒトツバシ ダイガク ケイザイ ケンキュウ ソウショ 11 

［主题词］中国/経済 

［主题词］資本蓄積 

［知识责任］石川滋 著 

 

 

［正题名］太平洋戰爭終結論 

［第一责任人］日本外交學會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1958.2 

［附注内容］監修：植田捷雄 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］中国共産党史 

［第一责任人］B.I.シュウォルツ著 

［译者］石川忠雄，小田英郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］慶応通信 

［出版日期］1964.1 

［主题词］共産党/中国/歴史 

［知识责任］Schwartz 著 

［知识责任］シュウォルツ 著 

［次知识责任］石川忠雄 訳 



［次知识责任］小田英郎 訳 

 

 

［正题名］明治國家の成立 

［第一责任人］大江志乃夫著 

［出版地］京都 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1959.11 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［知识责任］大江志乃夫 著 

 

 

［正题名］滿洲經濟研究年報 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1941.12 

［主题词］満州/経済 

 

 

［正题名］重慶政府戦時經済政策史 

［第一责任人］増田米治著 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1943.4 

［主题词］戦時経済 

［主题词］中国/経済 

［知识责任］増田米二 著 

 

 

［正题名］支那思想史 

［第一责任人］平原北堂著 

［出版地］京都 

［出版者］人生道場 

［出版日期］1942.11 

［丛编题名］興亜思想全集 

［丛编题名］コウア シソウ ゼンシュウ 

 

 

［正题名］南方文献目録 

［第一责任人］日本拓植協会編 

［出版地］大阪 

［出版者］大同書院 

［出版日期］1944.4 



［正题名］大東亞經濟の理論 

［第一责任人］谷口吉彦著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1943.9 

［主题词］ブロック経済 

［知识责任］谷口吉彦 著 

 

 

［正题名］支那經濟の源流 

［第一责任人］原富男著 

［出版地］東京 

［出版者］理想社 

［出版日期］1941.8 

［主题词］中国/経済/歴史 

［知识责任］原富男 著 

 

 

［正题名］全國經濟委員會關係法令集 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會編 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編譯部 

［出版日期］1940.2 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 5 編 

 

 

［正题名］支那の農業と工業 

［第一责任人］R.H.トーネイ著 

［译者］浦松佐美太郎，牛場友彦訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.10 

［知识责任］Tawney 著 

［知识责任］トーネイ 著 

［次知识责任］浦松佐美太郎 訳 

［次知识责任］牛場友彦 訳 

 

 

［正题名］南支那綜覽 

［第一责任人］臺灣總督府外事部編 

［出版地］臺北 

［出版者］臺灣總督府外事部 

［出版日期］1943.2 



［丛编题名］臺灣總督府外事部調査 

［丛编题名］タイワン ソウトクフ ガイジブ チョウサ 第 97 一般部門 第 14 

 

 

［正题名］中国思想のフランス西漸 

［第一责任人］後藤末雄著 

［出版地］奈良 

［出版者］養徳社 

［出版日期］1956.10 

［附注内容］付：参照文献 p503-510，巻末索引 

［主题词］シナ学 

［主题词］中国思想 

［知识责任］後藤末雄 著 

 

 

［正题名］中国現代教育史 

［第一责任人］斎藤秋男，新島淳良共著 

［出版地］東京 

［出版者］国土社 

［出版日期］1962.6 

［附注内容］注：245-260p 

［附注内容］中国現代教育史年表：261-278p 

［附注内容］索引：281-293p 

［主题词］中国/教育/歴史 

［知识责任］斎藤秋男 著 

［知识责任］新島淳良 著 

 

 

［正题名］近代中國研究 

［第一责任人］近代中國研究委員會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1963.5 

［正题名］蒙古喇嘛教史 

［第一责任人］ジクメ·ナムカ著 

［译者］外務省調査部譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1941.10 

［知识责任］ナムカ 著 

 

 

［正题名］東洋史統 

［第一责任人］市村瓚次郎著 



［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1941.6 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］市村瓚次郎 著 

 

 

［正题名］大日本佛教全書 

［出版地］東京 

［出版者］有精堂出版部 

［出版日期］1932.8 

［正题名］ 近上海に於ける勞働運動風潮 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式会社庶務部調査課編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道株式会社庶務部調査課 

［出版日期］1926.3 

［丛编题名］滿鐵調査資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ シリョウ 第 52 編 

 

 

［正题名］滿洲ニ於ケル鑛山勞働者 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社鑛業部地質課編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］南滿洲鐵道鑛業部地質課 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］南滿洲鐵道株式會社鑛業部地質課 編 

 

 

［正题名］構造改革理論の形成 

［第一责任人］井汲卓一編集 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.7 

［丛编题名］さんいち·らいぶらり 

［丛编题名］サンイチ ライブラリ 5 講座現代のイデオロギー 第 3 巻 

［主题词］日本思想 

［知识责任］井汲卓一 編集 

 

 

［正题名］中共展望 

［第一责任人］A·ドーク·バーネット著 

［译者］鹿島守之助訳 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際問題研究所 : 鹿島研究所出版会 



［出版日期］1964.3 

［知识责任］Barnett 著 

［知识责任］バーネット 著 

［次知识责任］鹿島守之助訳 訳 

 

 

［正题名］人間と歴史 

［第一责任人］清水幾太郎編 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1959.9 

［丛编题名］人間の研究 

［丛编题名］ニンゲン ノ ケンキュウ 7 

［知识责任］清水幾太郎 編 

 

 

［正题名］変るソ連 

［第一责任人］A.ワース著 

［译者］湯浅義正訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.8 

［主题词］ロシア/社会 

［知识责任］Werth 著 

［知识责任］ワース 著 

［次知识责任］湯浅義正 訳 

 

 

［正题名］人間の勝利を求めて 

［第一责任人］E·フロム著 

［译者］斎藤真，清水知久訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.5 

［主题词］国際関係/論説 

［知识责任］Fromm 著 

［知识责任］フロム 著 

［次知识责任］斎藤真 訳 

［次知识责任］清水知久 訳 

 

 

［正题名］興亞經濟の前途 

［第一责任人］石渡莊太郎述 

［出版地］東京 



［出版者］今日の問題社 

［出版日期］1939.7 

［主题词］財政 

［知识责任］石渡莊太郎 述 

 

 

［正题名］將帥論 

［第一责任人］中井良太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1943.3 

［丛编题名］國防科學叢書 

［丛编题名］コクボウ カガク ソウショ 32 

［知识责任］中井良太郎 著 

 

 

［正题名］日滿支經濟問題講話 

［第一责任人］東京商工會議所編 

［出版地］東京 

［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1936.1 

［正题名］近代支那外交史論 

［第一责任人］王正廷著 

［译者］竹内克己訳 

［出版地］大連 

［出版者］中日文化協会 

［出版日期］1929.5 

［主题词］中国/外国関係/歴史 

［知识责任］王正廷 著 

［次知识责任］竹内克己 訳 

 

 

［正题名］第二次世界大戦中の米英ソ秘密外交書簡 

［第一责任人］ソ同盟外務省編 

［译者］川内唯彦, 松本滋訳 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1958.3 

［主题词］外交 

［知识责任］ソ同盟外務省 編 

［次知识责任］川内唯彦 訳 

［次知识责任］松本滋 訳 

 

 



［正题名］山川均自伝 

［第一责任人］山川均著 

［译者］山川菊栄，向坂逸郎編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.11 

［附注内容］山川均年譜：p461-480 

［知识责任］山川均 著 

［次知识责任］山川菊栄 編 

［次知识责任］向坂逸郎 編 

 

 

［正题名］文化戦線における大革命 

［第一责任人］外文出版社編 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版地］北京 

［出版者］中国国際書店 (発売) 

［出版日期］1964.6 

［主题词］演劇中国 

 

 

［正题名］上海漫語 

［第一责任人］内山完造著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1938.7 

［附注内容］上海漫語 他 46 篇 

［知识责任］内山完造 著 

 

 

［正题名］貧困化理論と修正主義 

［第一责任人］エー·ヤー·ブレーゲル著 

［译者］平木恭三郎，村田陽一訳 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1962.9 

［主题词］貧困 

［知识责任］Bregel′Enokh IAkovlevich 著 

［知识责任］ブレーゲル 著 

［次知识责任］平木恭三郎 訳 

［次知识责任］村田陽一 訳 

 

 



［正题名］満鉄に生きて 

［第一责任人］伊藤武雄著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1964.9 

［丛编题名］中国新書 

［丛编题名］チュウゴク シンショ 7 

［主题词］南満州鉄道株式会社 

［知识责任］伊藤武雄 著 

 

 

［正题名］英米語用法辞典 

［第一责任人］井上義昌編 

［出版地］東京 

［出版者］開拓社 

［出版日期］1962.4 

［主题词］英語/辞書 

［知识责任］井上義昌 編 

 

 

［正题名］現代勞働政策 

［第一责任人］江森盛彌著 

［出版地］東京 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1940.12 

［丛编题名］現代學藝全書 

［丛编题名］ゲンダイ ガクゲイ ゼンショ 38 

［附注内容］參考文獻：p229-231 

［知识责任］江森盛彌 著 

 

 

［正题名］日露陸戦新史 

［第一责任人］沼田多稼蔵著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 78 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］沼田多稼蔵 著 

 

 

［正题名］奉天三十年 

［第一责任人］クリスティー著 



［译者］矢内原忠雄譯 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-1 

［知识责任］Christie 著 

［知识责任］クリスティー 著 

［次知识责任］矢内原忠雄 譯 

 

 

［正题名］奉天三十年 

［第一责任人］クリスティー著 

［译者］矢内原忠雄譯 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-2 

［知识责任］Christie 著 

［知识责任］クリスティー 著 

［次知识责任］矢内原忠雄 譯 

 

 

［正题名］大隈文書 

［第一责任人］早稻田大學社會科學研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］早稻田大學社會科學研究所 

［出版日期］1958.2 

［正题名］大隈文書 

［第一责任人］早稻田大學社會科學研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］早稻田大學社會科學研究所 

［出版日期］1959.3 

［正题名］大隈文書 

［第一责任人］早稻田大學社會科學研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］早稻田大學社會科學研究所 

［出版日期］1960.3 

［正题名］大隈文書 

［第一责任人］早稻田大學社會科學研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］早稻田大學社會科學研究所 

［出版日期］1961.3 



［正题名］大隈文書 

［第一责任人］早稻田大學社會科學研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］早稻田大學社會科學研究所 

［出版日期］1962.3 

［正题名］日本文化史序説 

［第一责任人］西田直二郎著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1941.12 

［主题词］日本/文化/歴史 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］西田直二郎 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］秋山謙藏著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.2 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］秋山謙藏 著 

 

 

［正题名］近代支那の學藝 

［第一责任人］今關天彭著 

［出版地］東京 

［出版者］民友社 

［出版日期］1931.12 

［主题词］中国文学/歴史 

［知识责任］今関天彭 著 

 

 

［正题名］東蒙古 

［第一责任人］關東都督府陸軍部編纂 

［出版地］東京 

［出版者］宮本武林堂 

［出版日期］1915.6 

［知识责任］関東都督府陸軍部 編纂 

 

 

［正题名］近代日支鮮關係の研究 

［第一责任人］京城帝國大學編 

［出版地］京城 



［出版者］京城帝國大學 

［出版日期］1930.4 

［丛编题名］京城帝國大學法文學部研究調査冊子 

［丛编题名］ケイジョウ テイコク ダイガク ホウブンガクブ ケンキュウ チョウサ サッ

シ 第 3 輯 

［附注内容］田保橋潔著 

［附注内容］参考書目：p245～252 

［主题词］朝鮮/外国関係/歴史/李朝 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/現代 

［知识责任］田保橋潔 著 

 

 

［正题名］上世西蔵史考 

［第一责任人］楠基道著 

［出版地］京都 

［出版者］永田文昌堂 

［出版日期］1961.10 

［丛编题名］東楠文庫 

［丛编题名］トウナン ブンコ 4 

［主题词］チベット/歴史 

［知识责任］楠基道 著 

 

 

［正题名］片山潜 

［第一责任人］隅谷三喜男著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1960.12 

［丛编题名］近代日本の思想家 

［丛编题名］キンダイ ニホン ノ シソウカ 4 

［知识责任］隅谷三喜男 著 

 

 

［正题名］共産主義と人間 

［第一责任人］F.J.シード著 

［译者］野口啓祐訳 

［出版地］東京 

［出版者］エンデルレ書店 

［出版日期］1962.10 

［知识责任］Sheed 著 

［知识责任］シード 著 

［次知识责任］野口啓祐 訳 

 

 



［正题名］現代世界の構造 

［第一责任人］西川一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1962.12 

［丛编题名］講座現代の政治 

［丛编题名］コウザ ゲンダイ ノ セイジ 1 

［主题词］政治/叢書 

［知识责任］西川一郎 著 

 

 

［正题名］歴史的背景と原因への理論的分析 

［第一责任人］社会主義政治経済研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1963.8 

［丛编题名］中ソ論争 

［丛编题名］チュウソ ロンソウ 平和共存，戦争， 革命の理論 ヘイワ キョウソン セン

ソウ カクメイ ノ リロン 社会主義政治経済研究所編 続 

 

 

［正题名］反逆者の肖像 

［第一责任人］松田道雄責任編集 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1963.7 

［丛编题名］20 世紀を動かした人々 

［丛编题名］20 セイキ オ ウゴカシタ ヒトビト 13 

［主题词］社会思想 

［主题词］社会主義 

［知识责任］松田道雄 編集 

 

 

［正题名］現代世界の政治家 

［第一责任人］江口朴郎責任編集 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1963 

［丛编题名］20 世紀を動かした人々 

［丛编题名］20 セイキ オ ウゴカシタ ヒトビト 11 

［主题词］政治家 

［主题词］世界史/20 世紀 

［知识责任］江口朴郎 編集 

 



 

［正题名］近代日本の政治家 

［第一责任人］遠山茂樹責任編集 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1964.3 

［丛编题名］20 世紀を動かした人々 

［丛编题名］20 セイキ オ ウゴカシタ ヒトビト 10 

［主题词］政治家/日本/歴史/明治以後 

［知识责任］遠山茂樹 編集 

 

 

［正题名］民族解放の星 

［第一责任人］貝塚茂樹責任編集 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1962.6 

［丛编题名］20 世紀を動かした人々 

［丛编题名］20 セイキ オ ウゴカシタ ヒトビト 12 

［知识责任］貝塚茂樹 編集 

 

 

［正题名］近衛文麿 

［第一责任人］岡田丈夫著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1959.5 

［知识责任］岡田丈夫 著 

 

 

［正题名］西蔵の喇嘛教 

［第一责任人］チャールズ·ベル著 

［译者］橋本光寳譯 

［出版地］東京 

［出版者］法蔵館 

［出版日期］1942.5 

［主题词］ラマ教 

［知识责任］Bell 著 

［知识责任］ベル 著 

［知识责任］橋本光宝 譯 

 

 

［正题名］橋本大佐の手記 

［第一责任人］中野雅夫著 



［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1963.7 

［主题词］満州事変 

［知识责任］中野雅夫 著 

 

 

［正题名］現代中國思想 

［第一责任人］福井康順著 

［出版地］東京 

［出版者］早稻田大學出版部 

［出版日期］1955.3 

［丛编题名］早稻田選書 

［丛编题名］ワセダ センショ 

［主题词］中国思想/歴史/民国時代 

［知识责任］福井康順 著 

 

 

［正题名］新しいソ連 

［第一责任人］野々村一雄編 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1964.3 

［丛编题名］Kawade paperbacks 

［丛编题名］Kawade paperbacks 90 

［主题词］ロシア/地誌 

［知识责任］野々村一雄 編 

 

 

［正题名］國際日本の地位 

［第一责任人］白鳥敏夫著 

［出版地］東京 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1938.2 

［知识责任］白鳥敏夫 著 

 

 

［正题名］現代革命の展望 

［第一责任人］石堂清倫編訳 

［出版地］東京 

［出版者］合同出版 

［出版日期］1957.7 

［知识责任］石堂清倫 編訳 

 



 

［正题名］昭和軍閥 

［第一责任人］立野信之著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1963.8 

［主题词］軍閥 

［知识责任］立野信之 著 

 

 

［正题名］昭和軍閥 

［第一责任人］立野信之著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1963.7 

［主题词］軍閥 

［知识责任］立野信之 著 

 

 

［正题名］北支蒙疆年鑑 

［第一责任人］高木翔之助著 

［出版地］天津 

［出版者］北支那経済通信社 

［出版日期］1941.10 

［主题词］蒙古/地誌 

［知识责任］高木翔之助 著 

 

 

［正题名］北支蒙疆年鑑 

［第一责任人］高木翔之助著 

［出版地］天津 

［出版者］北支那経済通信社 

［出版日期］1944 

［主题词］蒙古/地誌 

［知识责任］高木翔之助 著 

 

 

［正题名］北支蒙疆年鑑 

［第一责任人］高木翔之助著 

［出版地］天津 

［出版者］北支那経済通信社 

［出版日期］1940 

［主题词］蒙古/地誌 

［知识责任］高木翔之助 著 



 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1965.3 

［附注内容］監修: 神川彦松 

［附注内容］日韓併合編 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

［知识责任］神川彦松 監修 

 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1962.9 

［附注内容］監修：神川彦松 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1964.11 

［附注内容］監修: 神川彦松 

［附注内容］日韓併合編 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

［知识责任］神川彦松 監修 

 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 



［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1964.11 

［附注内容］監修: 神川彦松 

［附注内容］日韓併合編 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

［知识责任］神川彦松 監修 

 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1963.12 

［附注内容］監修：神川彦松 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版地］東京 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1964.5 

［附注内容］監修：神川彦松 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

 

 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1963.1 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 



［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1963.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1963.3 

［正题名］大正デモクラシー史 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1958.10 

［丛编题名］現代日本政治史 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン セイジシ 第 1 巻 

［附注内容］各巻第 1 版第 2 刷の発行社:日本評論社(東京) 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［主题词］民主主義 

［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］山西の石炭 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社東亜経済調査局編集 

［出版地］東京 

［出版者］南滿洲鐵道東亞經濟調査局 

［出版日期］1927.6 

［丛编题名］経済資料 

［丛编题名］ケイザイ シリョウ 第 13 巻第 6 號附録 

［主题词］炭田/山西省 

 

 

［正题名］馴鹿鄂倫春族 

［第一责任人］治安部參謀司調査課編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］治安部參謀司調査課 

［出版日期］1939.10 

［丛编题名］滿洲に於ける鄂倫春族の研究 

［丛编题名］マンシュウ ニオケル オロチョンゾク ノ ケンキュウ 第 4 篇 

［附注内容］「秘」の記載あり 

［知识责任］治安部參謀司調査課 編 

 

 

［正题名］北支·シベリヤ·蒙古 

［第一责任人］佐藤弘編 

［出版地］東京 



［出版者］三省堂 

［出版日期］1938.3 

［主题词］中国北部/地誌 

［主题词］シベリア/地誌 

［主题词］蒙古/地誌 

［知识责任］佐藤弘 編 

 

 

［正题名］滿洲に於ける鄂倫春族の研究 

［第一责任人］満州に於ける鄂倫春族の研究編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］治安部參謀司調査課 

［出版日期］1939.9 

［附注内容］子書誌あり 

［附注内容］「秘」の記載あり 

［知识责任］治安部參謀司調査課 編 

 

 

［正题名］支那に於ける特殊通貨の研究 

［第一责任人］小島昌太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1940.12 

［知识责任］小島昌太郎 著 

 

 

［正题名］支那戰爭經濟の研究 

［第一责任人］増田米治著 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1944.4 

［主题词］戦争経済 

［主题词］中国/経済 

［知识责任］増田米治 著 

 

 

［正题名］支那農家經濟の記帳に關する研究 

［第一责任人］中支建設資料整備事務所編 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備事務所 

［出版日期］1941.9 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 69 編 

 



 

［正题名］支那哲學史講話 

［第一责任人］宇野哲人著 

［出版地］東京 

［出版者］大同館 

［出版日期］1924.2 

［附注内容］奥付には 5 版とあり 

［附注内容］付：著述目録 

［主题词］中国思想/歴史 

［知识责任］宇野哲人 著 

 

 

［正题名］石濱先生還暦記念論文集 

［第一责任人］壺井義正，三上諦聴編 

［出版地］吹田 

［出版者］關西大學東西學術研究所 

［出版日期］1954.7 

［附注内容］東西学術研究所論叢所収のもの 

［附注内容］その他の標題は 2 集巻末による 

［知识责任］壷井義正 編 

［知识责任］三上諦聴 編 

 

 

［正题名］石濱先生還暦記念論文集 

［第一责任人］壺井義正，三上諦聴編 

［出版地］吹田 

［出版者］關西大學東西學術研究所 

［出版日期］1958.11 

［附注内容］東西学術研究所論叢所収のもの 

［附注内容］その他の標題は 2 集巻末による 

［知识责任］壷井義正 編 

［知识责任］三上諦聴 編 

 

 

［正题名］東洋社会経済史序説 

［第一责任人］今堀誠二著 

［出版地］京都 

［出版地］東京 

［出版者］柳原書店 

［出版日期］1963.9 

［主题词］アジア/経済/歴史 

［知识责任］今堀誠二 著 

 

 



［正题名］滿洲經濟年報 

［第一责任人］滿鐡經濟調査會編 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1939.12 

［正题名］国際共産主義運動の総路線についての論戦 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1965 

［主题词］共産主義 

 

 

［正题名］日本經濟の民主化 

［第一责任人］朝日新聞社経済部編 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1947.2 

［丛编题名］朝日経済年史 

［丛编题名］アサヒ ケイザイ ネンシ 朝日新聞社経済部編 昭和 20,21 年版 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代/史料 

 

 

［正题名］東洋史概觀 

［第一责任人］上野菊爾著 

［出版地］東京 

［出版者］清教社 

［出版日期］1942.6 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］上野菊爾 著 

 

 

［正题名］朝日東亞年報 

［第一责任人］朝日新聞社中央調査会編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1943.6 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］支那土地制度研究 

［第一责任人］田邊勝正著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1943.6 



［主题词］土地制度/中国/歴史 

［知识责任］田辺勝正 著 

 

 

［正题名］ロオマと支那 

［第一责任人］テッガアト著 

［译者］山崎昇訳 

［出版地］東京 

［出版者］山一書房 

［出版日期］1944.3 

［知识责任］Teggart 著 

［知识责任］テッガアト 著 

［次知识责任］山崎昇 訳 

 

 

［正题名］支那文化史講話 

［第一责任人］高桑駒吉著 

［出版地］東京 

［出版者］共立社 

［出版日期］1924.6 

［主题词］中国/文化/歴史 

［知识责任］高桑駒吉 著 

 

 

［正题名］南支那の資源と其の經濟的価値 

［第一责任人］福田要著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1939.10 

［主题词］中国南部/産業 

［知识责任］福田要 著 

 

 

［正题名］現代中国人名辞典 

［第一责任人］霞関会編 

［出版地］東京 

［出版者］外交時報社 

［出版日期］1962.2 

［附注内容］監修：外務省アジア局 

［主题词］中国/伝記/辞書 

 

 

［正题名］萬葉辭典 

［第一责任人］佐佐木信綱編 



［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1941.8 

［附注内容］巻末に萬葉辞典附図あり 

［主题词］万葉集 

［知识责任］佐佐木信綱 編 

 

 

［正题名］蒙和辞典 

［第一责任人］韓穆精阿，鴛淵一，棈松源一共著 

［出版地］大阪 

［出版者］甲文堂書店 

［出版日期］1937.3 

［主题词］蒙古語/辞書 

［知识责任］Hannot 著 

［知识责任］鴛淵一 著 

［知识责任］棈松源一 著 

［知识责任］韓穆精阿 著 

 

 

［正题名］総則·物権 

［第一责任人］有泉亨，三島宗彦編 

［出版地］東京 

［出版者］高文社 

［出版日期］1960.4 

［丛编题名］法律学ハンドブック 

［丛编题名］ホウリツガク ハンドブック 3 民法 1 

［附注内容］付：参考文献 

［主题词］民法総則 

［主题词］物権法 

［知识责任］有泉亨 編 

［知识责任］三島宗彦 編 

 

 

［正题名］民法 

［第一责任人］中川善之助編 

［出版地］東京 

［出版者］青林書院 

［出版日期］1960.2 

［丛编题名］新法律学演習講座 

［丛编题名］シンホウリツガク エンシュウ コウザ 

［知识责任］中川善之助 編 

 

 



［正题名］社会教育原論 

［第一责任人］宇佐川満著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋館出版社 

［出版日期］1960.2 

［主题词］社会教育 

［知识责任］宇佐川満 著 

 

 

［正题名］日本共産黨國會議員演説集 

［第一责任人］民主新聞社編 

［出版地］瀋陽 

［出版者］民主新聞社 

［出版日期］1952.9 

［知识责任］民主新聞社 編 

 

 

［正题名］支那三十年 

［第一责任人］長野朗著 

［出版地］東京 

［出版者］大和書店 

［出版日期］1942.2 

［知识责任］長野朗 著 

 

 

［正题名］ロマノフ朝の終末 

［第一责任人］大竹博吉監輯 

［出版地］東京 

［出版者］ロシア問題研究所 

［出版日期］1929.5 

［丛编题名］ロシア大革命の裏面史譚選輯 

［丛编题名］ロシア ダイカクメイ ノ リメン シタン センシュウ 大竹博吉監輯 第 2 輯 

［知识责任］大竹博吉 監輯 

 

 

［正题名］黄河の水 

［第一责任人］鳥山喜一著 

［出版地］東京 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1935.2 

［附注内容］付：年表 

［知识责任］鳥山喜一 著 

 

 



［正题名］南支の農業農村 

［第一责任人］沼田政次著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋社 

［出版日期］1942.12 

［主题词］中国南部/農業 

［知识责任］沼田政次 著 

 

 

［正题名］重慶戰時經濟論 

［第一责任人］刈屋久太郎著 

［出版地］上海 

［出版者］毎日新聞社上海支局,毎日新聞分館文友社 

［出版日期］1944.8 

［知识责任］刈屋久太郎 著 

 

 

［正题名］修好事始 

［第一责任人］村山有著 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1960.5 

［丛编题名］時事新書 

［丛编题名］ジジ シンショ 日米両国関係史 上 

［主题词］日本/外国関係/アメリカ合衆国/歴史 

［知识责任］村山有 著 

 

 

［正题名］条約と国民 

［第一责任人］石本泰雄著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-376 

［主题词］安全保障 

［主题词］国際法 

［知识责任］石本泰雄 著 

 

 

［正题名］日本の軍事力 

［第一责任人］堂場肇著 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 



［出版日期］1963.1 

［丛编题名］サラリーマン·ブックス 

［丛编题名］サラリーマン ブックス 

［主题词］日本/国防 

［主题词］自衛隊 

［知识责任］堂場肇 著 

 

 

［正题名］中支風土記 

［第一责任人］高井貞二著 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1939.7 

［知识责任］高井貞二 著 

 

 

［正题名］漢和新辞典 

［出版地］東京 

［出版者］言海社 

［出版日期］1963.3 

［正题名］中華人民共和国第三期全国人民代表大会第一回会議主要文献 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1965 

［正题名］南滿洲農村土地及農家經濟ノ研究 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社地方部地方課編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道地方部地方課 

［出版日期］1916.12 

［丛编题名］産業資料 

［丛编题名］サンギョウ シリョウ 其 7 

［主题词］農家経済 

［知识责任］南満州鉄道株式会社地方部地方課 編 

 

 

［正题名］中国のなかのソ連 

［第一责任人］蒋介石著 

［译者］寺島正訳 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1962.11 

［主题词］中国/外国関係/ロシア 

［知识责任］蒋介石 著 

［次知识责任］寺島正 訳 



 

 

［正题名］長江三十年 

［第一责任人］栗本寅治著 

［出版地］上海 

［出版者］内山書店 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］栗本寅治 著 

 

 

［正题名］中支那經濟年報 

［第一责任人］中支那經濟年報刊行會編 

［出版地］上海 

［出版者］中支那経済年報刊行会 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］中支那経済年報刊行会 編 

 

 

［正题名］東亞共榮圏の地理 

［第一责任人］國松久彌著 

［出版地］東京 

［出版者］柁谷書院 

［出版日期］1943.4 

［知识责任］国松久弥 著 

 

 

［正题名］日本共産党決議決定集 

［第一责任人］日本共産党中央委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版局 

［出版日期］1965.5 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］阿片戦争 

［第一责任人］明石鉄也著 

［出版地］東京 

［出版者］三崎書房 

［出版日期］1942.4 

［附注内容］巻末附録：南京条約 

［知识责任］明石鉄也 著 

 

 

［正题名］朝日年鑑 



［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1938.10 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］伸びる満洲 

［第一责任人］栗原新水著 

［出版地］東京 

［出版者］新紘社 

［出版日期］1944.1 

［知识责任］栗原新水 著 

 

 

［正题名］現代日本の政党 

［第一责任人］金原左門著 

［出版地］東京 

［出版者］内田老鶴圃 

［出版日期］1963.3 

［丛编题名］老鶴圃新書 

［丛编题名］ロウカクホ シンショ 24 

［附注内容］参考文献：p221-226 

［主题词］政党 

［知识责任］金原左門 著 

 

 

［正题名］中南支経済總觀 

［第一责任人］景気研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1938.1 

［附注内容］遡及 

［主题词］中国/経済 

 

 

［正题名］問題児指導 

［第一责任人］三井為友編 

［出版地］東京 

［出版者］誠信書房 

［出版日期］1960.2 

［丛编题名］青年教師実践シリーズ 

［丛编题名］セイネン キョウシ ジッセン シリーズ 2 

［主题词］問題児 



［知识责任］三井為友 編 

 

 

［正题名］北支の現勢 

［第一责任人］北支那社編 

［出版地］天津 

［出版者］北支那社 

［出版日期］1937.4 

［知识责任］北支那社 編 

 

 

［正题名］孔子論 

［第一责任人］山路愛山著 

［出版地］東京 

［出版者］民友社 

［出版日期］1905.2 

［主题词］孔子 

［知识责任］山路愛山 著 

 

 

［正题名］南支産業要覧 

［第一责任人］東亜問題研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1939.11 

［主题词］中国南部/産業 

 

 

［正题名］日本のマルクス主義と国際共産主義運動 

［第一责任人］佐藤昇著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1964.1 

［知识责任］佐藤昇 著 

 

 

［正题名］黄龍と東風 

［第一责任人］伊藤武雄著 

［出版地］東京 

［出版者］国際日本協会 

［出版日期］1964.7 

［知识责任］伊藤武雄 著 

 

 



［正题名］日本の資本家 

［第一责任人］窪田博幸著 

［出版地］東京 

［出版者］新興出版社 

［出版日期］1963.1 

［主题词］資本主義/日本 

［主题词］資本家 

［知识责任］窪田博幸 著 

 

 

［正题名］国文学便覧 

［第一责任人］志田延義編 

［出版地］東京 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1961.3 

［主题词］日本文学/便覧 

［知识责任］志田延義 編 

 

 

［正题名］中国市場の構造的変革 

［第一责任人］上妻隆栄著 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1963.11 

［丛编题名］学術選書 

［丛编题名］ガクジュツ センショ 

［知识责任］上妻隆栄 著 

 

 

［正题名］歐洲の文化を築いた民族と人々 

［第一责任人］岡田信治著 

［出版地］東京 

［出版者］貿易奨勵會 

［出版日期］1941.11 

［丛编题名］貿易奬勵資料 

［丛编题名］ボウエキ ショウレイ シリョウ 第 29 輯 

［知识责任］岡田信治 著 

 

 

［正题名］支那に対する門戸開放主義 

［第一责任人］南滿洲鉄道株式会社東亜経済調査局訳編 

［出版地］東京 

［出版者］南満洲鉄道株式会社東亜経済調査局 

［出版日期］1925.5 



［丛编题名］経済資料 

［丛编题名］ケイザイ シリョウ 11 巻 5 号 

［附注内容］記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］支那事変の回想 

［第一责任人］今井武夫著 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1964.9 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］今井武夫 著 

 

 

［正题名］三千万ベトナム人民のおごそかな誓い 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1965 

［正题名］ベトナム人民を支援しアメリカ侵略者をうちやぶろう 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1965 

［正题名］ベトナム人民を支援しアメリカ侵略者をうちやぶろう 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1965 

［正题名］春闘、四·一七スト問題をめぐる総括と労働運動の当面の諸問題 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1964.8 

［正题名］左翼団体事典 

［第一责任人］社会運動調査会編 

［出版地］東京 

［出版者］武蔵書房 

［出版日期］1963.8 

［知识责任］社会運動調査会 編 

 

 

［正题名］日本共産党決議決定集 

［第一责任人］日本共産党中央委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版局 

［出版日期］1963.9 

［主题词］日本共産党 



 

 

［正题名］日本共産党決議決定集 

［第一责任人］日本共産党中央委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版局 

［出版日期］1964.11 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］経済要覧 

［第一责任人］経済企画庁調査局編 

［出版地］東京 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1964.2 

［主题词］日本/経済/統計 

 

 

［正题名］中ソ論争 

［第一责任人］社会主義政治経済研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1963.3 

［正题名］中國の思想家 

［第一责任人］東京大學中國哲學研究室編 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1963.7 

［附注内容］参考文献：項目末 

［主题词］中国思想 

 

 

［正题名］日本を動かす日韓関係 

［第一责任人］田中直吉著 

［出版地］東京 

［出版者］文教書院 

［出版日期］1963.5 

［丛编题名］ソシアルブックス = Social books 

［丛编题名］ソシアル ブックス 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本 

［知识责任］田中直吉 著 

 

 



［正题名］太宰治論 

［第一责任人］奥野健男著 

［出版地］東京 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1960.6 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 1907 

［附注内容］年譜：p182-220 

［知识责任］奥野健男 著 

 

 

［正题名］日本資本主義の没落 

［第一责任人］楫西光速著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1964.3 

［丛编题名］東大新書 

［丛编题名］トウダイ シンショ 双書日本における資本主義の発達 6 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］楫西光速 著 

 

 

［正题名］岩波ロシヤ語辞典 

［第一责任人］八杉貞利編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.4 

［主题词］ロシア語/辞書 

［知识责任］八杉貞利 編 

 

 

［正题名］赤い中国の黒書 

［第一责任人］エドワード·ハンター著 

［译者］自由アジア協会訳 

［出版地］東京 

［出版者］自由アジア社 

［出版日期］1959.11 

［主题词］中国/社会 

［知识责任］Hunter 著 

［知识责任］ハンター 著 

［次知识责任］自由アジア協会 訳 

 

 

［正题名］中国現代史入門 



［第一责任人］岩村三千夫著 

［出版地］東京 

［出版者］至誠堂 

［出版日期］1963.7 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］岩村三千夫 著 

 

 

［正题名］中国現代史入門 

［第一责任人］岩村三千夫著 

［出版地］東京 

［出版者］至誠堂 

［出版日期］1963.7 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］岩村三千夫 著 

 

 

［正题名］日本資本主義の没落 

［第一责任人］楫西光速著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1961.11 

［丛编题名］東大新書 

［丛编题名］トウダイ シンショ 双書日本における資本主義の発達 6 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］楫西光速 著 

 

 

［正题名］日本資本主義の没落 

［第一责任人］楫西光速著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1963.2 

［丛编题名］東大新書 

［丛编题名］トウダイ シンショ 双書日本における資本主義の発達 6 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］楫西光速 著 

 

 

［正题名］支那に於ける人絹絲布事情 

［第一责任人］軍配調査課編 

［出版地］上海 



［出版者］中支那軍票交換用物資配給組合調査課 

［出版日期］1943.4 

［丛编题名］軍配資料 

［丛编题名］グンパイ シリョウ 第 4 集 

［知识责任］中支那軍票交換用物資配給組合 編 

 

 

［正题名］總説·傳説時代 

［第一责任人］中山久四郎解説 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1938.9 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 1 巻 

［知识责任］中山久四郎 解説 

 

 

［正题名］春秋戰國時代 

［第一责任人］中山久四郎監修 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1937.12 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 2 巻 

［知识责任］中山久四郎 監修 

 

 

［正题名］兩漢時代 

［第一责任人］中山久四郎監修 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1937.11 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 3 巻 

［知识责任］中山久四郎 監修 

 

 

［正题名］三國時代 

 

 

［正题名］兩普時代 

［第一责任人］中山久四郎監修 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 



［出版日期］1938.1 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 4 巻 

［知识责任］中山久四郎 監修 

 

 

［正题名］南北朝時代 

［第一责任人］橋本増吉監修 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1939.10 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 5 巻 

［知识责任］橋本増吉 監修 

 

 

［正题名］隋唐時代 

［第一责任人］中山久四郎監修 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1937.11 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 6 巻 

［知识责任］中山久四郎 監修 

 

 

［正题名］五代及宋時代 

［第一责任人］中山久四郎監修 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1939.10 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 7 巻 

［知识责任］中山久四郎 監修 

 

 

［正题名］元時代 

［第一责任人］有高巖監修 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1938.2 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 8 巻 

［知识责任］有高巖 監修 



 

 

［正题名］明時代 

［第一责任人］清水泰次解説 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1938.7 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 9 巻 

［知识责任］清水泰次 解説 

 

 

［正题名］清時代 

［第一责任人］有高巖監修 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1939.4 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 10 巻 

［知识责任］有高巖 監修 

 

 

［正题名］朝鮮 

［第一责任人］橋本増吉監修 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1937.11 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 11 巻 

［知识责任］橋本増吉 監修 

 

 

［正题名］滿蒙史 

［第一责任人］橋本増吉監修 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1939.7 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 12 巻 

［知识责任］橋本増吉 監修 

 

 

［正题名］印度 

［第一责任人］有高巖監修 



［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1939.9 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 13 巻 

［知识责任］有高巖 監修 

 

 

［正题名］中央亞細亞 

［第一责任人］清水泰次解説 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1937.11 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 14 巻 

［知识责任］清水泰次 解説 

 

 

［正题名］ 近の亞細亞 

［第一责任人］清水泰次監修 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1939.9 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 15 巻 

［知识责任］清水泰次 監修 

 

 

［正题名］南亞細亞 

［第一责任人］清水泰次監修 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1941.12 

［丛编题名］物語東洋史 

［丛编题名］モノガタリ トウヨウシ 第 16 巻 

［知识责任］清水泰次 監修 

 

 

［正题名］日支新交渉に依る帝國の利權 

［第一责任人］松本忠雄著 

［出版地］東京 

［出版者］清水書店 

［出版日期］1915.9 

［附注内容］序：加藤高明 



［附注内容］附録：大正三年日支交渉関係公文書 

［知识责任］松本忠雄 著 

 

 

［正题名］近世中國教育史研究 

［第一责任人］林友春編 

［出版地］東京 

［出版者］国土社 

［出版日期］1958.3 

［主题词］中国--教育--歴史 

［知识责任］林友春 編 

 

 

［正题名］大正デモクラシー史 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1954.12 

［丛编题名］現代日本政治史 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン セイジシ 第 1 巻 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［主题词］民主主義 

［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］大正デモクラシー史 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1959.11 

［丛编题名］現代日本政治史 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン セイジシ 第 1 巻 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［主题词］民主主義 

［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］南方進出 

［第一责任人］日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1963.4 

［丛编题名］太平洋戦争への道 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウ エノ ミチ 開戦外交史 カイセン ガイコウシ 日本



国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 6 

［附注内容］南方進出·日米交渉関係年表：p416-429 

［附注内容］解題(角田順)：p430-437 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］満州事変 

［第一责任人］日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1962.11 

［丛编题名］太平洋戦争への道 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウ エノ ミチ 開戦外交史 カイセン ガイコウシ 日本

国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 2 

［附注内容］満州事変関係年表(1931 年 9 月-1932 年 12 月)：p414-430 

［附注内容］解題(角田順)：p431-435 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］満州事変 

［主题词］満州事変 

 

 

［正题名］支那事変戦争指導史 

［第一责任人］堀場一雄著 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1962.9 

［附注内容］別冊：統計資料 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］堀場一雄 著 

 

 

［正题名］支那農業經濟論 

［第一责任人］マヂャール著 

［译者］井上照丸訳 

［出版地］東京 

［出版者］学芸社 

［出版日期］1935.11 

［主题词］農業経済 

［主题词］中国/農業 

［知识责任］マヂャール 著 

［次知识责任］井上照丸 訳 

 

 



［正题名］中国近代化と日本 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］中国研究所 

［出版日期］1963.10 

［丛编题名］中国研究所紀要 

［丛编题名］チュウゴク ケンキュウジョ キヨウ 中国研究所編 第 2 号 

 

 

［正题名］東亜政治·経済·戦略図 

［第一责任人］ハドソン，ライクマン共著 

［译者］丸山達雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］慶応書房 

［出版日期］1941.3 

［主题词］地政学 

［知识责任］Hudson 著 

［知识责任］Rajchman 著 

［知识责任］ハドソン 著 

［知识责任］ライクマン 著 

［次知识责任］丸山達雄 訳 

 

 

［正题名］方顯廷支那の民族産業 

［第一责任人］平野義太郎編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.10 

［丛编题名］東亜研究叢書 

［丛编题名］トウア ケンキュウ ソウショ 東亜研究叢書刊行会編 第 3 巻 

［知识责任］平野義太郎 編 

［知识责任］方顕廷 編 

 

 

［正题名］解體期支那の政治と經濟 

［第一责任人］原勝著 

［出版地］東京 

［出版者］泰山房 

［出版日期］1937.4 

［主题词］中国/政治 

［主题词］中国/経済 

［知识责任］原勝 著 

 

 



［正题名］支那の紡績と織物 

［第一责任人］山崎長吉著 

［出版地］東京 

［出版者］工政会出版部 

［出版日期］1927.3 

［知识责任］山崎長吉 著 

 

 

［正题名］現代支那 

［第一责任人］波多野乾一著 

［出版地］東京 

［出版者］支那問題社 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1921.2 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］波多野乾一 著 

 

 

［正题名］ニッポン日記 

［第一责任人］マーク·ゲイン 著 

［译者］井本威夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1952.2 

［知识责任］Gayn 著 

［知识责任］ゲイン 著 

［次知识责任］井本威夫 訳 

 

 

［正题名］ニッポン日記 

［第一责任人］マーク·ゲイン 著 

［译者］井本威夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1952.2 

［知识责任］Gayn 著 

［知识责任］ゲイン 著 

［次知识责任］井本威夫 訳 

 

 

［正题名］成吉思汗傳 

［第一责任人］エレンジン·ハラ·ダワン著 

［译者］本間七郎訳 



［出版地］大連 

［出版者］満鉄社員会 

［出版日期］1936.10 

［丛编题名］滿鐵社員會叢書 

［丛编题名］マンテツ シャインカイ ソウショ 第 19 輯 

［知识责任］Khara-Davan 著 

［知识责任］ダワン 著 

［次知识责任］本間七郎 訳 

 

 

［正题名］前近代の可能性 

［第一责任人］廣末保著 

［出版地］東京 

［出版者］未来社 

［出版日期］1960.2 

［主题词］日本文学/論説 

［知识责任］広末保 著 

 

 

［正题名］日本人口統計史 

［第一责任人］高橋梵仙編 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1942.2 

［丛编题名］大東名著選 

［丛编题名］ダイトウ メイチョセン 72 

［附注内容］ガーレット·ドロッパーの肖像あり 

［主题词］日本/人口/統計/歴史 

［知识责任］高橋梵仙 編 

 

 

［正题名］アメリカ共産党の声明を評す 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1963.3 

［附注内容］1963 年 3 月 8 日付「人民日報」社説 

 

 

［正题名］国際共産主義運動の総路線についての提案 

［第一责任人］［中国共産党中央委員会編］ 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1963 

［主题词］共産主義 



 

 

［正题名］中共の素顔 

［第一责任人］松野谷夫，野上正共著 

［出版地］東京 

［出版者］野田経済社 

［出版日期］1961.9 

［主题词］中国/経済 

［知识责任］松野谷夫 著 

［知识责任］野上正 著 

 

 

［正题名］モスクワ宣言とモスクワ声明の基礎の上に団結しよう 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1963.1 

［正题名］修正主義者の鏡 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1963.3 

［附注内容］1963 年 3 月 9 日付「人民日報」社説 

 

 

［正题名］近代日本の外交 

［第一责任人］松本重治…［ほか］著 

［译者］朝日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1962.8 

［知识责任］松本重治 著 

［知识责任］岡義武 著 

［知识责任］西春彦 著 

［知识责任］川越茂 著 

［知识责任］加瀬俊一 著 

 

 

［正题名］支那革命と世界の明日 

［第一责任人］細川嘉六著 

［出版地］東京 

［出版者］同人社書店 

［出版日期］1928.3 

［知识责任］細川嘉六 著 

 

 



［正题名］支那問題辞典 

［第一责任人］支那問題研究所編著 

［出版地］東京 

［出版者］支那問題研究所 

［出版日期］1929.10 

［正题名］尾崎行雄伝 

［第一责任人］沢田謙著 

［出版地］東京 

［出版者］尾崎行雄記念財団 

［出版日期］1961.11 

［知识责任］沢田謙 著 

 

 

［正题名］歴史学における諸問題 

［第一责任人］藤間生大編著 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956.5 

［丛编题名］講座歴史 

［丛编题名］コウザ レキシ 3 

［主题词］歴史学/叢書 

［知识责任］藤間生大 編著 

 

 

［正题名］中國の思想家 

［第一责任人］東京大學中國哲學研究室編 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1963.5 

［附注内容］参考文献：項目末 

［主题词］中国思想 

 

 

［正题名］新支那訪問記 

［第一责任人］村松梢風著 

［出版地］東京 

［出版者］騒人社書局 

［出版日期］1929.6 

［知识责任］村松梢風 著 

 

 

［正题名］支那特別關税會議の研究 

［第一责任人］根岸佶著 

［出版地］東京 



［出版者］自彊館書店 

［出版日期］1926.10 

［知识责任］根岸佶 著 

 

 

［正题名］支那事変戦争指導史 

［第一责任人］堀場一雄著 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1962.9 

［附注内容］別冊：統計資料 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］堀場一雄 著 

 

 

［正题名］支那農民運動観 

［第一责任人］長野朗著 

［出版地］東京 

［出版者］建設社 

［出版日期］1933.2 

［主题词］農民運動 

［知识责任］長野朗 著 

 

 

［正题名］満蒙終戦史 

［第一责任人］満蒙同胞援護会編 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1962.7 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］引揚問題 

 

 

［正题名］支那石炭調査報告書 

［第一责任人］久保山雄三著 

［出版地］［出版地不明 

［出版者］出版者不明］ 

［出版日期］1940 

［知识责任］久保山雄三 著 

 

 

［正题名］剿共滅黨運動報告書 

［第一责任人］中華民國新民會中央指導部編 

［出版地］［出版地不明］ 



［出版者］中華民国新民会中央指導部 

［出版日期］1938 

［丛编题名］工作資料 

［丛编题名］コウサク シリョウ 第 5 號 

 

 

［正题名］海外における 近の中国研究の状況 

［第一责任人］村松祐次著 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 (発売) 

［出版日期］1963.5 

［丛编题名］アジア経済研究シリーズ 

［丛编题名］アジア ケイザイ ケンキュウ シリーズ 第 45 集 

［主题词］中国研究 

［知识责任］村松祐次 著 

 

 

［正题名］薹灣海運史 

［第一责任人］台湾海務協会編 

［出版地］台北 

［出版者］台湾海務協会 

［出版日期］1941.7 

［附注内容］創立十周年記念 

［知识责任］台湾海務協会 編 

 

 

［正题名］上海研究 

［第一责任人］上海歴史地理研究会編 

［出版地］上海 

［出版者］上海歴史地理研究會 

［出版地］上海 

［出版者］内山書店 (發賣) 

［出版日期］1942.2 

［知识责任］上海歴史地理研究会 編 

 

 

［正题名］中国現代政治史 

［第一责任人］池田誠著 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1952.10 

［知识责任］池田誠 著 



 

 

［正题名］滿洲石油統制方策 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道經濟調査會 

［出版日期］1936.5 

［丛编题名］立案調査書類 

［丛编题名］リツアン チョウサ ショルイ 南滿洲鉄道経済調査会 第 5 編第 7 巻第 1 號 

 

 

［正题名］近世日中貿易史の研究 

［第一责任人］山脇悌二郎著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1960.10 

［主题词］日本/貿易/中国/歴史 

［知识责任］山脇悌二郎 著 

 

 

［正题名］台湾人四百年史 

［第一责任人］史明著 

［出版地］東京 

［出版者］音羽書房 

［出版日期］1962.7 

［附注内容］主たる参考文献：p.642-648 

［主题词］台湾/歴史 

［知识责任］史明 著 

 

 

［正题名］新中国資料集成 

［第一责任人］日本国際問題研究所中国部会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際問題研究所 

［出版日期］1964.10 

［正题名］建設委員會工作計畫概要 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會訳編 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所 

［出版日期］1940.5 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 28 編 

 

 



［正题名］支那各省農業労働者雇傭習慣及び需給状況 

［第一责任人］中支建設資料整備事務所編譯部編 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編譯部 

［出版日期］1941.3 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 53 編 

 

 

［正题名］支那人気質 

［第一责任人］アーサー·エチ·スミス著 

［译者］渋江保訳 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1896.12 

［主题词］中国/社会 

［主题词］国民性 

［知识责任］Smith 著 

［知识责任］スミス 著 

［知识责任］澁江保 訳 

 

 

［正题名］東亞經濟要覽 

［第一责任人］東亞經濟懇談會調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞經濟懇談會 

［出版日期］1941.11 

［知识责任］東亜経済懇談会調査部 編 

 

 

［正题名］難訓辞典 

［第一责任人］中山泰昌編 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂出版 

［出版日期］1956.12 

［主题词］漢字/辞書 

［知识责任］中山泰昌 編 

 

 

［正题名］現代帝国主義と構造改革 

［第一责任人］佐藤昇著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1961.5 



［丛编题名］叢書戦後資本主義の分析 

［丛编题名］ソウショ センゴ シホン シュギ ノ ブンセキ 

［知识责任］佐藤昇 著 

 

 

［正题名］戦後のアジア 

［第一责任人］本橋渥著 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956.6 

［丛编题名］現代アジア史 

［丛编题名］ゲンダイ アジアシ 第 2 巻 

［附注内容］現代アジア史年表：p267-277 

［主题词］アジア/歴史 

［知识责任］本橋渥 著 

 

 

［正题名］わが満支廿五年の回顧 

［第一责任人］国松文雄著 

［出版地］東京 

［出版者］新紀元社 

［出版日期］1961.11 

［知识责任］国松文雄 著 

 

 

［正题名］極東国際軍事裁判 

［第一责任人］植松慶太著 

［出版地］東京 

［出版者］人物往来社 

［出版日期］1962.8 

［主题词］極東国際軍事裁判 

［知识责任］植松慶太 著 

 

 

［正题名］上海の文化 

［第一责任人］上海市政研究會編 

［出版地］上海 

［出版者］華中鉄道総裁室弘報室 

［出版日期］1944.3 

［附注内容］遡及 

［主题词］上海 

 

 

［正题名］回憶録 



［第一责任人］周佛海著 

［译者］仮谷太郎譯 

［出版地］上海 

［出版者］大陸新報社 

［出版日期］1944.6 

［知识责任］周仏海 著 

［次知识责任］仮谷太郎 譯 

 

 

［正题名］熱河に就て 

［第一责任人］陸軍省調査班編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］陸軍省調査班 

［出版日期］1933.1 

［正题名］上海附近の戰鬪に就て 

［第一责任人］陸軍省調査班編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］陸軍省調査班 

［出版日期］1932.3 

［正题名］支那南北記 

［第一责任人］木下杢太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1926.1 

［知识责任］木下杢太郎 著 

 

 

［正题名］華北視察團報告書 

［第一责任人］重慶·華北視察團編 

［译者］上海·日本總領事館特別調査班訳 

［出版地］[上海] 

［出版者］上海·日本總領事館特別調査班 

［出版日期］1941.8 

［附注内容］表紙に「秘」の記載あり 

［知识责任］重慶·華北視察團 編 

［知识责任］上海日本総領事館特別調査班 編 

 

 

［正题名］米国大学案内 

［第一责任人］内田仁，大塚久子共編 

［出版地］東京 

［出版者］内田老鶴圃 

［出版日期］1961 

［附注内容］参考書目：p150 



［附注内容］题名不是取自题名页 

［知识责任］内田仁 編 

［知识责任］大塚久子 編 

 

 

［正题名］紅毛雑話 

［第一责任人］小野忠重編 

［出版地］東京 

［出版者］双林社 

［出版日期］1943.6 

［主题词］蘭学 

［知识责任］小野忠重 編 

 

 

［正题名］模範 新世界年表 

［第一责任人］三省堂編輯所編纂 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1935.1 

［附注内容］校閲：喜田貞吉 

［主题词］世界/歴史/年表 

 

 

［正题名］チベット日記 

［第一责任人］A.L.ストロング著 

［译者］西園寺公一訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-416 

［主题词］チベット/紀行 

［知识责任］Strong 著 

［知识责任］ストロング 著 

［次知识责任］西園寺公一 訳 

 

 

［正题名］日本マルクス主義史 

［第一责任人］小山弘健著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1956.4 

［丛编题名］青木新書 

［丛编题名］アオキ シンショ 44 



［附注内容］日本マルクス主義文献解説·発表：p207-232 

［知识责任］小山弘健 著 

 

 

［正题名］戦後学生運動史 

［第一责任人］山中明著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1961.10 

［丛编题名］青木新書 

［丛编题名］アオキ シンショ 62 

［附注内容］刷により追記あり 

［主题词］学生運動/歴史 

［知识责任］山中明 著 

 

 

［正题名］現代政治史年表 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］日本現代史年表 

［丛编题名］ニホン ゲンダイシ ネンピョウ 

［附注内容］1953-1959 

［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］資本論入門 

［第一责任人］河上肇著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1962.7 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 27 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］資本論入門 

［第一责任人］河上肇著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1961.7 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 47 



［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］昭和政治秘史 

［第一责任人］新名丈夫著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.3 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 289 

［知识责任］新名丈夫 著 

 

 

［正题名］日本社会党 

［第一责任人］笹田繁著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 272 

［主题词］日本社会党 

［知识责任］安東仁兵衛 著 

 

 

［正题名］日本社会党 

［第一责任人］笹田繁著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.12 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 273 

［主题词］日本社会党 

［知识责任］安東仁兵衛 著 

 

 

［正题名］天皇制 

［第一责任人］井上清著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1953.1 

［丛编题名］東大新書 

［丛编题名］トウダイ シンショ 6 

［主题词］天皇制 

［知识责任］井上清 著 



 

 

［正题名］日本資本主義発達史 

［第一责任人］守屋典郎著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.10 

［丛编题名］青木新書 

［丛编题名］アオキ シンショ 32 

［附注内容］参考書：p313-328 

［主题词］日本/経済/歴史/明治以後 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］守屋典郎 著 

 

 

［正题名］支那社会の科學的研究 

［第一责任人］ウィットフォーゲル著 

［译者］平野義太郎，宇佐美誠次郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-35 

［知识责任］Wittfogel 著 

［知识责任］ウィットフォーゲル 著 

［次知识责任］平野義太郎 訳 

［次知识责任］宇佐美誠次郎 訳 

 

 

［正题名］滿洲支那經濟辭典 

［第一责任人］宮脇賢之介撰著 

［出版地］大連 

［出版者］明文社 

［出版地］大連 

［出版者］康徳書店 (発売) 

［出版日期］1935.1 

［附注内容］巻末：附録( 近年暦對照表) 

［知识责任］宮脇賢之介 著 

 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］藤井松一，石井金一郎，大江志乃夫著 

［出版地］東京 

［出版者］合同出版社 



［出版日期］1961.10 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 48 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］藤井松一 著 

［知识责任］大江志乃夫 著 

［知识责任］石井金一郎 著 

 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］藤井松一，石井金一郎，大江志乃夫著 

［出版地］東京 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1961.11 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 49 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］藤井松一 著 

［知识责任］大江志乃夫 著 

［知识责任］石井金一郎 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争への道 

［第一责任人］日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1963.6 

［正题名］日米開戦 

［第一责任人］日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1963.5 

［丛编题名］太平洋戦争への道 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウ エノ ミチ 開戦外交史 カイセン ガイコウシ 日本

国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 7 

［附注内容］主要武官·外交官略歴：p483-486 

［附注内容］解題(角田順): p487-493 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 

［出版地］東京 



［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1962.12 

［丛编题名］太平洋戦争への道 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウ エノ ミチ 開戦外交史 カイセン ガイコウシ 日本

国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 3 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1963.1 

［丛编题名］太平洋戦争への道 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウ エノ ミチ 開戦外交史 カイセン ガイコウシ 日本

国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 4 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］満州事変前夜 

［第一责任人］日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1963.2 

［丛编题名］太平洋戦争への道 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウ エノ ミチ 開戦外交史 カイセン ガイコウシ 日本

国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 1 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］満州事変 

 

 

［正题名］上海の歴史 

［第一责任人］ハゥクス·ポット著 

［译者］帆足計，濱谷満雄共訳 

［出版地］東京 

［出版者］白場社 

［出版日期］1940.12 

［知识责任］Pot 著 

［知识责任］ポット 著 

［次知识责任］帆足計 訳 

［次知识责任］濱谷満雄 訳 

 



 

［正题名］現代中国論 

［第一责任人］竹内好著 

［出版地］東京 

［出版者］普通社 

［出版日期］1963.2 

［丛编题名］中国新書 

［丛编题名］チュウゴク シンショ 1 

［主题词］中国 

［知识责任］竹内好 著 

 

 

［正题名］中国の眼 

［第一责任人］玉嶋信義編訳 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1959.7 

［知识责任］玉嶋信義 編訳 

 

 

［正题名］神々の誕生 

［第一责任人］貝塚茂樹著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1963.5 

［丛编题名］グリーンベルト·シリーズ 

［丛编题名］グリーン ベルト シリーズ 16 中国史 貝塚茂樹著 1 

［知识责任］貝塚茂樹 著 

 

 

［正题名］史記 

［第一责任人］貝塚茂樹著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1963.5 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 12 

［附注内容］年表：p[248-251] 

［知识责任］貝塚茂樹 著 

 

 

［正题名］怒りの十年 

［第一责任人］村上国治著 

［译者］山田清三郎編 



［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1962.9 

［知识责任］村上国治 著 

［次知识责任］山田清三郎 編 

 

 

［正题名］英清鴉片戰史 

［第一责任人］松井廣吉編|エイ シン アヘン センシ 

［第一责任人］松井広吉著 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1894.10 

［丛编题名］萬國戰史 

［丛编题名］バンコク センシ 第 2 編 

［知识责任］松井広吉 著 

 

 

［正题名］近代文学の傷痕 

［第一责任人］尾崎秀樹著 

［出版地］東京 

［出版者］普通社 

［出版日期］1963.2 

［丛编题名］中国新書 

［丛编题名］チュウゴク シンショ 3 

［主题词］日本文学/歴史/昭和時代 

［知识责任］尾崎秀樹 著 

 

 

［正题名］日中関係の現実 

［第一责任人］宇都宮徳馬著 

［出版地］東京 

［出版者］普通社 

［出版日期］1963.3 

［丛编题名］中国新書 

［丛编题名］チュウゴク シンショ 

［主题词］日本/外国関係/中国 

［主题词］中国/外国関係/日本 

［知识责任］宇都宮徳馬 著 

 

 

［正题名］ダイヤモンド会社要覧 

［第一责任人］ダイヤモンド社編 

［出版地］東京 



［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1963.8 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］会社/名簿 

 

 

［正题名］謀略太平洋戦争 

［第一责任人］日下部一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1963.4 

［丛编题名］フロンティア·ブックス 

［丛编题名］フロンティア ブックス 

［主题词］陸軍中野学校 

［知识责任］日下部一郎 著 

 

 

［正题名］アジヤ周邊民族史 

［第一责任人］竹尾弌著 

［出版地］東京 

［出版者］今日の問題社 

［出版日期］1943.12 

［丛编题名］東洋民族史叢書 

［丛编题名］トウヨウ ミンゾクシ ソウショ 第 5 巻 

［知识责任］竹尾弌 著 

 

 

［正题名］支那問題概論 

［第一责任人］マヂャール著 

［译者］田中忠夫，安藤英夫共訳 

［出版地］東京 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1940.3 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］中国/経済 

［知识责任］マヂャール 著 

［次知识责任］田中忠夫 訳 

［次知识责任］安藤英夫 訳 

 

 

［正题名］支那經濟商業辭典 

［第一责任人］小林幾次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋号書店 



［出版日期］1942.5 

［主题词］経済/辞書 

［主题词］商業/辞書 

［知识责任］小林幾次郎 著 

 

 

［正题名］英清鴉片戰史 

［第一责任人］松井廣吉編|エイ シン アヘン センシ 

［第一责任人］松井広吉著 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1884.10 

［丛编题名］萬國戰史 

［丛编题名］バンコク センシ 第 2 編 

［知识责任］松井広吉 著 

 

 

［正题名］満洲支那の土地と人 

［第一责任人］クレッシイ著 

［译者］三好武二譯 

［出版地］東京 

［出版者］偕成社 

［出版日期］1940.4 

［知识责任］Cressey 著 

［知识责任］クレッシイ 著 

［次知识责任］三好武二 譯 

 

 

［正题名］日本労働運動の歴史 

［第一责任人］塩田庄兵衛著 

［出版地］東京 

［出版者］労働旬報社 

［出版日期］1965.3 

［主题词］労働運動/日本/歴史 

［知识责任］塩田庄兵衛 著 

 

 

［正题名］日本の大会社 

［第一责任人］森川英正著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1963.11 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 407 



［知识责任］森川英正 著 

 

 

［正题名］続長征 

［第一责任人］岡本隆三著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1964.10 

［丛编题名］フロンティア·ブックス 

［丛编题名］フロンティア ブックス 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国人民解放軍 

［知识责任］岡本隆三 著 

 

 

［正题名］長征 

［第一责任人］岡本隆三著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1963.10 

［丛编题名］フロンティア·ブックス 

［丛编题名］フロンティア ブックス 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国人民解放軍 

［知识责任］岡本隆三 著 

 

 

［正题名］朝日年鑑 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1932.9 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］朝日年鑑 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1933.9 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］朝日年鑑 



［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1934.9 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］朝日年鑑 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1935.9 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］朝日年鑑 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1936.10 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］佛教大辭典 

［第一责任人］望月信亨著 

［出版地］東京 

［出版者］佛教大辭典發行所 

［出版日期］1931.11 

［主题词］仏教/辞書 

［知识责任］望月信亨 著 

 

 

［正题名］佛教大辭典 

［第一责任人］望月信亨著 

［出版地］東京 

［出版者］佛教大辭典發行所 

［出版日期］1932.9 

［主题词］仏教/辞書 

［知识责任］望月信亨 著 

 

 

［正题名］フゥラン·テプテル 

［第一责任人］クンガードルジェ著 

［译者］稻葉正就，佐藤長共訳 



［出版地］京都 

［出版者］法蔵館 

［出版日期］1964.5 

［附注内容］索引：p204-232 

［主题词］チベット/歴史 

［主题词］仏教 --チベット/歴史 

［知识责任］Kun dgah rdorje 著 

［知识责任］クンガードルジェ 著 

［知识责任］稲葉正就 訳 

［次知识责任］佐藤長 訳 

 

 

［正题名］鴉片戰爭後の中英抗爭 

［第一责任人］佐々木正哉編 

［出版地］東京 

［出版者］近代中國研究委員會 

［出版日期］1964.12 

［附注内容］筆写原稿の影印 

［主题词］阿片戦争 

［主题词］アロー戦争 

［主题词］中国/外国関係/イギリス/歴史/史料 

［知识责任］佐々木正哉 編 

 

 

［正题名］中国地方誌連合目録 

［第一责任人］東洋学文献センター連絡協議会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1965.3 

［正题名］太宗 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1963.3 

［丛编题名］東洋文庫叢刊 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ ソウカン 第 12 満文老档 満文老档研究会訳註 第 7 

［主题词］中国/歴史/清時代 

 

 

［正题名］新疆研究文献目録 

［第一责任人］袁同禮，渡邊宏合編 

［出版地］東京 

［出版者］袁同禮 

［出版日期］1962 

［丛编题名］新疆研究叢刊 



［丛编题名］シンキョウ ケンキュウ ソウカン 第 2 種 

［附注内容］日本文 

［主题词］新疆/書目 

［知识责任］袁同禮 編 

［知识责任］渡辺宏 編 

 

 

［正题名］朝日年鑑 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1965.2 

［附注内容］收録時間：1964 年 1 月-12 月 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［正题名］日本現勢 

［第一责任人］共同通信社編 

［出版地］東京 

［出版者］共同通信社出版部 

［出版日期］1965.10 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［正题名］大衆人事録 

［第一责任人］帝国秘密探偵社編 

［出版地］東京 

［出版者］帝国秘密探偵社；国勢協会 

［出版日期］1937.11 

［附注内容］監輯：猪野三郎 

［附注内容］附：満州国人名辞典 

［主题词］日本/人名録 

 

 

［正题名］舊滿洲檔 

［第一责任人］神田信夫，松村潤，岡田英弘譯註 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1972.3 

［丛编题名］東洋文庫叢刊 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ ソウカン 第 18 

［主题词］中国/歴史/清時代/史料 

［知识责任］神田信夫 譯註 

［知识责任］松村潤 譯註 



［知识责任］岡田英弘 譯註 

 

 

［正题名］舊滿洲檔 

［第一责任人］神田信夫，松村潤，岡田英弘譯註 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1975.3 

［丛编题名］東洋文庫叢刊 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ ソウカン 第 18 

［主题词］中国/歴史/清時代/史料 

［知识责任］神田信夫 譯註 

［知识责任］松村潤 譯註 

［知识责任］岡田英弘 譯註 

 

 

［正题名］元寇の新研究 

［第一责任人］池内宏著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1931.8 

［丛编题名］東洋文庫論叢 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ ロンソウ 第 15-1 

［主题词］元寇 

［知识责任］池内宏 著 

 

 

［正题名］元寇の新研究 

［第一责任人］池内宏著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1931.12 

［丛编题名］東洋文庫論叢 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ ロンソウ 第 15-2 

［主题词］元寇 

［知识责任］池内宏 著 

 

 

［正题名］景教の研究 

［第一责任人］佐伯好郎著 

［出版地］東京 

［出版者］東方文化學院東京研究所 

［出版日期］1935.11 

［主题词］景教 



［知识责任］佐伯好郎 著 

 

 

［正题名］唐代の散文作家 

［第一责任人］平岡武夫，今井清共編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1954 

［丛编题名］唐代研究のしおり 

［丛编题名］トウダイ ケンキュウ ノ シオリ 第 3 

［附注内容］付: 五代十国年表 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］中国文学 

［知识责任］平岡武夫 編 

［知识责任］今井清 編 

 

 

［正题名］近世漢学者著述目録大成 

［第一责任人］関儀一郎，関義直共編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋圖書刊行會 

［出版日期］1941.4 

［主题词］漢学者/伝記 

［知识责任］關儀一郎 編 

［知识责任］關義直 編 

 

 

［正题名］古事記 

［第一责任人］田中頼庸校 

［出版地］東京 

［出版者］会通社 

［出版日期］1887.8 

［附注内容］和装，袋綴本 

［知识责任］田中頼庸 校 

 

 

［正题名］古事記 

［第一责任人］田中頼庸校 

［出版地］東京 

［出版者］会通社 

［出版日期］1887.8 

［附注内容］和装，袋綴本 

［知识责任］田中頼庸 校 

 



 

［正题名］古事記 

［第一责任人］田中頼庸校 

［出版地］東京 

［出版者］会通社 

［出版日期］1887.8 

［附注内容］和装，袋綴本 

［知识责任］田中頼庸 校 

 

 

［正题名］遼金元人傳記索引 

［第一责任人］梅原郁，衣川強編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1972.3 

［主题词］中国/伝記/索引 

［知识责任］梅原郁 編 

［知识责任］衣川強 編 

 

 

［正题名］金代政治制度の研究 

［第一责任人］三上次男著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論美術出版 

［出版日期］1970.9 

［丛编题名］金史研究 

［丛编题名］キンシ ケンキュウ 2 

［知识责任］三上次男 著 

 

 

［正题名］朝日年鑑 

［第一责任人］宇野博編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1971.2 

［附注内容］昭和史年表／人名録 

［附注内容］人名录／官厅·会社·公团·会社·团体要覽·大学一覽·百科便覽 

［主题词］日本/年鑑 

［知识责任］宇野博 編 

 

 

［正题名］朝日年鑑 

［第一责任人］宇野傅編 

［出版地］東京 



［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1971.2 

［主题词］日本/年鑑 

［知识责任］宇野傅 編 

 

 

［正题名］資料近代日本史 

［第一责任人］小泉義親編著 

［译者］新聞資料研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］山梨民友新聞社 

［出版日期］1933.10 

［附注内容］監修：朝比奈知泉 

［知识责任］小泉義親 編著 

［知识责任］山梨民友新聞社 編 

［知识责任］朝比奈知泉 編 

 

 

［正题名］西藏大藏經甘殊爾勘同目録 

［第一责任人］大谷大學圖書館編 

［出版地］京都 

［出版者］大谷大學圖書館 

［出版日期］1932.3 

［附注内容］「西藏大藏經甘殊爾勘同目録：大谷大學圖書館藏」の刊行前見本、または前

付の抜刷と推定される 

 

 

［正题名］滿洲共産匪の研究 

［第一责任人］満洲国軍政部軍事調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］大安 

［出版日期］1964.9 

［附注内容］軍政部顧問部刊(康徳 4 年)の複製 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国共産党 

 

 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1961.11 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 



［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1962.11 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1959.1 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1959.10 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1961.1 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1961.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1961.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1964.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1964.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1964.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 



［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1965.2 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1965.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1965.3 

［正题名］佛教大辭典 

［第一责任人］望月信亨著 

［出版地］東京 

［出版者］佛教大辭典發行所 

［出版日期］1933.12 

［主题词］仏教/辞書 

［知识责任］望月信亨 著 

 

 

［正题名］佛教大辭典 

［第一责任人］望月信亨著 

［出版地］東京 

［出版者］佛教大辭典發行所 

［出版日期］1935.3 

［主题词］仏教/辞書 

［知识责任］望月信亨 著 

 

 

［正题名］中国学術代表団京都訪問記録 

［第一责任人］中国学術代表団歓迎京都地区実行委員会編集 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］中国学術代表団歓迎京都地区実行委員会 

［出版日期］1964.4 

［知识责任］中国学術代表団歓迎京都地区実行委員会 編集 

 

 

［正题名］印度佛教固有名詞辭典 

［第一责任人］赤沼智善著 

［出版地］名古屋 

［出版者］破塵閣書房 



［出版日期］1931.4 

［主题词］仏教/辞書 

［知识责任］赤沼智善 著 

 

 

［正题名］世界人種風俗大観 

［第一责任人］仲摩照久編 

［出版地］東京 

［出版者］新光社 

［出版日期］1931.12 

［丛编题名］世界地理風俗大系 

［丛编题名］セカイ チリ フウゾク タイケイ 仲摩照久編 別巻 

［主题词］地誌 

［知识责任］仲摩照久 編 

 

 

［正题名］モンゴル研究文献目録 

［第一责任人］日本モンゴル学会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本モンゴル学会 

［出版地］東京 

［出版者］ビブリオ(発売) 

［出版日期］1973.4 

［主题词］蒙古/書目 

 

 

［正题名］分立抗爭の時代 

［第一责任人］オットー·フランケ著 

［译者］高山洋吉譯 

［出版地］東京 

［出版者］東學社 

［出版日期］1938.10 

［丛编题名］支那正史 

［丛编题名］シナ セイシ オットー·フランケ著 高山洋譯 第 3 卷 

［知识责任］Franke 著 

［知识责任］フランケ 著 

［次知识责任］高山洋吉 譯 

 

 

［正题名］儒教國家の成立 

［第一责任人］オットー·フランケ著 

［译者］高山洋吉譯 

［出版地］東京 

［出版者］東學社 



［出版日期］1938.9 

［丛编题名］支那正史 

［丛编题名］シナ セイシ オットー·フランケ著 高山洋譯 第 2 巻 

［知识责任］Franke 著 

［知识责任］フランケ 著 

［次知识责任］高山洋吉 譯 

 

 

［正题名］古代の支那 

［第一责任人］オットー·フランケ著 

［译者］高山洋吉譯 

［出版地］東京 

［出版者］東學社 

［出版日期］1938.2 

［丛编题名］支那正史 

［丛编题名］シナ セイシ オットー·フランケ著 高山洋譯 第 1 巻 

［知识责任］Franke 著 

［知识责任］フランケ 著 

［次知识责任］高山洋吉 譯 

 

 

［正题名］辺疆をめぐる中ソ関係史 

［第一责任人］坂本是忠著 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済出版会 (発売) 

［出版日期］1974 

［丛编题名］研究参考資料 

［丛编题名］ケンキュウ サンコウ シリョウ no.229 

［主题词］中ソ対立 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/外国関係 

［主题词］ロシア/外国関係/中国 1949- 中華人民共和国 

［知识责任］坂本是忠 著 

 

 

［正题名］民国財政史 

［第一责任人］賈士毅編 

［译者］浜岡福松訳 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1925.6 

［附注内容］上編に著者の肖像あり 

［主题词］中国/財政/歴史/民国時代 



［知识责任］賈士毅 編 

［知识责任］濱岡晴濤 訳 

 

 

［正题名］民国財政史 

［第一责任人］賈士毅編 

［译者］浜岡福松訳 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1925.6 

［附注内容］上編に著者の肖像あり 

［主题词］中国/財政/歴史/民国時代 

［知识责任］賈士毅 編 

［知识责任］濱岡晴濤 訳 

 

 

［正题名］概觀東洋通史 

［第一责任人］有高巖著 

［出版地］東京 

［出版者］同文書院 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］有高巖 著 

 

 

［正题名］歐羅巴と東洋 

［第一责任人］高桑駒吉著 

［出版地］東京 

［出版者］時局問題研究会 

［出版日期］1915.11 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］高桑駒吉 著 

 

 

［正题名］東亜重工業論 

［第一责任人］小島精一著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1939.9 

［知识责任］小島精一 著 

 

 

［正题名］新中国資料集成 

［第一责任人］日本国際問題研究所中国部会編 

［出版地］東京 



［出版者］日本国際問題研究所 

［出版日期］1963.12 

［正题名］日本労働年鑑 

［第一责任人］法政大学大原社会問題研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1952.11 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［正题名］北支那の農業と経済 

［第一责任人］菊池清著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.10 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］菊池清 著 

 

 

［正题名］揚子江の富源と需給 

［第一责任人］上海出版協會調査部編 

［出版地］上海 

［出版者］上海出版協会 

［出版日期］1925.5 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］上海出版協會調査部 編 

 

 

［正题名］國都新京 

［第一责任人］新京特別市長官房庶務科編 

［出版地］新京 

［出版者］新京特別市公署 

［出版日期］1942.7 

［附注内容］表紙に『康徳九年版』の記述あり 

［主题词］長春/地誌 

 

 

［正题名］世界列国の大勢 

［第一责任人］建部遯吾著 

［出版地］東京 

［出版者］同文館 

［出版日期］1913.1 

［知识责任］建部遯吾 著 

 



 

［正题名］株州鋼鐵廠基礎計畫案 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會訳編 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編訳部 

［出版日期］1941.3 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 56 編 

 

 

［正题名］支那國有鐵道運賃の研究 

［第一责任人］中支建設資料整備事務所訳編 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備事務所 

［出版日期］1942.3 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 85 編 

［附注内容］『支那國有鐵道の運賃概況』(鐵路運価問題専號所載) の全訳編纂 

 

 

［正题名］通商條約と通商政策の變遷 

［第一责任人］日本学術振興会編纂 

［出版地］東京 

［出版者］世界経済調査会 

［出版日期］1951.3 

［丛编题名］日本外交文書 

［丛编题名］ニホン ガイコウ モンジョ 条約改正関係 ジョウヤク カイセイ カンケイ 

日本学術振興会編纂 7 別冊 

［附注内容］外務省監修 

 

 

［正题名］中國海關法規と通關手續 

［出版地］上海 

［出版者］上海日本商工會議所 

［出版日期］1940.8 

［正题名］山本元帥 

［第一责任人］渡邊幾治郎著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1944.8 

［附注内容］山本元帥年譜：p321-340 

［知识责任］渡辺幾治郎 著 

 

 



［正题名］柳營補任 

［第一责任人］東京大学史料編纂所編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1964.3 

［丛编题名］大日本近世史料 

［丛编题名］ダイニホン キンセイ シリョウ 東京大學史料編纂所編 

 

 

［正题名］北支那の農業と経済 

［第一责任人］菊池清著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.10 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］菊池清 著 

 

 

［正题名］諸問屋再興調 

［第一责任人］東京大学史料編纂所編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1963.12 

［丛编题名］大日本近世史料 

［丛编题名］ダイニホン キンセイ シリョウ 東京大學史料編纂所編 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

 

 

［正题名］幕府書物方日記 

［第一责任人］東京大学史料編纂所編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学史料編纂所 

［出版日期］1964.3 

［丛编题名］大日本近世史料 

［丛编题名］ダイニホン キンセイ シリョウ 東京大學史料編纂所編 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

 

 

［正题名］臺灣發達史 

［第一责任人］林進發編 

［出版地］台北 

［出版者］民衆公論社 

［出版日期］1936.3 

［附注内容］林進發のヨミは推定 



［知识责任］林進發 編 

 

 

［正题名］臺灣鐵道史 

［第一责任人］台湾総督府交通局鉄道部編 

［出版地］臺北 

［出版者］臺灣總督府鐵道部 

［出版日期］1910.9 

［附注内容］未定稿 

 

 

［正题名］臺灣鐵道史 

［第一责任人］台湾総督府交通局鉄道部編 

［出版地］臺北 

［出版者］臺灣總督府鐵道部 

［出版日期］1911.3 

［附注内容］未定稿 

 

 

［正题名］臺灣鐵道史 

［第一责任人］台湾総督府交通局鉄道部編 

［出版地］臺北 

［出版者］臺灣總督府鐵道部 

［出版日期］1911.2 

［附注内容］未定稿 

 

 

［正题名］滿洲經濟年報 

［第一责任人］滿鐡經濟調査會編 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1937.12 

［正题名］大豆便覽 

［第一责任人］廣田虎雄編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道中央試驗所 

［出版日期］1929.3 

［附注内容］大豆便覽附録：大豆ニ關スル文献一覽(1712-1928) 

［知识责任］廣田虎雄 編 

 

 

［正题名］支那に於ける租界の研究 

［第一责任人］植田捷雄著 

［出版地］東京 



［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1942.1 

［知识责任］植田捷雄 著 

 

 

［正题名］中南支工商名鑑 

［第一责任人］日本商業通信社編 

［出版地］東京 

［出版者］日本商業通信社 

［出版日期］1940.7 

［主题词］中国/商業/人名録 

［主题词］中国/工業/人名録 

 

 

［正题名］東洋近世史 

［第一责任人］浦廉一著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1939.9 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］浦廉一 著 

［知识责任］松井 著 

 

 

［正题名］東洋近世史 

［第一责任人］浦廉一著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1939.9 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］浦廉一 著 

［知识责任］松井 著 

 

 

［正题名］解體過程にある支那の經濟と社會 

［第一责任人］ウィットフォーゲル原著 

［译者］平野義太郎監譯 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.1 

［主题词］中国/経済/歴史 

［知识责任］Wittfogel 著 

［知识责任］ウィットフォーゲル 原著 

［次知识责任］平野義太郎 監譯 



 

 

［正题名］解體過程にある支那の經濟と社會 

［第一责任人］ウィットフォーゲル原著 

［译者］平野義太郎監譯 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.1 

［主题词］中国/経済/歴史 

［知识责任］Wittfogel 著 

［知识责任］ウィットフォーゲル 原著 

［次知识责任］平野義太郎 監譯 

 

 

［正题名］支那を支配するもの 

［第一责任人］佐藤俊三著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1942.1 

［主题词］中国国民党 

［知识责任］佐藤俊三 著 

 

 

［正题名］東邦近世史 

［第一责任人］田中萃一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2178-2180 

［知识责任］田中萃一郎 著 

 

 

［正题名］東邦近世史 

［第一责任人］田中萃一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2181-2182a 

［知识责任］田中萃一郎 著 

 

 

［正题名］中国思想のフランス西漸 



［第一责任人］後藤末雄著 

［出版地］奈良 

［出版者］養徳社 

［出版日期］1956.10 

［附注内容］付：参照文献 p503-510，巻末索引 

［主题词］シナ学 

［主题词］中国思想 

［知识责任］後藤末雄 著 

 

 

［正题名］近代史研究 

［第一责任人］曽村保信著 

［出版地］東京 

［出版者］小峯書店 

［出版日期］1962.6 

［附注内容］巻末：本文索引 

［知识责任］曽村保信 著 

 

 

［正题名］戰時物價政策の研究 

［第一责任人］Charles O.Hardy 著 

［译者］阿部雅夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］紀元社 

［出版日期］1941.8 

［丛编题名］世界経済選書 

［丛编题名］セカイ ケイザイ センショ 3 

［知识责任］Hardy 著 

［次知识责任］阿部雅夫 訳 

 

 

［正题名］煙臺機船漁業論 

［第一责任人］中支建設資料整備事務所編 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備事務所 

［出版日期］1942 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 86 編 

［附注内容］『煙臺漁輪業』張寳樹の全譯 

 

 

［正题名］中國戰時經濟論 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會訳編 

［出版地］南京 



［出版者］中支建設資料整備事務所編訳部 

［出版日期］1940.8 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 27 編 

［主题词］戦時経済 

 

 

［正题名］支那の戰時經濟問題 

［第一责任人］中支建設資料整備事務所編 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備事務所 

［出版日期］1941.9 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 71 編 

 

 

［正题名］湖南省に於ける満俺鑛調査報告 

［第一责任人］中支建設資料整備委員会編訳 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編訳部 

［出版日期］1940.10 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 38 編 

［附注内容］『湖南湘潭上五都錳鑛調査簡報』の翻訳 

 

 

［正题名］江蘇省常熟懸農村實態調査報告書 

［第一责任人］南満洲鉄道株式会社上海事務所調査室編 

［出版地］上海 

［出版者］南満洲鉄道 

［出版日期］1940.2 

［丛编题名］上海滿鐵調査資料 

［丛编题名］シャンハイ マンテツ チョウサ シリョウ 第 34 編 

［主题词］農村 

 

 

［正题名］安徽省北部経済事情 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會編 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編譯部 

［出版日期］1940.9 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 30 編 

 



 

［正题名］北滿に於ける在來工業の勞働條件 

［第一责任人］ア·エ·ゲラーシモフ著 

［译者］満鉄産業部資料室訳編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鉄道 

［出版日期］1937.12 

［丛编题名］露文飜譯北滿産業資料 

［丛编题名］ロブン ホンヤク ホクマン サンギョウ シリョウ 滿鐵調査部 [編] 第 2 號 

［主题词］労働条件 

［主题词］満州北部/工業 

［知识责任］ゲラーシモフ 著 

 

 

［正题名］世界の動向と東亜問題 

［第一责任人］善隣協会，善隣高等商業学校編 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1941.1 

［附注内容］他 19 篇 

［知识责任］善隣高等商業学校 編 

 

 

［正题名］江西省北部鑛業事情 

［第一责任人］中支建設資料整備事務所訳編 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備事務所 

［出版日期］1941.8 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 70 編 

 

 

［正题名］小松臺文存 

［第一责任人］古庄重一編纂 

［出版地］大連 

［出版者］貝瀬謹吾君還暦竝在滿三十五年記念出版事務所 

［出版日期］1938.3 

［附注内容］遡及 

［知识责任］古庄重一 編纂 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］日本学術振興会編纂 

［出版地］東京 



［出版者］日本外交文書頒布会 

［出版日期］1959.7 

［附注内容］監修：外務省調査局 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］日本学術振興会編纂 

［出版地］東京 

［出版者］日本外交文書頒布会 

［出版日期］1956.12 

［附注内容］監修：外務省調査局 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］日本学術振興会編纂 

［出版地］東京 

［出版者］日本外交文書頒布会 

［出版日期］1950.8 

［附注内容］監修：外務省調査局 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］日本学術振興会編纂 

［出版地］東京 

［出版者］日本外交文書頒布会 

［出版日期］1959.7 

［附注内容］監修：外務省調査局 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］日本学術振興会編纂 

［出版地］東京 

［出版者］日本外交文書頒布会 

［出版日期］1956.10 

［附注内容］監修：外務省調査局 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］日本学術振興会編纂 

［出版地］東京 

［出版者］日本外交文書頒布会 

［出版日期］1956.11 

［附注内容］監修：外務省調査局 

 



 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］日本学術振興会編纂 

［出版地］東京 

［出版者］日本外交文書頒布会 

［出版日期］1956.12 

［附注内容］監修：外務省調査局 

 

 

［正题名］上海に於ける外國爲替及金融 

［第一责任人］吉田政治著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋号書店 

［出版日期］1928.4 

［附注内容］付録：上海銭業公会営業規則 他 3 篇 

［附注内容］附：世界の銀需給及取引事情 

［主题词］外国為替 

［知识责任］吉田政治 著 

 

 

［正题名］支那論 

［第一责任人］ケネー著 

［译者］勝谷在登訳 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1940.10 

［丛编题名］支那研究古典叢刊 

［丛编题名］シナ ケンキュウ コテン ソウカン 第 1 冊 

［主题词］中国/社会/歴史/清時代 

［知识责任］ケネー 著 

［次知识责任］勝谷在登 訳 

 

 

［正题名］支那論 

［第一责任人］山路愛山著 

［出版地］東京 

［出版者］民友社 

［出版日期］1916.10 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］山路愛山 著 

 

 

［正题名］満州紳士録 

［第一责任人］中西利八編 



［出版地］東京 

［出版者］満蒙資料協会 

［出版日期］1940.7 

［附注内容］附新中国紳士録 

［主题词］満州/名簿 

［知识责任］中西利八 編 

 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］藤井松一，石井金一郎，大江志乃夫著 

［出版地］東京 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1962.8 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 50 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］藤井松一 著 

［知识责任］大江志乃夫 著 

［知识责任］石井金一郎 著 

 

 

［正题名］スパイ帝国 

［第一责任人］アンドル·タリー著 

［译者］大前正臣訳 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1963.3 

［丛编题名］フロンティア·ブックス 

［丛编题名］フロンティア ブックス 

［主题词］情報機関 

［知识责任］Tully 著 

［知识责任］タリー 著 

［次知识责任］大前正臣 訳 

 

 

［正题名］東亜社会経済研究 

［第一责任人］田村市郎編 

［出版地］京都 

［出版者］教育図書 

［出版日期］1942.5 

［主题词］アジア/経済 

［知识责任］田村市郎 編 

 

 



［正题名］清國行政法 

［第一责任人］臺灣總督府編 

［出版地］東京 

［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1936.10 

［附注内容］発売元：春明書荘 

 

 

［正题名］清國行政法 

［第一责任人］臺灣總督府編 

［出版地］東京 

［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1936.10 

［附注内容］発売元：春明書荘 

 

 

［正题名］清國行政法 

［第一责任人］臺灣總督府編 

［出版地］東京 

［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1936.10 

［附注内容］発売元：春明書荘 

 

 

［正题名］清國行政法 

［第一责任人］臺灣總督府編 

［出版地］東京 

［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1936.10 

［附注内容］発売元：春明書荘 

 

 

［正题名］清國行政法 

［第一责任人］臺灣總督府編 

［出版地］東京 

［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1936.10 

［附注内容］発売元：春明書荘 

 

 

［正题名］清國行政法 

［第一责任人］臺灣總督府編 

［出版地］東京 

［出版者］巖松堂書店 



［出版日期］1936.10 

［附注内容］発売元：春明書荘 

 

 

［正题名］近代支那財政史 

［第一责任人］柏井象雄著 

［出版地］東京 

［出版者］教育圖書 

［出版日期］1942.4 

［附注内容］巻末：文獻目録 

［知识责任］柏井象雄 著 

 

 

［正题名］漢口 

［第一责任人］水野幸吉著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1907 

［主题词］漢口 

［知识责任］水野幸吉 著 

 

 

［正题名］外交史及び国際政治の諸問題 

［第一责任人］英修道博士還暦記念論文集編集委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］慶應通信 

［出版日期］1962.11 

［附注内容］執筆：田村幸策ほか 

［附注内容］英修道博士著作目録：p851-858 

［附注内容］英修道博士略歴：p859-860 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］国際関係 

［知识责任］英修道 編 

 

 

［正题名］中国経済発展の統計的研究 

［第一责任人］アジア経済研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］調査研究報告双書 

［丛编题名］チョウサ ケンキュウ ホウコク ソウショ 第 7 集 

［丛编题名］アジア経済研究所出版物 

［丛编题名］アジア ケイザイ ケンキュウジョ シュッパンブツ アジア経済研究所[編] 



第 45 号 

［知识责任］石川滋 編 

 

 

［正题名］中国経済発展の統計的研究 

［第一责任人］アジア経済研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1962.6 

［丛编题名］調査研究報告双書 

［丛编题名］チョウサ ケンキュウ ホウコク ソウショ 第 20 集 

［丛编题名］アジア経済研究所出版物 

［丛编题名］アジア ケイザイ ケンキュウジョ シュッパンブツ アジア経済研究所[編] 

第 45 号 

［知识责任］石川滋 編 

 

 

［正题名］中国経済発展の統計的研究 

［第一责任人］アジア経済研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1962.12 

［丛编题名］調査研究報告双書 

［丛编题名］チョウサ ケンキュウ ホウコク ソウショ 第 34 集 

［丛编题名］アジア経済研究所出版物 

［丛编题名］アジア ケイザイ ケンキュウジョ シュッパンブツ アジア経済研究所[編] 

第 45 号 

［知识责任］石川滋 編 

 

 

［正题名］支那哲学史 

［第一责任人］斎伯守著 

［出版地］東京 

［出版者］同文社 

［出版日期］1942.3 

［主题词］中国思想/歴史 

［知识责任］斎伯守 著 

 

 

［正题名］支那及滿洲に於ける治外法權及領事裁判權 

［第一责任人］古賀元吉著 

［出版地］東京 

［出版者］日支問題研究會 

［出版日期］1933.7 



［附注内容］附録：p249-255 

［知识责任］古賀元吉 著 

 

 

［正题名］支那の歴史 

［第一责任人］星一著 

［出版地］東京 

［出版者］星同窓会 

［出版日期］1938.3 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］星一 著 

 

 

［正题名］中國に於ける外國人の地位 

［第一责任人］入江啓四郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日華關係法律事務所 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂 (発売) 

［出版日期］1937.9 

［附注内容］主要參考書並に引用略稱：p21-27 (巻頭 27p 中) 

［附注内容］索引：巻末 p1-41 

［附注内容］再版の発売：共榮書房 (東京) 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［知识责任］入江啓四郎 著 

 

 

［正题名］国語学辞典 

［第一责任人］国語学会編 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂 

［出版日期］1963.8 

［正题名］現代中国経済論 

［第一责任人］天野元之助編 

［出版地］京都 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1961.11 

［附注内容］表紙標題及び背表紙標題は「現代中國經濟論」 

［主题词］中国/経済 

［知识责任］天野元之助 編 

 

 

［正题名］資本論辞典 

［第一责任人］資本論辞典編集委員会編集 



［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1961.6 

［主题词］経済学/社会主義学 

［知识责任］久留間鮫造 編集 

 

 

［正题名］現代日本の独占企業 

［第一责任人］儀我壮一郎著 

［出版地］京都 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1962.4 

［主题词］独占企業 

［知识责任］儀我壮一郎 著 

 

 

［正题名］支那の國内鬪爭 

［第一责任人］佐藤俊三著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1941.5 

［主题词］中国/政治/歴史/民国時代 

［主题词］中国国民党 

［主题词］中国共産党 

［知识责任］佐藤俊三 著 

 

 

［正题名］東亜社會研究 

［第一责任人］東亜社會研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1943.12 

［主题词］社会組織 

［知识责任］東亜社會研究會 編 

 

 

［正题名］満支印象記 

［第一责任人］藤本實也著 

［出版地］東京 

［出版者］七丈書院 

［出版日期］1943.7 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］中国/紀行 

［知识责任］藤本実也 著 



 

 

［正题名］支那及満蒙の建築 

［第一责任人］伊藤清造著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1939.12 

［附注内容］「支那の建築」(昭和 4 刊)の改題 

［主题词］中国建築 

［知识责任］伊藤清造 著 

 

 

［正题名］匪徒 

［第一责任人］井上紅梅著 

［出版地］上海 

［出版者］日本堂書店 

［出版日期］1924.6 

［知识责任］井上紅梅 著 

 

 

［正题名］支那新聞學史 

［第一责任人］戈公振著 

［译者］小林保訳 

［出版地］東京 

［出版者］人文閣 

［出版日期］1943.2 

［丛编题名］支那文化叢書 

［丛编题名］シナ ブンカ ソウショ 

［主题词］新聞/歴史 

［知识责任］戈公振 著 

［次知识责任］小林保 訳 

 

 

［正题名］ 新朝鮮·滿洲·支那案内 

［第一责任人］小西榮三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］聖山閣 

［出版地］東京 

［出版者］丸井書店(発売) 

［出版日期］1930.7 

［知识责任］小西栄三郎 編 

 

 

［正题名］日支關係條約總覽 



［第一责任人］内田康哉，中村進午序 

［译者］支那研究社編纂 

［出版地］東京 

［出版者］支那研究社 

［出版日期］1916.5 

［知识责任］内田康哉 序 

［知识责任］中村進午 序 

［次知识责任］支那研究社 編纂 

 

 

［正题名］第八路軍從軍記 

［第一责任人］アグネス·スメッドレイ著 

［译者］けん·かとう譯 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］日本評論 

［丛编题名］ニホン ヒョウロン 11 月號別冊附録 

［知识责任］Smedley 著 

［知识责任］スメッドレイ 著 

［知识责任］かとうけん 譯 

 

 

［正题名］蒙疆の旅 

［第一责任人］飯山達雄著 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1941.10 

［知识责任］飯山達雄 著 

 

 

［正题名］金滕説話と尚書の今文古文 

［第一责任人］平岡武夫著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1939.8 

［知识责任］平岡武夫 著 

 

 

［正题名］宋元學案·宋元學案補遺人名字號別名索引 

［第一责任人］衣川強編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1974.3 



［主题词］宋元学案/索引 

［知识责任］衣川強 編 

 

 

［正题名］關繫會社統計年報 

［第一责任人］水谷國一著 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1940.9 

［知识责任］水谷國一 著 

 

 

［正题名］都市における家族の生活 

［第一责任人］太田武男…［ほか］編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1973.3 

［丛编题名］京都大学人文科学研究所調査報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ チョウサ ホウコク 

第 29 号 

［主题词］家族 

［主题词］堺市 

［知识责任］太田武男 編 

［知识责任］藤岡喜愛 編 

［知识责任］野川照夫 編 

［知识责任］井上忠司 編 

 

 

［正题名］佛教大辭典 

［第一责任人］望月信亨著 

［出版地］東京 

［出版者］佛教大辭典發行所 

［出版日期］1936.8 

［主题词］仏教/辞書 

［知识责任］望月信亨 著 

 

 

［正题名］佛教大辭典 

［第一责任人］望月信亨著 

［出版地］東京 

［出版者］佛教大辭典發行所 

［出版日期］1936.11 

［主题词］仏教/辞書 

［知识责任］望月信亨 著 



 

 

［正题名］日中貿易十年史年表 

［第一责任人］日中輸出入組合編 

［出版地］東京 

［出版者］［出版者不明］ 

［出版日期］1959.11 

［正题名］新疆をめぐる中ソ関係 

［第一责任人］石川忠雄著 

［出版地］［出版地不明 

［出版者］出版者不明 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］石川忠雄 著 

 

 

［正题名］露中關繫 

［第一责任人］ペ·イェ·スカーチコフ編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］スカーチコフ 編 

 

 

［正题名］モンゴルをめぐる中ソ関係 

［第一责任人］民主主義研究会編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］民主主義研究会 

［出版日期］1962.3 

［正题名］中国·ロシア關繫史（1915 年） 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］社團法人民主主義研究會 

［出版日期］1962.8 

［正题名］標準世界史地図 

［第一责任人］亀井高孝，三上次男著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1955.4 

［主题词］世界史-地図 

［知识责任］亀井高孝 著 

［次知识责任］三上次男 著 

 

 

［正题名］支那年鑑 

［第一责任人］東亜同文会調査編纂部編 



［出版地］東京 

［出版者］東亜同文会調査編纂部 

［出版日期］1920.10 

［正题名］建設總署公路局試驗調査報告 

［第一责任人］公路局調査科編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］建設總署公路局調査科 

［出版日期］1954.12 

［正题名］建設總署公路局試驗調査報告 

［第一责任人］公路局調査科編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］建設總署公路局調査科 

［出版日期］1955.11 

［正题名］建設總署公路局試驗調査報告 

［第一责任人］公路局調査科編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］建設總署公路局調査科 

［出版日期］1956.11 

［正题名］建設總署公路局試驗調査報告 

［第一责任人］公路局調査科編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］建設總署公路局調査科 

［出版日期］1957.11 

［正题名］建設總署公路局試驗調査報告 

［第一责任人］公路局調査科編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］建設總署公路局調査科 

［出版日期］1958.12 

［正题名］事變前後蕪湖米調査 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］上海事務所調査室 

［出版日期］1939.10 

［正题名］華北經濟年報 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］中國經濟研究所 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］特別及ビ小委員会ニヨル綜合研究ノ概要 

［第一责任人］日本学術振興会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本学術振興会 

［出版日期］19341.5 

［主题词］研究機関 

 



 

［正题名］特別及ビ小委員会ニヨル綜合研究ノ概要 

［第一责任人］日本学術振興会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本学術振興会 

［出版日期］19342.5 

［主题词］研究機関 

 

 

［正题名］臺灣水道誌 

［第一责任人］台湾総督府民政部土木局編 

［出版地］［台北］ 

［出版者］台湾総督府民政部土木局 

［出版日期］1918.11 

［知识责任］台湾総督府民政部土木局 編 

 

 

［正题名］東亞鑛業統計 

［第一责任人］東亜研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜研究所 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1944.3 

［丛编题名］東研統計叢書 

［丛编题名］トウケン トウケイ ソウショ 第 7 

［主题词］鉱業/統計 

 

 

［正题名］康煕皇帝遺訓 

［第一责任人］魚返善雄編 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1943.10 

［知识责任］魚返善雄 著 

 

 

［正题名］アジア·フォード財団資金問題に関する全中国研究者シンポジウムの記録 

［第一责任人］中国研究者研究団体連絡会議編 

［出版地］東京 

［出版者］中国研究者研究団体連絡会議 

［出版日期］1963.9 

［主题词］中国研究者研究団体連絡会議 

［知识责任］中国研究者研究団体連絡会議 編 



 

 

［正题名］アジア·フォード財団資金問題に関する全中国研究者シンポジウムの記録 

［第一责任人］中国研究者研究団体連絡会議編 

［出版地］東京 

［出版者］中国研究者研究団体連絡会議 

［出版日期］1962.12 

［主题词］中国研究者研究団体連絡会議 

［知识责任］中国研究者研究団体連絡会議 編 

 

 

［正题名］昭和三十三年度東洋史研究文獻類目 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1960 

［正题名］昭和三十四年度東洋史研究文獻類目 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1961 

［正题名］昭和三十五年度東洋史研究文獻類目 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1962 

［正题名］昭和三十六年度東洋史研究文獻類目 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1964 

［正题名］戦後日本経済政策史年表 

［第一责任人］松尾弘，山岡喜久男共編 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1962.4 

［主题词］経済政策 

［知识责任］松尾弘 編 

［知识责任］山岡喜久男 編 

 

 

［正题名］東洋文庫所蔵近代日本関係文献分類目録 

［第一责任人］東洋文庫近代日本研究室編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1961.12 

［正题名］東洋文庫所蔵近代日本関係文献分類目録 

［第一责任人］東洋文庫近代日本研究室編 



［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1962.12 

［正题名］東洋文庫所蔵近代日本関係文献分類目録 

［第一责任人］東洋文庫近代日本研究室編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1963.12 

［正题名］大陸戰史 

［第一责任人］陸軍省報道部編 

［出版地］東京 

［出版者］陸軍畫報社 

［出版日期］1941.3 

［主题词］戦争 

［知识责任］陸軍省報道部 編 

 

 

［正题名］阜新炭田開発誌 

［第一责任人］高久晴三編輯 

［出版地］新京 

［出版者］満州炭鉱株式会社阜新砿業所 

［出版日期］1940.11 

［知识责任］高久晴三 編輯 

 

 

［正题名］東洋文庫近代中国研究室欧文図書目録 

［第一责任人］近代中国研究センター編 

［出版地］東京 

［出版者］近代中国研究センター 

［出版日期］1962 

［正题名］滿洲經濟統計圖表 

［第一责任人］滿鐵經濟調査會編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1934.9 

［正题名］吉林省統計年報 

［第一责任人］吉林省公署總務廳總務科編 

［出版地］長春 

［出版者］吉林省档案馆 

［出版日期］1934 

［知识责任］吉林省檔案館 

 

 

［正题名］江蘇省句容県人口農業調査報告 



［第一责任人］中支建設資料整備委員会編 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備委員会 

［出版日期］1940 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 13 編 

 

 

［正题名］中支那振興會社並關係會社事業概况 

［第一责任人］中支那振興株式会社編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］中支那振興 

［出版日期］1943.3 

［附注内容］「秘」の記載あり 

［知识责任］中支那振興株式会社 編 

 

 

［正题名］華北航業綜覧 

［第一责任人］華北航業総公会編 

［出版地］青島 

［出版者］華北航業総公会 

［出版日期］1942.3 

［正题名］北支農村の實態 

［第一责任人］華北交通株式會社資業局編 

［出版地］東京 

［出版者］龍文書局 

［出版日期］1944.10 

［主题词］農村/中国北部 

［知识责任］華北交通株式会社資業局 編 

 

 

［正题名］中國鑛産地一覽 

［第一责任人］上海自然科學研究所地質學科編纂 

［出版地］上海 

［出版者］上海自然科学研究所 

［出版日期］1940.8 

［丛编题名］上海自然科學研究所彙報 特刊 

［丛编题名］シャンハイ シゼン カガク ケンキュウジョ イホウ トクカン 第 1 號 

［主题词］鉱産物 

 

 

［正题名］中國鑛産地一覽 

［第一责任人］上海自然科學研究所地質學科編纂 

［出版地］上海 



［出版者］上海自然科学研究所 

［出版日期］1941.6 

［丛编题名］上海自然科學研究所彙報 特刊 

［丛编题名］シャンハイ シゼン カガク ケンキュウジョ イホウ トクカン 第 1 號 

［主题词］鉱産物 

 

 

［正题名］北支那内國貿易統計半年報 

［第一责任人］北支經濟調査所編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐡道株式會社調査部 

［出版日期］1940.11 

［正题名］關東州貿易統計 

［第一责任人］關東廰編纂 

［出版地］大連 

［出版者］中日文化協會 

［出版日期］1940.4 

［附注内容］記述は昭和 4 年による 

 

 

［正题名］圖解滿洲産業大系 

［第一责任人］秋田忠義編 

［出版地］東京 

［出版者］新知社 

［出版日期］1933.11 

［知识责任］秋田忠義 編 

 

 

［正题名］圖解滿洲産業大系 

［第一责任人］秋田忠義編 

［出版地］東京 

［出版者］新知社 

［出版日期］1933.8 

［知识责任］秋田忠義 編 

 

 

［正题名］圖解滿洲産業大系 

［第一责任人］秋田忠義編 

［出版地］東京 

［出版者］新知社 

［出版日期］1933.7 

［知识责任］秋田忠義 編 

 

 



［正题名］圖解滿洲産業大系 

［第一责任人］秋田忠義編 

［出版地］東京 

［出版者］新知社 

［出版日期］1933.9 

［知识责任］秋田忠義 編 

 

 

［正题名］圖解滿洲産業大系 

［第一责任人］秋田忠義編 

［出版地］東京 

［出版者］新知社 

［出版日期］1933.6 

［知识责任］秋田忠義 編 

 

 

［正题名］あゝ満洲 

［第一责任人］満洲回顧集刊行会編 

［出版地］東京 

［出版者］満洲回顧集刊行会 

［出版地］東京 

［出版者］農林出版 (発売) 

［出版日期］1965.3 

［附注内容］満洲年譜概要：p925～928 

［主题词］移民·植民/歴史 

［知识责任］満洲回顧集刊行会 編 

 

 

［正题名］日本現勢 

［第一责任人］共同通信社編 

［出版地］東京 

［出版者］共同通信社出版部 

［出版日期］1964.10 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［正题名］統計年報 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1921.2 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 



［正题名］滿洲共産匪の研究 

［第一责任人］満洲国軍政部軍事調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］大安 

［出版日期］1937.3 

［附注内容］軍政部顧問部刊(康徳 4 年)の複製 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国共産党 

 

 

［正题名］日本統計年鑑 

［第一责任人］総理府統計局編 

［出版地］東京 

［出版者］日本統計協会 : 毎日新聞社 

［出版日期］1962.4 

［附注内容］編者変更：総理府統計局(第 7 回-第 33 回)→総務庁統計局(第 34 回-) 

［附注内容］英文併記 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本統計年鑑 

［第一责任人］総理府統計局編 

［出版地］東京 

［出版者］日本統計協会 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1963.4 

［附注内容］編者変更：総理府統計局(第 7 回-第 33 回)→総務庁統計局(第 34 回-) 

［附注内容］英文併記 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本統計年鑑 

［第一责任人］総理府統計局編 

［出版地］東京 

［出版者］日本統計協会 : 毎日新聞社 

［出版日期］1959.3 

［附注内容］編者変更：総理府統計局(第 7 回-第 33 回)→総務庁統計局(第 34 回-) 

［附注内容］英文併記 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本統計年鑑 

［第一责任人］総理府統計局編 

［出版地］東京 



［出版者］日本統計協会 : 毎日新聞社 

［出版日期］1955.5 

［附注内容］編者変更： 総理府統計局(第 7 回-第 33 回)→総務庁統計局(第 34 回-) 

［附注内容］英文併記 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］新中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］極東書店 

［出版日期］1963.7 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/年鑑 

 

 

［正题名］文学·哲学·史学·文献目録 

［第一责任人］日本学術会議編 

［出版地］東京 

［出版者］日本学術会議 

［出版日期］1959.3 

［主题词］書目 

 

 

［正题名］東洋經濟經濟年鑑 

［第一责任人］東洋経済新報社編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋經濟新報社出版部 

［出版日期］1939.5 

［主题词］日本/経済/統計 

 

 

［正题名］列國對支投資概要 

［第一责任人］杉村廣藏編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜研究所 

［出版日期］1943.2 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所[編] 甲第 22 號 C 

［知识责任］杉村広蔵 編 

 

 

［正题名］支那タングステン鉱誌 

［第一责任人］江西地質鉱業調査所編 



［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.12 

［丛编题名］支那經濟資料 

［丛编题名］シナ ケイザイ シリョウ 社会経済調査所[編] 20 

［知识责任］江西地質鉱業調査所 編 

 

 

［正题名］北支那之展望 

［出版地］東京 

［出版者］大亜公司北京支店 

［出版日期］1940.12 

［正题名］皇威輝く中支之展望 

［第一责任人］三益社編 

［出版地］上海 

［出版者］三益社 

［出版日期］1938.8 

［主题词］市民生活/中国本土 

 

 

［正题名］支那慣行調査資料 

［第一责任人］渡邊幸三訳 

［出版地］上海 

［出版者］滿鐵·上海事務局調査室 

［出版日期］1940.5 

［附注内容］「工商半月刊」第 1 巻第 10,11,13,14 號(民國 18 年 5 月 15 日,6 月 1 日,7 月 1

日,7 月 15 日)に連載された「上海堆桟業之調査」の邦訳 

［知识责任］渡辺幸三 訳 

 

 

［正题名］支那に於ける通貨問題に關する論策集 

［第一责任人］朝鮮銀行京城總裁席調査課編 

［出版地］京城 

［出版者］朝鮮銀行調査課 

［出版日期］1942.1 

［知识责任］朝鮮銀行京城總裁席調査課 編 

［知识责任］朝鮮銀行調査課 編 

 

 

［正题名］東支鐡道會社概要 

［第一责任人］南滿洲鐡道株式會社庶務部調査課編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐡道株式會社 

［出版日期］［19 ?］ 



［丛编题名］東支鐵道問題時報 

［丛编题名］トウシ テツドウ モンダイ ジホウ 南滿洲鐵道庶務部調査課 編 第 6 號 

 

 

［正题名］河北移民報告書 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］河北移民協會 

［出版日期］1937.1 

［正题名］大東亞戰爭記録畫報 = Greater East Asia War graphic 

［第一责任人］英文大阪毎日學習號編輯局編 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪出版社 

［出版日期］1942.12 

［附注内容］英文大阪毎日學習號特輯 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］英文大阪毎日學習號編輯局 編 

 

 

［正题名］京都大學文學部漢籍分類目録 

［第一责任人］京都大學文學部編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學文學部 

［出版日期］1959.3 

［正题名］日本における漢籍の蒐集 

［第一责任人］東洋学インフォメーションセンター編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋学インフォメーション=センター 

［出版日期］1961.12 

［丛编题名］日本におけるアジア研究の現状調査 

［丛编题名］ニホン ニ オケル アジア ケンキュウ ノ ゲンジョウ チョウサ 2 

［附注内容］江戸時代-昭和 36 年 6 月現在 

［主题词］大学 

 

 

［正题名］新中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］極東書店 

［出版日期］1965.4 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/年鑑 

 

 

［正题名］新中国年鑑 



［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］極東書店 

［出版日期］1964.4 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/年鑑 

 

 

［正题名］新中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］極東書店 

［出版日期］1964.4 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/年鑑 

 

 

［正题名］満州開発四十年史 

［第一责任人］満史会編 

［出版地］東京 

［出版者］満州開発四十年史刊行会 

［出版日期］1964.1 

［正题名］元史語彙集成 

［第一责任人］京都大学文学部編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学文学部 

［出版日期］1961.3 

［主题词］中国/歴史/元時代 

 

 

［正题名］元史語彙集成 

［第一责任人］京都大学文学部編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学文学部 

［出版日期］1962.3 

［主题词］中国/歴史/元時代 

 

 

［正题名］元史語彙集成 

［第一责任人］京都大学文学部編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学文学部 

［出版日期］1963.3 

［主题词］中国/歴史/元時代 



 

 

［正题名］中國隨筆雜著索引 

［第一责任人］佐伯富編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学東洋史研究会 

［出版日期］1960.6 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 7 

［主题词］中国随筆/索引 

［知识责任］佐伯富 編 

 

 

［正题名］清國行政法 

［第一责任人］臺灣總督府編 

［出版地］東京 

［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1936.10 

［附注内容］発売元：春明書荘 

 

 

［正题名］東亞全局の動搖 

［第一责任人］松岡洋右著 

［出版地］東京 

［出版者］先進社 

［出版日期］1931.10 

［知识责任］松岡洋右 著 

 

 

［正题名］尾崎行雄伝 

［第一责任人］沢田謙著 

［出版地］東京 

［出版者］尾崎行雄記念財団 

［出版日期］1961.11 

［知识责任］沢田謙 著 

 

 

［正题名］西南支那踏査記 

［第一责任人］向尚等著 

［译者］河上純一訳 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1940.9 

［主题词］中国西南部/紀行 



［知识责任］向尚 著 

［次知识责任］河上純一 訳 

 

 

［正题名］吉野作造 

［第一责任人］田中惣五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］未来社 

［出版日期］1958.7 

［附注内容］吉野作造年譜：p425-447 

［附注内容］著作目録および研究文献: p448-450 

［知识责任］田中惣五郎 著 

 

 

［正题名］名乗辞典 

［第一责任人］荒木良造編 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂出版 

［出版日期］1959.3 

［附注内容］付録·難訓姓氏辞典：p254-303 

［主题词］人名/辞書 

［知识责任］荒木良造 編 

 

 

［正题名］次に支那を支配するもの 

［第一责任人］松本忠雄著 

［出版地］東京 

［出版者］高山書院 

［出版日期］1937.11 

［附注内容］発売所：栗田書店 

［知识责任］松本忠雄 著 

 

 

［正题名］再認識下の支那 

［第一责任人］中山優著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.4 

［丛编题名］世界の今明日 

［丛编题名］セカイ ノ イマ アシタ 第 3 巻 

［知识责任］中山優 著 

 

 

［正题名］世界地名辞典 



［第一责任人］小林望，德久球雄編 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂出版 

［出版日期］1963.8 

［主题词］地名/辞書 

［知识责任］小林望 編 

［知识责任］徳久球雄 編 

［知识责任］河部利夫 編 

 

 

［正题名］世界地名辞典 

［第一责任人］小林望，德久球雄編 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂出版 

［出版日期］1963.7 

［主题词］地名/辞書 

［知识责任］小林望 編 

［知识责任］徳久球雄 編 

［知识责任］河部利夫 編 

 

 

［正题名］滿洲年鑑 

［第一责任人］滿洲文化協會編 

［出版地］大連 

［出版者］滿洲日日新聞社 

［出版日期］1942.12 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］滿洲日日新聞社 編 

［知识责任］滿洲文化協會 編 

 

 

［正题名］經濟ブロックと大陸 

［第一责任人］佐藤弘著 

［出版地］東京 

［出版者］古今書院 

［出版日期］1939.5 

［知识责任］佐藤弘 著 

 

 

［正题名］中国戦後の政治経済 

［第一责任人］竹中久七著 

［出版地］東京 

［出版者］慶応出版社 

［出版日期］1946.7 



［知识责任］竹中久七 著 

 

 

［正题名］支那思想と日本 

［第一责任人］津田左右吉著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 3 

［主题词］日本思想/歴史 

［知识责任］津田左右吉 著 

 

 

［正题名］米國東亞侵寇史 

［第一责任人］黒木勇吉著 

［出版地］東京 

［出版者］霞ケ關書房 

［出版日期］1941.6 

［主题词］アメリカ合衆国/外国関係/アジア 

［知识责任］黒木勇吉 著 

 

 

［正题名］中華民國三十年史 

［第一责任人］橘樸著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1943.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 96 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］橘樸 著 

 

 

［正题名］毎日年鑑 

［第一责任人］毎日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1929.9 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［正题名］毎日年鑑 

［第一责任人］毎日新聞社編 



［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1940.10 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［正题名］毎日年鑑 

［第一责任人］毎日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1938.10 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［正题名］毎日年鑑 

［第一责任人］毎日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1925.9 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［正题名］毎日年鑑 

［第一责任人］毎日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1943.12 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［正题名］上海經濟年鑑 

［第一责任人］上海經濟研究所［編］ 

［出版地］上海 

［出版者］中支野田經濟研究所 

［出版日期］1944.3 

［知识责任］上海經濟研究所 編 

 

 

［正题名］日支條約改訂問題の研究と批判 

［第一责任人］森宣次郎著 

［出版地］大連 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1929.11 

［知识责任］森宣次郎 著 



 

 

［正题名］續長江三十年 

［第一责任人］栗本寅治著 

［出版地］上海 

［出版者］内山書店 

［出版日期］1944.4 

［知识责任］栗本寅治 著 

 

 

［正题名］現代修正主義者の「理論」と實踐 

［第一责任人］ジャツク·グリツバ著 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1965 

［知识责任］グリツバ 著 

 

 

［正题名］上海に於ける雜誌の調査 

［第一责任人］東亜同文書院大学東亜研究部編 

［出版地］上海 

［出版者］東亞同文書院大學東亞研究部 

［出版日期］1943.5 

［正题名］分裂をもたらす各国党會議は阻止しなければならい 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1964 

［正题名］孫文論抄 

［第一责任人］湯良禮編 

［译者］小倉滿譯 

［出版地］上海 

［出版者］太平書局 

［出版日期］1943.1 

［知识责任］湯良禮 編 

［次知识责任］小倉滿 譯 

 

 

［正题名］新入社員執務要覽 

［第一责任人］人見雄三郎著 

［出版地］大連 

［出版者］總裁室人事課 

［出版日期］1938.5 

［知识责任］人見雄三郎 著 

 



 

［正题名］日本コンツェルン全書 

［第一责任人］和田日出吉著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1937.5 

［知识责任］和田日出吉 著 

 

 

［正题名］米中聲明と日本 

［第一责任人］川崎秀二著 

［出版地］東京 

［出版者］内外政局研究會 

［出版日期］1972.5 

［知识责任］川崎秀二 著 

 

 

［正题名］訪中三たび 

［第一责任人］大原照久著 

［出版地］東京 

［出版者］第三文明社 

［出版日期］1975.12 

［知识责任］大原照久 著 

 

 

［正题名］東京文理科大學一覽 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1935.9 

［正题名］日中戰争裹方記 

［第一责任人］岡田酉次著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1974.3 

［知识责任］岡田酉次 著 

 

 

［正题名］山東省農業概况 

［第一责任人］山東省陸軍特務機關編 

［出版地］聊城 

［出版者］山東省陸軍特務機關 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］ふたたびトリアツチ同志とわれわれとの意見の相違について 

［出版地］北京 



［出版者］外文出版社 

［出版日期］1963.3 

［正题名］湖北省大冶·陽新銅礦調査報告 

［第一责任人］大塚令三著 

［出版地］上海 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1940.11 

［知识责任］大塚令三 著 

 

 

［正题名］上海商業慣行調査 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵調査部 

［出版日期］1940.7 

［正题名］極東ソ聊要覽 

［第一责任人］阿部武志著 

［出版地］大連 

［出版者］北滿經濟調査所 

［出版日期］1939.3 

［知识责任］阿部武志 著 

 

 

［正题名］蘇州方志考 

［第一责任人］植野武雄著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］植野武雄 著 

 

 

［正题名］東南アジア珍聞奇谈 

［第一责任人］御手洗彦麗著 

［出版地］東京 

［出版者］霞ケ關出版 

［出版日期］1973.7 

［知识责任］御手洗彦麗 著 

 

 

［正题名］滿洲國安東省輯安縣に於ける高句麗の遺蹟 

［第一责任人］池内宏著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1937 



［知识责任］池内宏 著 

 

 

［正题名］日本歷史講座 

［第一责任人］歷史學研究會，日本史研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1962.10 

［正题名］日本歷史講座 

［第一责任人］歷史學研究會，日本史研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1962.9 

［正题名］日本歷史講座 

［第一责任人］歷史學研究會，日本史研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1962.7 

［正题名］日本歷史講座 

［第一责任人］歷史學研究會，日本史研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1963.1 

［正题名］日本歷史講座 

［第一责任人］歷史學研究會，日本史研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1961.7 

［正题名］日本歷史講座 

［第一责任人］歷史學研究會，日本史研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1962.6 

［正题名］日本歷史講座 

［第一责任人］歷史學研究會，日本史研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1963.2 

［正题名］ぬく入れ漁法 

［第一责任人］末永雅雄著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 46 



［知识责任］末永雅雄 著 

 

 

［正题名］インド論理學に於ける限定詞の用法 

［第一责任人］宇野惇著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 38 

［知识责任］宇野惇 著 

 

 

［正题名］中國新民歌のリズム 

［第一责任人］芝田稔著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 37 

［知识责任］芝田稔 著 

 

 

［正题名］日月の出入する山々 

［第一责任人］森鹿三著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 45 

［知识责任］森鹿三 著 

 

 

［正题名］人狐辨惑談 

［第一责任人］井上吉次郎著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 39 

［知识责任］井上吉次郎 著 

 

 

［正题名］石棒·石劍考 

［第一责任人］鑄方貞亮著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 



［丛编题名］東西學术研究所論叢 44 

［知识责任］鑄方貞亮 著 

 

 

［正题名］荀子の樂説について 

［第一责任人］水原渭江著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 43 

［知识责任］水原渭江 著 

 

 

［正题名］タタラ考原 

［第一责任人］高橋盛孝著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 42 

［知识责任］高橋盛孝 著 

 

 

［正题名］唐元和元年高階真人遠成告身について 

［第一责任人］大庭脩著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 41 

［知识责任］高橋盛孝 著 

 

 

［正题名］滿文武皇帝實録の原典 

［第一责任人］大庭脩著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 40 

［知识责任］高橋盛孝 著 

 

 

［正题名］産業四箇年計畫案 

［第一责任人］大塚令三編 

［出版地］上海 

［出版者］興亞院華中連絡部 



［出版者］中支建設資料整備委員會 

［出版日期］1941.2 

［知识责任］大塚令三 編 

 

 

［正题名］コーサームビー國都考 

［第一责任人］樋口隆康著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 36 

［知识责任］樋口隆康 著 

 

 

［正题名］太政官と公坐相連 

［第一责任人］石尾芳久著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 35 

［知识责任］石尾芳久 著 

 

 

［正题名］魏書刑罰志缺葉考 

［第一责任人］内田吟風著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 34 

［知识责任］内田吟風 著 

 

 

［正题名］横穴式石室 

［第一责任人］末永雅雄著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 33 

［知识责任］末永雅雄 著 

 

 

［正题名］懷風藻所載大友皇子傳考 

［第一责任人］横田健一著 

［出版地］［出版地不详］ 



［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 32 

［知识责任］横田健一 著 

 

 

［正题名］家傳、武智麻吕傳研究序説 

［第一责任人］横田健一著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 56 

［知识责任］横田健一 著 

 

 

［正题名］明の滅亡と吴梅村の史詩 

［第一责任人］福本雅一著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1962 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 55 

［知识责任］福本雅一 著 

 

 

［正题名］元曲に現われた胡語と親字 

［第一责任人］高橋盛孝著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1962 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 54 

［知识责任］高橋盛孝 著 

 

 

［正题名］上夢香の論樂詩に就いて 

［第一责任人］水原渭江著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1962 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 53 

［知识责任］水原渭江 著 

 

 

［正题名］居延出土の詔書斷簡について 

［第一责任人］大庭脩著 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1962 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 52 

［知识责任］大庭脩 著 

 

 

［正题名］賈浪仙集小考 

［第一责任人］荒井健著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 51 

［知识责任］水原渭江 著 

 

 

［正题名］王のカアについて 

［第一责任人］加藤一朗著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1962 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 50 

［知识责任］加藤一朗 著 

 

 

［正题名］タイ語と漢語 

［第一责任人］西田龍雄著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 49 

［知识责任］西田龍雄 著 

 

 

［正题名］近世初期における日本の弦器樂曲 

［第一责任人］平野健次著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1961 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 48 

［知识责任］平野健次 著 

 

 

［正题名］インド土着文學における比喻的論證 



［第一责任人］大地原豐著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關西大學東西學术研究所 

［出版日期］1960 

［丛编题名］東西學术研究所論叢 47 

［知识责任］大地原豐 著 

 

 

［正题名］大日本外地冩真帖 

［第一责任人］東海通信社調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］東海通信社 

［出版日期］1933.4 

［正题名］東洋讀史地圖 

［第一责任人］箭内互編 

［出版地］東京 

［出版者］富山房 

［出版日期］1931.6 

［知识责任］箭内亙 編 

 

 

［正题名］維新史料聚芳 

［第一责任人］文部省編 

［出版地］東京 

［出版者］大雅堂 

［出版日期］1944.12 

［正题名］ 新日本分縣地図 

［第一责任人］日地出版著 

［出版地］東京 

［出版者］日地出版株式会社 

［出版日期］1972.2 

［附注内容］昭和 27 年版(1952)の記述は訂正 5 版(1951.11 刊)による 

 

 

［正题名］開國文化八十年史奥附 

［第一责任人］大澤米造編 

［出版地］東京 

［出版者］天津日報社 

［出版日期］1934.8 

［知识责任］大澤米造 編 

 

 

［正题名］日本分縣地図地名總覽 

［第一责任人］人文社編集部編 



［出版地］東京 

［出版者］人文社 

［出版日期］1965.5 

［正题名］中華民國臨時政府王行政委員長訪日記記念 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1938.5 

［正题名］上海共同租界工部局年報 

［第一责任人］寺岡洪平著 

［出版地］上海 

［出版者］内山書房 

［出版日期］1942.6 

［知识责任］寺岡洪平 著 

 

 

［正题名］中國聯合準備銀行五年史 

［第一责任人］中國聯合準備銀行顧問室編 

［出版地］北京 

［出版者］中國聯合準備銀行顧問室 

［出版日期］1944.8 

［知识责任］中國聯合準備銀行顧問室 編 

 

 

［正题名］世界情勢と躍進日本外交史 

［第一责任人］内田茂文編 

［出版地］東京 

［出版者］新岩手日報社 

［出版日期］1941.3 

［知识责任］内田茂文 編 

 

 

［正题名］冩真勞仂運動十年史= 

［第一责任人］社會運動通信社編集局編 

［出版地］東京 

［出版者］社會運動通信社 

［出版日期］1955.11 

［正题名］開國文化八十年史 

［第一责任人］大澤米造編 

［出版地］東京 

［出版者］天津日報社 

［出版日期］1934.8 

［知识责任］大澤米造 編 

 

 



［正题名］開國文化八十年史 

［第一责任人］大澤米造編 

［出版地］東京 

［出版者］天津日報社 

［出版日期］1934.8 

［知识责任］大澤米造 編 

 

 

［正题名］支那 

［第一责任人］逸見十朗著 

［出版地］北京 

［出版者］逸見後援會本部 

［出版日期］1931.4 

［知识责任］逸見十朗 著 

 

 

［正题名］中國國内貿易統計半年報 

［第一责任人］上海總税務司公署統計系編 

［出版地］上海 

［出版者］上海總税務司公署統計系 

［出版日期］1956 

［正题名］東アジア世界の生成，發展おょび他文明との關繫についての研究 

［出版地］北京 

［出版者］富山大學人文學部 

［出版日期］1986.3 

［正题名］職員録 

［出版地］東京 

［出版者］内閣 

［出版日期］1939.10 

［正题名］上海轉口貿易統計半年報 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］上海 

［出版者］上海日本總領事館 

［出版日期］1941 

［正题名］全国證券業者名簿 

［出版地］東京 

［出版者］經濟日報社出版 

［出版日期］1964.1 

［正题名］史記列傳 

［第一责任人］加藤繁，公田連太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］富山房 

［出版日期］1942.12 

［知识责任］加藤繁 著 



［知识责任］公田連太郎 著 

 

 

［正题名］王道序論 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］日清戰役外交史の研究 

［第一责任人］田保橋潔著 

［出版地］東京 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1941.3 

［知识责任］田保橋潔 著 

 

 

［正题名］滿蒙事情十六講 

［第一责任人］秋山昌男著 

［出版地］大連 

［出版者］新天地社 

［出版日期］1930.6 

［知识责任］秋山昌男 著 

 

 

［正题名］農畜産部門關係資料 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］［19 ?］ 

［丛编题名］滿洲·五箇年計畫立案書類 

［丛编题名］マンシュウ ゴカネン ケイカク リツアン ショルイ 第 3 編 第 1 巻 

［附注内容］極秘資料 

［主题词］南満州鉄道 

 

 

［正题名］自傳 

［第一责任人］片山潜著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.2 

［知识责任］片山潜 著 

 

 

［正题名］中国共産党の産業集團化政策 

［第一责任人］アジア經濟研究所編 



［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1962.3 

［正题名］國際共産主義運動の總路綫についての論戰 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1965 

［正题名］維新後大年表 

［第一责任人］木忠太編 

［出版地］東京 

［出版者］有朋堂 

［出版日期］1928.5 

［知识责任］木忠太 編 

 

 

［正题名］國法學 

［第一责任人］有賀長雄著 

［出版地］東京 

［出版者］早稻田大學出版 

［出版日期］1903.1 

［知识责任］有賀長雄 著 

 

 

［正题名］大正野外要務詳解 

［第一责任人］研究會著 

［出版地］東京 

［出版者］兵事雜志社 

［出版日期］1913.3 

［正题名］江西省北部礦業事情續編 

［第一责任人］大塚令三編 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備事務所 

［出版日期］1942.1 

［知识责任］大塚令三 編 

 

 

［正题名］中支に於ける民船の經營 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵調査部 

［出版日期］1942.3 

［正题名］紀元二韆六百年記念史學論文集 

［第一责任人］京都帝國大學文學部史學科編 

［出版地］京都 



［出版者］内外出版印刷株式會社 

［出版日期］1941.4 

［正题名］源氏物語 

［第一责任人］島津久基校訂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.4 

［知识责任］島津久基 校訂 

 

 

［正题名］國防經濟の再生産構造（序説） 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社調査部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］調査資料 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社總務部調査課編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社總務部調査課 

［出版日期］1918.6 

［知识责任］南滿洲鐵道株式會社總務部調査課 編 

 

 

［正题名］現地製藥立地ニ關スル調査 

［第一责任人］上海大日本帝國大使館事務所編 

［出版地］上海 

［出版者］上海大日本帝國大使館事務所 

［出版日期］1944.5 

［正题名］東内蒙古タブスノール天然曹達調査報告 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］硬鋼綫配給統制要綱便覽 

［第一责任人］日本硬鋼綫材加工工業組合編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］日本硬鋼綫材加工工業組合 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］山東炭月報 

［第一责任人］山東煤礦産銷公司編 

［出版地］山東 

［出版者］山東煤礦産銷公司 

［出版日期］1944.9 

［正题名］第 5 迴營業報告書 

［第一责任人］淮南煤礦股份有限公司編 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］淮南煤礦股份有限公司 

［出版日期］1941 

［正题名］國立國會圖書館所藏康熙十五年丈量の長洲縣魚麟冊一本について 

［第一责任人］鶴見尚弘編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1967.3 

［知识责任］鶴見尚弘 編 

 

 

［正题名］『清僧格林沁奏疏略解』について 

［第一责任人］坂野正高編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1979.12 

［知识责任］坂野正高 編 

 

 

［正题名］辛亥革命前における章炳麟と同盟會との对立 

［第一责任人］久保田文次編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］久保田文次 編 

 

 

［正题名］台灣總督府秘密文書「文化協會对策」 

［第一责任人］若林正丈編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1978.4 

［知识责任］若林正丈 編 

 

 

［正题名］日本日記 

［第一责任人］羅森著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］羅森 著 

 

 

［正题名］辛亥革命前後における安徽省蕪湖縣の開墾事業と農民斗争 



［第一责任人］小島淑男編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1967.9 

［知识责任］小島淑男 編 

 

 

［正题名］清末民國初期蘇州府の絹織業と機户の動向 

［第一责任人］小島淑男編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］小島淑男 編 

 

 

［正题名］清末民國初期における浙江省嘉興府周邊の農村社會 

［第一责任人］小島淑男編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1967.12 

［知识责任］小島淑男 編 

 

 

［正题名］歷史における變革と傳統 

［第一责任人］田中正俊編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1976.11 

［丛编题名］史潮 新 1 号 

［知识责任］田中正俊 編 

 

 

［正题名］鄧茂七の亂の所傳について 

［第一责任人］田中正俊編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］田中正俊 編 

 

 

［正题名］滿蘇支邊境事情 

［第一责任人］滿洲事情案内所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿洲事情案内所 



［出版日期］1936.2 

［正题名］支那邊疆概觀 

［第一责任人］平山敬三著 

［出版地］東京 

［出版者］東亞經濟調査局 

［出版日期］1935.7 

［知识责任］平山敬三 著 

 

 

［正题名］日本ノ對支借款 

［第一责任人］田中酉藏編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1940.7 

［知识责任］田中酉藏 編 

 

 

［正题名］滿洲年鑑 

［第一责任人］福富八郎著 

［出版地］奉天 

［出版者］滿洲日報社 

［出版日期］1944.12 

［知识责任］福富八郎 著 

 

 

［正题名］中國關繫日本文雜志論説記事目録 

［第一责任人］近代中國研究センター編 

［出版地］東京 

［出版者］創文社 

［出版日期］1964.7 

［正题名］北支那内國貿易統計年報 

［第一责任人］北支那開發株式會社調査局編 

［出版地］北京 

［出版者］北支那開發株式會社調査局 

［出版日期］1942.5 

［知识责任］北支那開發株式會社調査局 編 

 

 

［正题名］婚姻法貫徹運動をめぐつて 

［第一责任人］小野和子編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1977.2 

［知识责任］小野和子 編 



 

 

［正题名］河南省と田賦實徵實施の諸條件調査覺書 

［第一责任人］華北綜合調査研究所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北綜合調査研究所 

［出版日期］1944.7 

［正题名］山西省政府濟政筞ノ批判 

［第一责任人］滿鐵天津事務所調査課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵天津事務所調査課 

［出版日期］1936.10 

［正题名］上海租界問題ニ關スル諸提案 

［第一责任人］滿鐵北支事務局調査班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支事務局調査班 

［出版日期］1937.9 

［正题名］上海地方ニ於ケル米穀需給概况 

［第一责任人］上海事務所調査室編 

［出版地］上海 

［出版者］上海事務所調査室 

［出版日期］1939.5 

［知识责任］上海事務所調査室 編 

 

 

［正题名］上海三興麵粉勞動事情調査 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］上海 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1939.8 

［正题名］上海ニ於ケル錢莊業ノ動向 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］戰時上海外國爲替市場ノ變動及其ノ預測法 

［第一责任人］上海事務所調査部編 

［出版地］上海 

［出版者］上海事務所調査部 

［出版日期］1940.10 

［正题名］上海通貨金融日志 

［第一责任人］調査室金融班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］調査室金融班 



［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］全滿試驗研究機關輯覽 

［第一责任人］小胎今朝治郎編 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲帝國國務院大陸科學院 

［出版日期］1938.3 

［知识责任］小胎今朝治郎 編 

 

 

［正题名］上海通貨金融日志 

［第一责任人］調査室金融班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］調査室金融班 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］昭和十二年七月下旬ニ於ケル太原金融事情 

［第一责任人］滿鐵北支事務局調査班編 

［出版地］山西 

［出版者］滿鐵北支事務局調査班 

［出版日期］1937.10 

［正题名］滿鐵北支經濟調査所新着資料 

［第一责任人］滿鐵北支經沆調査所資料班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經沆調査所資料班 

［出版日期］1939.9 

［正题名］滿鐵北支經濟調査所新着資料 

［第一责任人］滿鐵北支經沆調査所資料班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經沆調査所資料班 

［出版日期］1938.9 

［正题名］上海及全支對外貿易統計表 

［第一责任人］上海事務所編 

［出版地］上海 

［出版者］上海事務所長 

［出版日期］1938.5 

［正题名］滿洲國對南洋貿易統計概表 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社調査部 

［出版日期］1938.6 

［正题名］中南支鐵道關繫文獻目録 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所調査課 

［出版日期］1938.6 



［正题名］滿洲國政府出資會社一覽表 

［第一责任人］實業部統制科編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］實業部統制科 

［出版日期］1936.11 

［正题名］演藝書報 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］本願寺圖會 

［第一责任人］八尋慈薰編 

［出版地］京都 

［出版者］本派本願寺 

［出版日期］1939.10 

［知识责任］八尋慈薰 編 

 

 

［正题名］中國聯合準備銀行五年史 

［第一责任人］中國聯合準備銀行願問室編 

［出版地］北京 

［出版者］中國聯合準備銀行願問室 

［出版日期］1944.8 

［正题名］蘆溝橋事件の勃發と發展 

［第一责任人］中村菊男著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1960.2 

［知识责任］中村菊男 著 

 

 

［正题名］黄埔港築港計畫大綱 

［第一责任人］南支派遺軍拴要地志班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南支派遺軍拴要地志班 

［出版日期］1939.7 

［正题名］厚生關繫事情綜合調査報告 

［第一责任人］上海大日本帝國大使館事務所編 

［出版地］上海 

［出版者］在上海大日本帝國大使館事務所 

［出版日期］1943.3 

［正题名］昭和十四年七月ニ於ケル北支那ノ洪水調査 

［第一责任人］多田部隊本部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］多田部隊本部 



［出版日期］19 

［正题名］民國三十一年度業務功程 

［第一责任人］華北農事試驗場，華北産業科學研究所編 

［出版地］北京 

［出版者］華北産業科學研究所 

［出版日期］1943.6 

［正题名］北支ニ於ケル農作物病害 

［第一责任人］華北産業科學研究所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北産業科學研究所 

［出版日期］1940.4 

［正题名］農産物檢査概論竝ニ農産物鑒定法 

［第一责任人］海州商工公會編 

［出版地］濟南 

［出版者］海州商工公會 

［出版日期］1942.4 

［正题名］昭和九年度（康德元年度）社綫、國綫ニ於ケル農、畜、林産品竝主要貨物輸送

關スル調査概要 

［第一责任人］哈爾濱鐵路局北滿經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］哈爾濱鐵路局北滿經濟調査所 

［出版日期］1936.11 

［正题名］農産物交易場整備廢合問題概况 

［第一责任人］調査局資料課長編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］調査局資料課 

［出版日期］1941.9 

［正题名］主要商品上海市中相場概况 

［第一责任人］上海日本商工會議所編 

［出版地］上海 

［出版者］上海日本商工會議所 

［出版日期］1943.8 

［正题名］滿洲に於ける農林植物品种の解説 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1937.1 

［正题名］康德六年度農産物增産計畫實施要領 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］上海特别市嘉定區農村實態調査報告書 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 



［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］中國ニ於ケル农业劳动者雇佣習慣及需給狀况 

［第一责任人］陳正謨著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1942.11 

［知识责任］陳正謨 著 

 

 

［正题名］山東省に於ける農村人口移動 

［第一责任人］三浦虎六編 

［出版地］北京 

［出版者］國立北京大學附設農村經濟研究所 

［出版日期］1942.6 

［知识责任］三浦虎六 編 

 

 

［正题名］肥料及各种農業生産資材ノ配給竝逼迫狀况 

［第一责任人］東京支社調査室編 

［出版地］東京 

［出版者］東京支社調査室 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］吉會鐵道關系地方調査報告書 

［第一责任人］佐田弘治郎編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1929.2 

［知识责任］佐田弘治郎 編 

 

 

［正题名］鐵道經營ニ立脚スル北支農業調査計畫要編案 

［第一责任人］滿鐵北支事務局調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支事務局調査室 

［出版日期］1938.7 

［正题名］中支ニ於ケル鐵道輸送客貨數ニ關スル調査研究 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1940.1 

［正题名］雲南鐵道 

［第一责任人］外國鐵道資料亞細亞編 

［出版地］［出版地不详］ 



［出版者］滿鐵産業部 

［出版日期］1936.11 

［正题名］支那事變後ニ於ケル上海現得企業發展狀况 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］膠濟沿綫ニ於ケルセメント工業立得條件調査報告 

［第一责任人］興亞院華北連絡部青島出張所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部青島出張所 

［出版日期］1941.11 

［正题名］青島經濟統計月報 

［第一责任人］松崎雄二郎編 

［出版地］濟南 

［出版者］青島日本商工會議所 

［出版日期］1943.5 

［知识责任］松崎雄二郎 編 

 

 

［正题名］鐵道勞動需給調査 

［第一责任人］滿鐵鐵道總局調査査局調査課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵鐵道總局調査査局調査課 

［出版日期］1940.1 

［正题名］社業年報 

［第一责任人］華中鐵道股份有限公司編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華中鐵道股份有限公司 

［出版日期］1941.7 

［正题名］河北省畝指借款數目冊 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］北支棉作經營調査 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.10 

［正题名］滇越鐵道ノ輸送カ 

［第一责任人］渡邊源一郎編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］鐵道總局 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］渡邊源一郎 編 



 

 

［正题名］滇越鐵道ノ輸送カ 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］鐵道總局 

［出版日期］1940.3 

［正题名］呼海鐵道概况 

［第一责任人］哈爾濱事務所調査編 

［出版地］哈爾濱 

［出版者］哈爾濱事務所調査 

［出版日期］1931.9 

［正题名］抗日民族統一戰綫教程 

［第一责任人］伊藤斌編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1941.5 

［知识责任］伊藤斌 編 

 

 

［正题名］抗戰支那ノ社會教育 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］抗戰支那農業農村問題關系資料 

［第一责任人］東亞研究所上海支所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東亞研究所上海支所 

［出版日期］1940.3 

［正题名］下水道中間報告書 

［第一责任人］上海恒産股份有限公司編 

［出版地］上海 

［出版者］上海恒産股份有限公司 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］北支鐵道工務概要 

［第一责任人］滿鐵産業部交通課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵産業部交通課 

［出版日期］1937.8 

［正题名］支那之鐵道 

［第一责任人］鐵道院運輸局編 

［出版地］東京 

［出版者］東京印刷株式會社 



［出版日期］1918.4 

［正题名］世間に傳へられたる吉敦鐵道問題 

［第一责任人］佐田弘治郎編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1926.2 

［知识责任］佐田弘治郎 編 

 

 

［正题名］中支ニ於ケル非經濟綫ノ經濟化ニ關ケル調査研究 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1940.1 

［知识责任］興亞院華中連絡部 編 

 

 

［正题名］中支ニ於ケル非經濟綫ノ經濟化ニ關ケル調査研究 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1939.11 

［知识责任］興亞院華中連絡部 編 

 

 

［正题名］中國鐵路問題 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1940.9 

［正题名］職員録 

［第一责任人］内閣印刷局編 

［出版地］東京 

［出版者］全國各地主要書店 

［出版日期］1940.11 

［知识责任］内閣印刷局 編 

 

 

［正题名］合作社概要 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1941.9 

［正题名］東京大学東洋文化研究所要覧 



［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所 

［出版日期］1961.11 

［附注内容］2000[年度]～の大きさは 26cm 

［附注内容］昭和 27 年の標題：東洋文化研究所要覽 

 

 

［正题名］特别區の元北滿土地權利の實軆と其變動の公示公證方法に就て 

［第一责任人］土地局編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］土地局 

［出版日期］1936.3 

［正题名］日本民藝圖説 

 

 

［正题名］工藝 

［第一责任人］淺野長量編 

［出版地］東京 

［出版者］日本民藝協會 

［出版日期］1934.11 

［知识责任］淺野長量 編 

 

 

［正题名］决戰下の北支那 

［第一责任人］姬野德一編 

［出版地］東京 

［出版者］日支問題研究會 

［出版日期］1943.8 

［知识责任］姬野德一 編 

 

 

［正题名］北支慣行調査資料之部 

［第一责任人］滿鐵北支經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經濟調査所 

［出版日期］1942.1 

［正题名］青島ヲ中心トスル農業調査 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］北支慣行調査資料之部 

［第一责任人］滿鐵北支經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經濟調査所 



［出版日期］1942.1 

［正题名］大岡越前守 

［第一责任人］新美南吉著 

［出版地］東京 

［出版者］學習社 

［出版日期］1944.6 

［知识责任］新美南吉 著 

 

 

［正题名］南畫論萃 

［第一责任人］古川脩著 

［出版地］東京 

［出版者］國民社 

［出版日期］1944.4 

［知识责任］古川脩 著 

 

 

［正题名］燐寸工業報告書 

［第一责任人］大塚令三編 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備委員會 

［出版日期］1940.7 

［知识责任］大塚令三 編 

 

 

［正题名］寬政十二年遠州漂着唐船万勝號資料 

［第一责任人］薮田貫編 

［出版地］京都 

［出版者］關西大學出版部 

［出版日期］1997.11 

［丛编题名］關西大學東西學术研究所資料集刊十三——六 

［知识责任］薮田貫 編 

 

 

［正题名］支那事變從軍記蒐録 

［第一责任人］宫居康太郎編 

［出版地］東京 

［出版者］興亞協會 

［出版日期］1941.3 

［知识责任］宫居康太郎 編 

 

 

［正题名］北支に於ける運輸竝港灣事情 

［第一责任人］大阪商工會議所編 



［出版地］東京 

［出版者］大阪商工會議所 

［出版日期］1942.1 

［正题名］ 新日本主要城市图 

［第一责任人］日本帝國書院編 

［出版地］北京 

［出版者］中国地图出版社 

［出版日期］ ［19 ?］ 

［正题名］中國におけるマルクス主義の受容 

［第一责任人］横山宏章編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1975.7 

［知识责任］横山宏章 編 

 

 

［正题名］潘内閣人物略歷 

［第一责任人］鐮田彌助編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］鐮田彌助 編 

 

 

［正题名］中國勞動問題勞動運動史文獻目録 

［第一责任人］中國勞動運動史研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書店 

［出版日期］1978.12 

［正题名］鴉片戰争後の支那 

［第一责任人］矢野仁一編 

［出版地］東京 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.2 

［知识责任］矢野仁一 編 

 

 

［正题名］北支那鄉土建設私議 

［第一责任人］華北交通株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北交通株式會社 

［出版日期］1944.11 

［正题名］如何ニシテ敵僞軍工作テ進行スへキカ? 

［第一责任人］江南社編 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］江南社 

［出版日期］1940.7 

［正题名］徐海道ニ於ケル治安肅清工作ニ伴フ政治經濟 

［第一责任人］滿鐵北支經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經濟調査所 

［出版日期］1939.5 

［正题名］濱江縣行政調査報告 

［第一责任人］藤原忍，下村信貞編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1932.3 

［知识责任］藤原忍 編 

［知识责任］下村信貞 編 

 

 

［正题名］揚子江航路改良計畫ニ關スル調査報告書 

［第一责任人］興亞院華中連絡部長官官房圖書繫編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部長官官房圖書繫 

［出版日期］1942.3 

［正题名］蘇淅皖三省ニ於ケル民船調査 

［第一责任人］華中鐵道調査課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華中鐵道調査課 

［出版日期］1943.6 

［正题名］支那ニ於ケル經濟統計 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1940.5 

［正题名］中支那ノ經濟ト其ノ建設 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1938.5 

［正题名］共榮圈建設ト中支那經濟 

［第一责任人］興亞院華中連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華中連絡部 

［出版日期］1941.5 

［正题名］第一次北支经济建设懇谈會會議録 

［第一责任人］政務局報道室編 

［出版地］［出版地不详］ 



［出版者］政務局報道室 

［出版日期］1939.9 

［正题名］武漢特别市ノ現機構ト其ノ業績（未定稿） 

 

 

［正题名］中南支得方行政制度調査資料 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］上海 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1939.9 

［正题名］支那ニ於ケル司法制度ノ現况 

［第一责任人］滿鐵經濟調査會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵經濟調査會 

［出版日期］1935.6 

［正题名］重慶政權ノ司法制度 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］上海 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1941.5 

［丛编题名］中國法制資料 第五輯 

 

 

［正题名］中國ニ於ケル司法制度概説 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］上海 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1940.11 

［丛编题名］中國法制資料 第二輯 

 

 

［正题名］上海事變ニ於ケル占領地行政 

［第一责任人］真鍋藤治編 

［出版地］天津 

［出版者］天津事務所 

［出版日期］1937.8 

［丛编题名］占領地行政資料 第二號 

［知识责任］真鍋藤治 編 

 

 

［正题名］即墨縣治安工作ニ伴フ財務關繫調査報告 

［第一责任人］滿鐵青島駐在所編 

［出版地］济南 

［出版者］滿鐵青島駐在所 



［出版日期］1940.3 

［正题名］宮崎滔天論 

［第一责任人］山口光朔著 

［出版地］東京 

［出版者］奇峰社 

［出版日期］1964.5 

［知识责任］山口光朔 著 

 

 

［正题名］東京文理科大學一覽 

 

 

［正题名］東京高等師範學校一覽 

 

 

［正题名］東京臨時教員養成所一覽 

［第一责任人］笠井重治編 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1941.10 

［知识责任］笠井重治 編 

 

 

［正题名］車憲から觀た自然界 

［第一责任人］脇水鐵五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1944.6 

［正题名］山東神仙譚 

［第一责任人］馬場春吉著 

［出版地］東京 

［出版者］山東文化研究會出版部 

［出版日期］1940.6 

［知识责任］馬場春吉 著 

 

 

［正题名］滿洲經濟企業年報 

［第一责任人］福島真治編 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲經濟社 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］福島真治 編 

 

 



［正题名］中南支那外國貿易統計年報 

［第一责任人］伊藤武雄編 

［出版地］哈爾濱 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1938.7 

［知识责任］伊藤武雄 編 

 

 

［正题名］ 近ノ香港——佛印（海防を主とす）貿易々滇越鐵路 

［第一责任人］滿鐵資料課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵資料課 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］事變前後ニ亘ル支那（特ニ北支）貿易ノ變遷 

［第一责任人］華北交通業務課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北交通業務課 

［出版日期］1939.7 

［正题名］滿洲農業統計 

［第一责任人］古山勝夫著 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1937.12 

［知识责任］古山勝夫 著 

 

 

［正题名］滿蒙交通統計 

［第一责任人］佐田弘治郎編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1930.12 

［知识责任］佐田弘治郎 編 

 

 

［正题名］中支那外國貿易統計年報 

［第一责任人］伊藤武雄著 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版者］上海事務所 

［出版日期］1941.4 

［知识责任］伊藤武雄 著 

 

 

［正题名］支那外國貿易統計年報 



［第一责任人］伊藤武雄著 

［出版地］東京 

［出版者］上海事務所 

［出版日期］1940.2 

［知识责任］伊藤武雄 著 

 

 

［正题名］青島ニ於ケル綿紗布批發華商ノ組織及商業慣習 

［第一责任人］調査部資料課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］調査部資料課 

［出版日期］1940.12 

［正题名］青島ニ於ケル外國商社調 

［第一责任人］在青島日本帝國總領事館編 

［出版地］濟南 

［出版者］在青島日本帝國總領事館 

［出版日期］1939.12 

［正题名］硤石鎮米市慣行概况 

［第一责任人］滿鐵上海事務所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所 

［出版日期］1942.5 

［正题名］嘉興慣行概况 

［第一责任人］滿鐵上海事務所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所 

［出版日期］1942.5 

［正题名］保定ニ於ケル銀號調査 

［第一责任人］河北省陸軍特務機關編 

［出版地］石家庄 

［出版者］河北省陸軍特務機關 

［出版日期］1940.11 

［正题名］山東地方出張報告書 

［第一责任人］滿鐵經濟調査會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵經濟調査會 

［出版日期］1934.10 

［正题名］武進織布工業調査 

［第一责任人］滿鐵上海事務所調査室編 

［出版地］上海 

［出版者］滿鐵上海事務所調査室 

［出版日期］1942.4 

［正题名］在青島外人商社調査表 

［第一责任人］華北交通資業局編 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北交通資業局 

［出版日期］1939 

［正题名］戰後の上海各業狀况調査 

［第一责任人］中國通信社調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］中國通信社調査部 

［出版日期］1938.3 

［正题名］天津附近第三国主要商工业社調 

［第一责任人］天津鐵路局資業料編 

［出版地］天津 

［出版者］天津鐵路局資業料 

［出版日期］1941.3 

［正题名］軍用支那語大全 

［第一责任人］武田寧信，中沢信三共編 

［出版地］東京 

［出版者］帝国書院 

［出版日期］1943.9 

［知识责任］武田寧信 編 

［知识责任］中沢信三 編 

 

 

［正题名］北支風土記 

［第一责任人］向井潤吉著 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1939.7 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］中国北部/紀行 

［知识责任］向井潤吉 著 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版地］東京 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1950.10 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版地］東京 



［出版者］乾元社 

［出版日期］1951.1 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版地］東京 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1950.11 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版地］東京 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1951.2 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版地］東京 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1951.3 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版地］東京 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1951.4 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 



［出版地］東京 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1951.5 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版地］東京 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1951.6 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版地］東京 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1950.8 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版地］東京 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1950.6 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］保守党政治の周辺 

［第一责任人］古谷綱正著 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1962.2 

［主题词］政治/論説 

［知识责任］古谷綱正 著 

 

 

［正题名］土台·上部構造論 



［第一责任人］榊利夫，小郷三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］合同出版 

［出版日期］1958.12 

［附注内容］「土台と上部構造理論」関係の参考文献:p.217～218 

［主题词］唯物史観 

［主题词］唯物弁証法 

［知识责任］榊利夫 編 

［知识责任］小郷三郎 編 

 

 

［正题名］戦後景気循環論 

［第一责任人］名和献三，玉井龍象編 

［出版地］東京 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1959.1 

［丛编题名］現代資本主義と恐慌 

［丛编题名］ゲンダイ シホン シュギ ト キョウコウ 名和献三, 玉井龍象編 続 

［附注内容］付：参考文献目録 

［主题词］景気/論説 

［主题词］恐慌/論説 

［知识责任］名和献三 編 

［知识责任］玉井龍象 編 

 

 

［正题名］軍政下の香港 

［第一责任人］東洋經濟新報社編 

［出版地］香港 

［出版者］香港東洋經濟社 

［出版日期］1944.2 

［附注内容］監修：香港占領總督部報道部 

［主题词］軍政 

［主题词］日本/対外関係/香港 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］新聞生活二十年 

［第一责任人］伊藤正徳著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1933.12 

［知识责任］伊藤正徳 著 

 

 



［正题名］中小企業と独占資本 

［第一责任人］島崎照雄著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1958.4 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 

［主题词］中小企業団体組織法 

［知识责任］島崎照雄 著 

 

 

［正题名］戦後日本農民運動史 

［第一责任人］山口武秀著 

［出版地］京都 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1959.2-3 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 158-159 

［知识责任］山口武秀 著 

 

 

［正题名］日米外交白書 

［第一责任人］林秀著 

［出版地］東京 

［出版者］日本青年外交協會 

［出版日期］1942.2 

［主题词］日本/外国関係/アメリカ 

［知识责任］林秀 著 

 

 

［正题名］滿鐵外史 

［第一责任人］菊池寛著 

［出版地］新京 

［出版地］長春 

［出版者］滿洲新聞社 

［出版日期］1943.8 

［知识责任］菊池寛 著 

 

 

［正题名］ 新中華民國満洲帝國人名地名便覽 

［第一责任人］タイムス出版社編輯部編 

［出版地］東京 

［出版者］タイムス出版社 



［出版日期］1939.6 

［附注内容］附：五十音及アルファベット索引 

 

 

［正题名］天津商工案内 

［第一责任人］小林陽之介編 

［出版地］［天津］ 

［出版者］天津日本商工會議所 

［出版日期］1939.3 

［知识责任］小林陽之介 編 

 

 

［正题名］外交五十年 

［第一责任人］幣原喜重郎著 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1951.4 

［附注内容］巻末：幣原喜重郎略年譜 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

［知识责任］幣原喜重郎 著 

 

 

［正题名］哲學年鑑 

［第一责任人］臼井二尚編 

［出版地］大阪 

［出版者］靖文社 

［出版日期］1944.1 

［知识责任］臼井二尚 編 

 

 

［正题名］貿日穀物年鑑 

［第一责任人］貿易日日通信社編 

［出版地］東京 

［出版者］貿易日日通信社 

［出版日期］1957.7 

［主题词］穀物/年鑑 

［主题词］食糧問題 

 

 

［正题名］中国近代化の社会構造 

［第一责任人］東京教育大学文学部東洋史学研究室 アジア史研究会·中国近代史部会編 

［出版地］東京 

［出版者］東京教育大学文学部東洋史学研究室アジア史研究会 

［出版地］東京 



［出版者］大安（発売） 

［出版日期］1960.8 

［丛编题名］東洋史学論集 

［丛编题名］トウヨウシガク ロンシュウ 第 6 

 

 

［正题名］南滿洲主要都市と其背後地 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社興業部商工課編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社興業部商工課 

［出版日期］1927.3- 

［正题名］関東大震災における朝鮮人虐殺の真相と実態 

［第一责任人］朝鮮大学校編 

［出版地］東京 

［出版者］朝鮮大学校 

［出版日期］1963 

［丛编题名］朝鮮に関する研究資料 

［丛编题名］チョウセン ニ カンスル ケンキュウ シリョウ 第 9 集 

［主题词］関東大震災 

［主题词］朝鮮人日本在留 

 

 

［正题名］中國民衆風俗寫眞帖 

［出版地］和歌山 

［出版者］坂口得一郎 

［出版地］北京 

［出版者］大亞公司北京支店(発売) 

［出版日期］1940.9 

［正题名］清末政治思想研究 

［第一责任人］小野川秀美著 

［出版地］京都 

［出版者］東洋史研究會 

［出版日期］1960.3 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 8 

［附注内容］欧文タイトルは巻末による 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］政治学/歴史 

［知识责任］小野川秀美 著 

 

 

［正题名］運輸調査局要覽 

［出版地］東京 

［出版者］運輸調査局 



［出版日期］1963.6 

［正题名］現代中国の労働制度 

［第一责任人］小嶋正巳著 

［出版地］東京 

［出版者］評論社 

［出版日期］1963.6 

［丛编题名］経営学モノグラフ 

［丛编题名］ケイエイガク モノグラフ 平井泰太郎編 7 

［主题词］経営管理 

［主题词］労働問題/中国 

［知识责任］小嶋正巳 著 

 

 

［正题名］関東州工場事業場名簿 

［第一责任人］関東州勞務協會編 

［出版者］私製 

［正题名］清國貨幣論 

［第一责任人］清水孫秉著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1911.1 

［主题词］貨幣/制度/中国 

［知识责任］清水孫秉 著 

 

 

［正题名］現代華僑問題 

［第一责任人］丘漢平著 

［译者］山崎清三譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1939.5 

［附注内容］標題紙の著者名 (誤植): 丘澤平 

［主题词］華僑 

［知识责任］丘漢平 著 

［次知识责任］山崎清三 譯 

 

 

［正题名］支那の将来 

［第一责任人］山本唯三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］実業之日本社 

［出版日期］1912.10 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］山本唯三郎 著 



 

 

［正题名］支那水利史 

［第一责任人］鄭肇經著 

［译者］田邊泰訳 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1941.2 

［丛编题名］支那文化史大系 

［丛编题名］シナ ブンカシ タイケイ 6 

［主题词］疏水 

［主题词］治水 

［知识责任］鄭肇経 著 

［次知识责任］田邊泰 訳 

 

 

［正题名］南支経済叢書 

［第一责任人］福大公司企画課編 

［出版地］台北 

［出版者］福大公司 

［出版日期］1939.11 

［附注内容］序文：竹藤峰治 

［知识责任］福大公司企画課 編 

 

 

［正题名］營口軍政誌抄 

［第一责任人］滿鐵産業部編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1937.6 

［丛编题名］産業調査資料 

［丛编题名］サンギョウ チョウサ シリョウ 第 16 編 

 

 

［正题名］明代滿蒙史研究 

［第一责任人］田村實造編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学文学部 

［出版日期］1963.10 

［附注内容］付：英文抄録 

［附注内容］付：圖版目録，地圖目録 

［主题词］満州/歴史 

［主题词］蒙古/歴史 

［知识责任］田村実造 編 



 

 

［正题名］遼西事情 

［第一责任人］鞍山地方事務所編纂 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐡道庶務部調査課 

［出版日期］1925.4 

［丛编题名］管内情勢調査 

［丛编题名］カンナイ ジョウセイ チョウサ 鞍山地方事務所編 第 1 輯 

［知识责任］鞍山地方事務所 編纂 

 

 

［正题名］支那鐵道に於ける罷工の記録 

［第一责任人］日本鐵道省北京辧公處編 

［出版地］［北京］ 

［出版者］日本鐵道省北京辧公處 

［出版日期］1926.9 

［知识责任］日本鐵道省北京辧公處 編 

 

 

［正题名］冀東特殊貿易の實情 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社天津事務所調査課編 

［出版地］天津 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社天津事務所調査課 

［出版日期］1936 

［丛编题名］北支経済資料 

［丛编题名］ホクシ ケイザイ シリョウ 第 18 輯 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］海南島熱帶作物調査報告 

［第一责任人］林永昕著 

［译者］中支建設資料整備委員會編 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編譯部 

［出版日期］1940.10 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 36 編 

［附注内容］書名は表紙による 

［附注内容］原著の摘訳 

［主题词］熱帯作物 

［知识责任］林永昕 著 

 

 



［正题名］北支セメント·石油工業調査報告 

［第一责任人］支那駐屯軍司令部乙嘱託工業班編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］支那駐屯軍司令部乙嘱託工業班 

［出版日期］1937 

［丛编题名］北支·産業調査書類 

［丛编题名］ホクシ サンギョウ チョウサ ショルイ 第 4 編第 4 巻 

［知识责任］支那駐屯軍司令部乙嘱託工業班 編 

 

 

［正题名］新聞界人物評傳 

［第一责任人］宮居康太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］新聞興信所 

［出版日期］1929.2 

［主题词］新聞 

［主题词］伝記/日本 

［主题词］新聞/伝記 

［知识责任］宮居康太郎 著 

 

 

［正题名］滿洲の物産 

［第一责任人］満州事情案内所編 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲事情案内所 

［出版地］奉天 

［出版者］大阪屋號書店満洲卸部(發賣) 

［出版日期］1939.3 

［丛编题名］満洲事情案内所報告 

［丛编题名］マンシュウ ジジョウ アンナイジョ ホウコク 47 

 

 

［正题名］呼倫貝爾畜産事情 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社.鉄道総局編 

［出版地］奉天 

［出版者］南満洲鉄道鉄道総局 

［出版日期］1937 

［知识责任］南満州鉄道株式会社.鉄道総局 編 

 

 

［正题名］中央儲備銀行概要 

［第一责任人］中央儲備銀行駐東京弁事処編 

［出版地］東京 

［出版者］中央儲備銀行駐東京弁事処 



［出版日期］1942.11 

［知识责任］中央儲備銀行駐東京弁事処 編 

 

 

［正题名］滿洲事變及上海事件關係公表集 

［第一责任人］外務省情報部編 

［出版地］東京 

［出版者］外務省情報部 

［出版日期］1934 

［主题词］満州事変 

［主题词］上海事変 

 

 

［正题名］日支交通の研究 

［第一责任人］藤田元春著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1938.4 

［知识责任］藤田元春 著 

 

 

［正题名］支那研究 

［第一责任人］教育學術研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］同文館雑誌部 

［出版日期］1916.7 

［附注内容］標題は表紙による。 

［附注内容］初版(1916.6)と図版の内容が異なる 

［附注内容］折り込み図あり 

［主题词］中国/社会 

 

 

［正题名］中国現代政治史 

［第一责任人］池田誠著 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1962.10 

［主题词］中国/政治/歴史/清時代 

［主题词］中国/政治/歴史/民国時代 

［知识责任］池田誠 著 

 

 

［正题名］具体例による歴史研究法 

［第一责任人］寶月圭吾，所三男，児玉幸多編 



［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1960.11 

［主题词］歴史学/方法論 

［主题词］日本/歴史/研究·指導 

［知识责任］宝月圭吾 編 

［知识责任］所三男 編 

［知识责任］児玉幸多 編 

 

 

［正题名］明治の栄光 

［第一责任人］鶴見俊輔著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1962.12 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン アジア解放の夢 アジア カイホウ ノ ユメ 鶴見俊輔

著 7 

［附注内容］年表：二十世紀初頭から明治天皇の死まで：p367-370 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］成金天下 

［第一责任人］鶴見俊輔著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1962.11 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン アジア解放の夢 アジア カイホウ ノ ユメ 鶴見俊輔

著 6 

［附注内容］年表：大正初頭から関東大震災まで：p354-357 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］震災にゆらぐ 

［第一责任人］鶴見俊輔著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1962.6 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン アジア解放の夢 アジア カイホウ ノ ユメ 鶴見俊輔

著 5 



［附注内容］年表：関東大震災から満州事変まで：p339-342 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］アジア解放の夢 

［第一责任人］鶴見俊輔著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1962.4 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン アジア解放の夢 アジア カイホウ ノ ユメ 鶴見俊輔

著 4 

［附注内容］年表·満州事変から南京占領まで：p369-372 

［附注内容］索引：巻末 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］果てしなき戦線 

［第一责任人］鶴見俊輔著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1962.3 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン アジア解放の夢 アジア カイホウ ノ ユメ 鶴見俊輔

著 3 

［附注内容］年表南京占領から敗戦まで：p355-358 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］廃墟の中から 

［第一责任人］鶴見俊輔著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1961.10 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン アジア解放の夢 アジア カイホウ ノ ユメ 鶴見俊輔

著 2 

［附注内容］年表：敗戦から講和まで：p376-379 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 



［正题名］新しい開国 

［第一责任人］鶴見俊輔著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1961.12 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン アジア解放の夢 アジア カイホウ ノ ユメ 鶴見俊輔

著 1 

［附注内容］年表：講和から 1960 年まで：p348-350 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］わき立つ民論 

［第一责任人］鶴見俊輔著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1963.9 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン アジア解放の夢 アジア カイホウ ノ ユメ 鶴見俊輔

著 9 

［附注内容］年表：西南戦争勃発から帝国憲法発布まで：p355-358 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］強国をめざして 

［第一责任人］鶴見俊輔著 

［出版地］東京 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1963.9 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン アジア解放の夢 アジア カイホウ ノ ユメ 鶴見俊輔

著 8 

［附注内容］年表：帝国憲法発布から十九世紀末まで：p366-369 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］風雪五十年 

［第一责任人］内田信也著 

［出版地］東京 

［出版者］実業之日本社 

［出版日期］1951.4 



［附注内容］人名索引：p[377]-390 

［知识责任］内田信也 著 

 

 

［正题名］教科日本文法要説 

［第一责任人］佐藤喜代治著 

［出版地］東京 

［出版者］日本書院 

［出版日期］1960.11 

［主题词］日本語/文法 

［知识责任］佐藤喜代治 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］有高巖，清水泰次，和田清著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.11 

［知识责任］有高巖 著 

［知识责任］清水泰次 著 

［知识责任］和田清 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］志田不動鹿編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.3 

［知识责任］志田不動鹿 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］日野開三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.10 

［知识责任］日野開三郎 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］稻楪岩吉，矢野仁一編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.7 



［附注内容］編者稻楪岩吉的楪应去木。 

［知识责任］稻楪岩吉 編 

［知识责任］矢野仁一 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］橋木增吉著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.10 

［知识责任］橋木增吉 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］大島正滿…［等］著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.8 

［知识责任］大島正滿 著 

［知识责任］驰上啟介 著 

［知识责任］大山柏 著 

［知识责任］甲野勇 著 

［知识责任］桶口清之 著 

［知识责任］山口隆一 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］後藤守一，江上波夫，驹井和愛著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社版 

［出版日期］1933.11 

［知识责任］佐藤堅司 著 

［知识责任］阿武實 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］西岡虎之助編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.1 

［知识责任］西岡虎之助 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 



［第一责任人］秋山謙藏編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.8 

［知识责任］秋山謙藏 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］井野邊茂雄，阿部真琴，藤井甚太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.11 

［知识责任］井野邊茂雄 著 

［知识责任］阿部真琴 著 

［知识责任］藤井甚太郎 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］杉勇，石橋智信，大（上白，下田）清編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.12 

［知识责任］杉勇 編 

［知识责任］石橋智信 編 

［知识责任］大（上白，下田）清 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］岡島誠太郎，濱田大耕作，石橋智信，下田彌三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.11 

［知识责任］岡島誠太郎 著 

［知识责任］濱田大耕作 著 

［知识责任］石橋智信 著 

［知识责任］下田彌三郎 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］松井編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.7 

［知识责任］松井 編 



 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］浦廉編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.3 

［知识责任］浦廉 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］三島一，臨铃木俊編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.5 

［知识责任］三島一 編 

［知识责任］臨铃木俊 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］松田壽男，小林元，木村日紀編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.10 

［知识责任］松田壽男 編 

［知识责任］小林元 編 

［知识责任］木村日紀 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］原随园，林武雄編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.6 

［知识责任］原随园 編 

［知识责任］林武雄 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］高市慶雄著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社版 

［出版日期］1935.1 

［知识责任］高市慶雄 著 



 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］佐藤堅司，大類伸著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社版 

［出版日期］1934.9 

［知识责任］佐藤堅司 著 

［知识责任］大類伸 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］佐藤堅司，阿武實著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社版 

［出版日期］1933.11 

［知识责任］佐藤堅司 著 

［知识责任］阿武實 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］長壽吉著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社版 

［出版日期］1934.2 

［知识责任］長壽吉 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］長壽吉著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.6 

［知识责任］長壽吉 著 

［知识责任］林武雄 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］山肋重雄著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.12 

［知识责任］山肋重雄 著 

 



 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］山肋重雄著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.12 

［知识责任］山肋重雄 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］遠藤元男…［等］編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.5 

［知识责任］遠藤元男 編 

［知识责任］鈴木後 編 

［知识责任］原種行 編 

［知识责任］田中正義 編 

［知识责任］下田彌三郎 編 

 

 

［正题名］日英外交史 

［第一责任人］鹿島守之助著 

［出版地］東京 

［出版者］鹿島研究所 

［出版日期］1957.5 

［附注内容］日英外交史年表：巻末 p107-118 

［主题词］日本/外国関係/イギリス 

［知识责任］鹿島守之助 著 

 

 

［正题名］北支鉄鉱·硫黄鉱資源 

［第一责任人］門倉三能著 

［出版地］東京 

［出版者］丸善 

［出版日期］1940。9 

［附注内容］附図：北支鉄鉱·硫黄鉱·石炭資源図 1 枚(巻末ポケツト入) 

［主题词］鉄/鉱石 

［主题词］硫黄 

［知识责任］門倉三能 著 

 

 

［正题名］横浜市史 

［第一责任人］横浜市編 



［出版地］横浜 

［出版者］横浜市 

［出版日期］1963.10 

［附注内容］発売：有隣堂 

［主题词］横浜市/歴史 

 

 

［正题名］横浜市史 

［第一责任人］横浜市編 

［出版地］横浜 

［出版者］横浜市 

［出版日期］1959.3 

［附注内容］発売：有隣堂 

［主题词］横浜市/歴史 

 

 

［正题名］横浜市史 

［第一责任人］横浜市編 

［出版地］横浜 

［出版者］横浜市 

［出版日期］1961.3 

［附注内容］発売：有隣堂 

［主题词］横浜市/歴史 

 

 

［正题名］横浜市史 

［第一责任人］横浜市編 

［出版地］横浜 

［出版者］横浜市 

［出版日期］1963.3 

［附注内容］発売：有隣堂 

［主题词］横浜市/歴史 

 

 

［正题名］横浜市史 

［第一责任人］横浜市編 

［出版地］横浜 

［出版者］横浜市 

［出版日期］1960.3 

［附注内容］発売：有隣堂 

［主题词］横浜市/歴史 

 

 

［正题名］西園寺公と政局 



［第一责任人］原田熊雄述 

［译者］近衛泰子筆記 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.7 

［知识责任］原田熊雄 述 

［次知识责任］近衛泰子 筆記 

 

 

［正题名］大正デモクラシー期の政治 

［第一责任人］松本剛吉著 

［译者］岡義武，林茂校訂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.12 

［附注内容］年表：p645-651 

［知识责任］松本剛吉 著 

［次知识责任］林茂 校訂 

［次知识责任］岡義武 校訂 

 

 

［正题名］東亜論叢 

［第一责任人］東亜史研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］文求堂 

［出版日期］1939.7 

［正题名］近代支那民族運動史 

［第一责任人］中國現代史研究委員會編 

［译者］石川正義譯編 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.10 

［附注内容］附録：支那近代史年表：p215-239 

［主题词］民族運動 

［次知识责任］石川正義 編 

 

 

［正题名］滿洲經濟年報 

［第一责任人］滿鐡經濟調査會編 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1935.9 

［正题名］臺灣農家便覽 

［第一责任人］臺灣總督府農事試驗所編纂 



［出版地］臺北 

［出版者］臺灣農友會 

［出版日期］1944.10 

［附注内容］「改訂増補第 6 版の農家便覧序」(1944.4.1)あり 

［知识责任］台湾総督府農事試験場 編纂 

 

 

［正题名］九江経済調査 

［第一责任人］江西省政府経済委員会編 

［译者］生活社訳編 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.8 

［丛编题名］支那經濟資料 

［丛编题名］シナ ケイザイ シリョウ 社会経済調査所[編] 6 

［主题词］九江県江西省/経済 

［知识责任］江西省経済委員会 編 

 

 

［正题名］独逸の植民地保健政策 

［第一责任人］石橋長英述 

［译者］日獨医学協会編 

［出版地］東京 

［出版者］日獨医学協会 

［出版日期］1943.12 

［丛编题名］「日獨醫學」特輯 

［丛编题名］ニチドク イガク トクシュウ 7 号 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］石橋長英 述 

 

 

［正题名］支那思想發達史 

［第一责任人］遠藤隆吉著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1907.6 

［主题词］中国思想/歴史 

［知识责任］遠藤隆吉 著 

 

 

［正题名］台灣島之現在 

［第一责任人］大谷光瑞著 

［出版地］大阪 

［出版者］大乗社 



［出版日期］1935.10 

［知识责任］大谷光瑞 著 

 

 

［正题名］在支列國權益概説 

［第一责任人］植田捷雄著 

［出版地］東京 

［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1939.6 

［附注内容］文獻目録：巻末 p1-51 

［附注内容］事項索引：巻末 p53-71 

［附注内容］條約法令索引：巻末 p72-82 

［主题词］権益 

［知识责任］植田捷雄 著 

 

 

［正题名］北支商品綜覽 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1943.2 

［主题词］中国/産業 

 

 

［正题名］熱河諸鉄道及背後地経済事情 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社鐵道總局資料課編 

［出版地］奉天 

［出版者］南満洲鉄道鉄道総局 

［出版日期］1940.2 

［附注内容］表紙記述：昭和十四年三月 

［主题词］熱河省/経済 

 

 

［正题名］滿洲國各縣視察報告 

［第一责任人］大同學院圖書部委員編 

［出版地］［新京］ 

［出版者］大同學院 

［出版日期］1933.11 

［主题词］満州/地誌 

［知识责任］大同學院圖書部委員 編 

 

 

［正题名］國際共産主義団体の活動現況 

［第一责任人］國際調査社公安調査室編 



［出版地］東京 

［出版者］國際調査社 

［出版日期］1956.4 

［主题词］国際共産主義 

 

 

［正题名］中國無産階級運動史 

［第一责任人］南滿洲鐵道庶務部調査課編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1929.11 

［丛编题名］滿鐵調査資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ シリョウ 第 109 編 

［主题词］社会運動/歴史 

［知识责任］南滿洲鐵道庶務部調査課 編 

 

 

［正题名］中國近代工業史の研究 

［第一责任人］波多野善大著 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學文學部内東洋史研究會 

［出版日期］1961.5 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 9 

［知识责任］波多野善大 著 

 

 

［正题名］中国の貿易組織 

［第一责任人］宮下忠雄著 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1961.11 

［丛编题名］アジア経済研究シリーズ 

［丛编题名］アジア ケイザイ ケンキュウ シリーズ 第 17 集 

［主题词］貿易政策 

［主题词］中国/貿易 

［知识责任］宮下忠雄 著 

 

 

［正题名］中国人民公社の組織と機能 

［第一责任人］アジア経済研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1961.11 



［丛编题名］調査研究報告双書 

［丛编题名］チョウサ ケンキュウ ホウコク ソウショ 第 15 集 

［丛编题名］アジア経済研究所出版物 

［丛编题名］アジア ケイザイ ケンキュウジョ シュッパンブツ アジア経済研究所編 第

83 号 

［主题词］人民公社 

 

 

［正题名］中国の土地改革 

［第一责任人］天野元之助著 

［出版地］東京 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1962.9 

［丛编题名］アジア経済研究シリーズ 

［丛编题名］アジア ケイザイ ケンキュウ シリーズ 第 34 集 

［主题词］土地政策/中国 

［知识责任］天野元之助 著 

 

 

［正题名］征韓論分裂始末 

［第一责任人］長沼熊太郎遺稿 

［译者］磯部太郎兵衛編纂 

［出版地］東京 

［出版者］磯部文昌堂 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂書店(発売) 

［出版日期］1906.4 

［附注内容］活版本 

［附注内容］和装. 袋綴じ 

［附注内容］著者のヨミは推定による 

［主题词］征韓論 

［知识责任］長沼熊太郎 遺稿 

［次知识责任］磯部太郎兵衛 編纂 

 

 

［正题名］チベットをめぐる中印関係史 

［第一责任人］鈴木中正著 

［出版地］東京 

［出版者］一橋書房 

［出版日期］1962.5 

［附注内容］付：引用文献目録 (p385-399) 

［附注内容］巻末：英文要旨 

［主题词］中国/外国関係/インド 

［主题词］インド/外国関係/中国 



［主题词］チベット 

［知识责任］鈴木中正 著 

 

 

［正题名］河上肇博士文獻志 

［第一责任人］天野敬太郎編著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1956.3 

［知识责任］天野敬太郎 編著 

 

 

［正题名］開國大勢史 

［第一责任人］大隈重信著 

［出版地］東京 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版者］実業之日本社 

［出版日期］1913.4 

［知识责任］大隈重信 著 

 

 

［正题名］北支那の農業と經濟 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.10 

［主题词］中国-農業 

 

 

［正题名］支那近世史講話 

［第一责任人］稻葉岩吉著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1938.2 

［附注内容］索引：p409～437 

［知识责任］稲葉岩吉 著 

 

 

［正题名］東洋史大綱 

［第一责任人］矢野仁一著 

［出版地］東京 

［出版者］目黒書店 

［出版日期］1938.4 

［知识责任］矢野仁一 著 



 

 

［正题名］滿洲帝國概覽 

［第一责任人］満州事情案内所編 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲事情案内所 

［出版日期］1940.11 

［丛编题名］満洲事情案内所報告 

［丛编题名］マンシュウ ジジョウ アンナイジョ ホウコク 第 87 

［主题词］満州/地誌 

 

 

［正题名］蹇蹇録 

［第一责任人］陸奥宗光著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.1 

［知识责任］陸奥宗光 著 

 

 

［正题名］臺灣經濟史研究 

［第一责任人］東嘉生著 

［出版地］臺北 

［出版者］東都書籍 

［出版日期］1944.11 

［知识责任］東嘉生 著 

 

 

［正题名］支那港灣統制と開發問題 

［第一责任人］田北隆美著 

［出版地］東京 

［出版者］二里木書店 

［出版日期］1944.2 

［知识责任］田北隆美 著 

 

 

［正题名］戦後の日本及支那 

［第一责任人］竹内正志著 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1919.5 

［知识责任］竹内正志 著 

 

 



［正题名］支那經濟年報 

［第一责任人］東亞經濟研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1942.11 

［附注内容］昭和 10 年版は支那経済事情研究会編 

［主题词］中国/経済/年鑑 

 

 

［正题名］滿洲近代史 

［第一责任人］矢野仁一著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1941.12 

［主题词］満州 

［知识责任］矢野仁一 著 

 

 

［正题名］日本史 

［第一责任人］小澤榮一，高井浩，小田泰正共編 

［出版地］東京 

［出版者］清水書院 

［出版日期］1952.12 

［附注内容］記述は再版(1953.6)による 

［附注内容］高社 1139 

［附注内容］昭和 27 年 7 月 30 日 文部省検定済教科書 高等学校社会科用 

［知识责任］小沢栄一 編 

［知识责任］高井浩 編 

［知识责任］小田泰正 編 

 

 

［正题名］滿洲事變の世界史的意義 

［第一责任人］綾川武治著 

［出版地］東京 

［出版者］大陸國策研究所 

［出版地］東京 

［出版者］自立社 (發賣) 

［出版日期］1936.9 

［附注内容］附録：世界諸家の結論せる日露戰爭の世界史的偉業 (抄譯集) 

［主题词］満州事変 

［知识责任］綾川武治 著 

 

 

［正题名］臺灣秘話 



［第一责任人］枠本誠一著 

［出版地］臺北 

［出版者］日本及殖民社 

［出版日期］1928.10 

［知识责任］枠本誠一 著 

 

 

［正题名］南支五省の現勢 

［第一责任人］馬場〓太郎，村上計二郎著 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1939.12 

［主题词］中国南部/地誌 

［知识责任］馬場〓太郎 著 

［知识责任］村上計二郎 著 

 

 

［正题名］中国現代史 

［第一责任人］岩村三千夫，野原四郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-185 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］野原四郎 著 

［知识责任］岩村三千夫 著 

 

 

［正题名］現代史の謎 

［第一责任人］加瀬俊一著 

［出版地］東京 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1962.9 

［知识责任］加瀬俊一 著 

 

 

［正题名］中國思想史 

［第一责任人］吉田賢抗著 

［出版地］東京 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1947.10 

［附注内容］「支那思想史概説」の増訂改題本 

［主题词］中国思想/歴史 



［知识责任］吉田賢抗 著 

 

 

［正题名］東洋史 

［第一责任人］和田清著 

［出版地］東京 

［出版者］宝文館 

［出版日期］1956.5 

［丛编题名］NHK 教養大学 日本放送協会編 第 30 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］和田清 著 

 

 

［正题名］支那全土 

［第一责任人］片山繁雄著 

［出版地］東京 

［出版者］片山研究所 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂(發賣) 

［出版日期］1939.7 

［知识责任］片山繁雄 著 

 

 

［正题名］現在の臺灣 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］白水社 

［出版日期］1920.8 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］日本の外交 

［第一责任人］信夫清三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1961.12 

［丛编题名］毎日ライブラリー 

［丛编题名］マイニチ ライブラリー 

［知识责任］信夫清三郎 編 

 

 

［正题名］近代日本思想史年表 

［第一责任人］近代日本思想史研究會著 

［译者］遠山茂樹編 



［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1957.7 

［丛编题名］近代日本思想史 

［丛编题名］キンダイ ニホン シソウシ 近代日本思想史研究會著 遠山茂樹編 4 

［附注内容］年表：1868-1945. 参考文献，索引. 

［主题词］日本思想/歴史/明治以後/年表 

［次知识责任］遠山茂樹 編 

 

 

［正题名］アメリカ経済の軍事化と恐慌 

［第一责任人］ソ同盟科学院経済研究所著 

［译者］川内唯彦訳 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.3 

［主题词］アメリカ合衆国/経済 

［次知识责任］川内唯彦 訳 

 

 

［正题名］アメリカ経済の軍事化と恐慌 

［第一责任人］ソ同盟科学院経済研究所著 

［译者］川内唯彦訳 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.4 

［主题词］アメリカ合衆国/経済 

［次知识责任］川内唯彦 訳 

 

 

［正题名］仏教 

［第一责任人］星野元豊，森龍吉共著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1957.5 

［丛编题名］現代哲学全書 

［丛编题名］ゲンダイ テツガク ゼンショ 8 

［附注内容］参考文献：p240-241 

［主题词］仏教 

［知识责任］星野元豊 著 

［知识责任］森龍吉 著 

 

 

［正题名］アメリカの政治機構 



［第一责任人］武藤嘉一著 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣出版 

［出版日期］1957.5 

［主题词］アメリカ合衆国/政治 

［知识责任］武藤嘉一 著 

 

 

［正题名］満洲国の断面 

［第一责任人］武藤富男著 

［出版地］東京 

［出版者］近代社 

［出版日期］1956.9 

［知识责任］武藤富男 著 

 

 

［正题名］中国共産党第八期全国代表大会第二回会議文献集 

［出版地］北京 

［出版者］外交出版社 

［出版日期］1958.6 

［正题名］孔子 

［第一责任人］尾崎辰之助著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1957.2 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 

［知识责任］尾崎辰之助 著 

 

 

［正题名］近代共産主義運動史 

［第一责任人］H.セィトン·ワッスン著 

［译者］中野忠夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］石崎書店 

［出版日期］1955.9 

［知识责任］Seton-Watson 著 

［知识责任］ワッスン 著 

［次知识责任］中野忠夫 訳 

 

 

［正题名］支那の解體と再統一 

［第一责任人］G.クラーク著 

［译者］荒畑勝三譯 



［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.1 

［知识责任］Clark 著 

［知识责任］クラーク 著 

［知识责任］荒畑寒村 譯 

 

 

［正题名］支那國治外法權ニ關スル委員會ノ報告書 

［第一责任人］外務省條約局第二課編 

［出版地］東京 

［出版者］外務省条約局第二課 

［出版日期］1929.5 

［丛编题名］支那國治外法權撤廢問題調査資料 

［丛编题名］シナコク チガイ ホウケン テッパイ モンダイ シリョウ 第 5 輯 

 

 

［正题名］黄河ノ歴史的研究 

［第一责任人］華北綜合調査研究所編輯 

［出版地］北京 

［出版者］華北綜合調査研究所 

［出版日期］1944.11 

［丛编题名］華北綜研叢刊 

［丛编题名］カホク ソウケン ソウカン 水利 第 1 號 

［主题词］黄河/歴史 

 

 

［正题名］北滿地方に於ける特産物の取引及採算 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社總務部調査課編輯 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1930.12 

［丛编题名］滿鐵調査資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ シリョウ 第 143 編 

 

 

［正题名］日本文法要説 

［第一责任人］佐藤喜代治著 

［出版地］東京 

［出版者］日本書院 

［出版日期］1962.6 

［主题词］日本語/文法 

［知识责任］佐藤喜代治 著 

 



 

［正题名］日本文法要説 

［第一责任人］佐藤喜代治著 

［出版地］東京 

［出版者］日本書院 

［出版日期］1962.6 

［主题词］日本語/文法 

［知识责任］佐藤喜代治 著 

 

 

［正题名］東部内蒙古調査報告 

［第一责任人］東部内蒙古調査報告編修委員編 

［出版地］［出版地不明 

［出版者］出版者不明 

［出版日期］1914］ 

［正题名］満蒙調査復命書 

［第一责任人］関東都督府民政部編 

［出版地］［旅順］ 

［出版者］関東都督府民政部 

［出版日期］1917.7 

［附注内容］题名不是取自题名页 

 

 

［正题名］社会経済史大系 

［第一责任人］増田四郎編 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1960.10 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］増田四郎 編 

 

 

［正题名］講座近代アジア思想史 

［第一责任人］野原四郎著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1960.12 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］野原四郎 著 

 

 

［正题名］ソヴェトの考え方の百科事典 

［出版地］東京 

［出版者］自由国民社 



［出版日期］1958.2 

［丛编题名］自由國民 

［丛编题名］ジユウ コクミン 2 

 

 

［正题名］明治維新史研究 

［第一责任人］服部之總著 

［出版地］東京 

［出版者］三和書房 

［出版日期］1947.1 

［附注内容］初版は昭和 8 年、白揚社より出版(本書に「再版序文」あり) 

［主题词］明治維新 

［知识责任］服部之総 著 

 

 

［正题名］アジア問題講座 

［第一责任人］創元社編 

［出版地］東京 

［出版者］創元社 

［出版日期］1940.10 

［知识责任］創元社 編 

 

 

［正题名］西藏探檢記 

［第一责任人］スウェン·ヘディン著 

［译者］高山洋吉譯 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1939.4 

［知识责任］Hedin 著 

［知识责任］ヘディン 著 

［次知识责任］高山洋吉 譯 

 

 

［正题名］漢字索引日華大字典 

［第一责任人］服部操著 

［出版地］京都 

［出版者］内外出版印刷 

［出版日期］1926.5 

［知识责任］服部操 著 

 

 

［正题名］中国労働事情 

［第一责任人］パウル·アルント, 沈覲扆, 羅挙芬共著 



［译者］藤沢久蔵訳 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1941.3 

［主题词］賃金 

［主题词］労働者 

［知识责任］Arndt 著 

［知识责任］アルント 著 

［知识责任］沈覲扆 著 

［知识责任］羅挙芬 著 

［次知识责任］藤沢久蔵 訳 

 

 

［正题名］現代支那人名鑑 

［第一责任人］外務省情報部編纂 

［出版地］東京 

［出版者］東亞同文會調査部 

［出版日期］1928.10 

［附注内容］付：日本支那西洋年暦表:巻末 10p 

［主题词］中国人/名簿 

 

 

［正题名］中国歴史理念の根源 

［第一责任人］根本誠著 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1943.8 

［主题词］中国思想 

［知识责任］根本誠 著 

 

 

［正题名］中國新金融政策論 

［第一责任人］馬寅初著 

［译者］森下修一訳 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1943.1 

［主题词］金融政策 

［知识责任］馬寅初 著 

［次知识责任］森下修一 訳 

 

 

［正题名］解體過程にある支那の經濟と社會 

［第一责任人］ウィットフォーゲル原著 



［译者］平野義太郎監譯 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1940.4 

［主题词］中国/経済/歴史 

［知识责任］Wittfogel 著 

［知识责任］ウィットフォーゲル 原著 

［次知识责任］平野義太郎 監譯 

 

 

［正题名］近代支那經濟史 

［第一责任人］平瀬巳之吉著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1942.9 

［知识责任］平瀬巳之吉 著 

 

 

［正题名］五代宋初の通貨問題 

［第一责任人］宮崎市定著 

［出版地］京都 

［出版者］星野書店 

［出版日期］1943.11 

［主题词］貨幣制度/中国 

［主题词］通貨問題/中国 

［知识责任］宮崎市定 著 

 

 

［正题名］印度 

［第一责任人］辻直四郎編 

［出版地］東京 

［出版者］偕成社 

［出版日期］1943.10 

［丛编题名］南方民俗誌叢書 

［丛编题名］ナンポウ ミンゾクシ ソウショ 5 

［主题词］インド 

［知识责任］辻直四郎 編 

 

 

［正题名］アジア史概説 

［第一责任人］松田寿男著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1956.8 



［主题词］アジア/歴史 

［知识责任］松田寿男 著 

 

 

［正题名］東洋史要説 

［第一责任人］鈴木俊著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1953.4 

［附注内容］年表：巻末 p1-16 

［主题词］東洋学 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］鈴木俊 著 

 

 

［正题名］世界史年表 

［第一责任人］尾鍋輝彦著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1953 

［丛编题名］アテネ文庫 

［丛编题名］アテネ ブンコ 208 

［主题词］歴史/年表 

［知识责任］尾鍋輝彦 著 

 

 

［正题名］滿洲ニ於ケル棉布及棉絲 

［第一责任人］關東都督府民政部庶務課編 

［出版地］大連 

［出版者］關東都督府民政部庶務課 

［出版日期］1915.12 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［主题词］綿織物 

 

 

［正题名］日支紛争に關する國際聯盟調査委員會の報告 

［第一责任人］外務省假編 

［译者］赤松祐之編 

［出版地］東京 

［出版者］國際聯盟協會 

［出版日期］1932.10 

［丛编题名］國際聯盟協會叢書 

［丛编题名］コクサイ レンメイ キョウカイ ソウショ 第 115 輯 

［附注内容］英文併記 



［知识责任］赤松祐之 編 

 

 

［正题名］朝鮮通史 

［第一责任人］林泰輔著 

［出版地］岡崎 

［出版者］進光社 

［出版日期］1944.4 

［知识责任］林泰輔 著 

 

 

［正题名］蒙古喇嘛教史 

［第一责任人］ジクメ·ナムカ著 

［译者］外務省調査部譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.12 

［主题词］ラマ教 

［知识责任］ナムカ 

 

 

［正题名］支那を知れ 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］雄風館書房 

［出版日期］1938.6 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］支那は起ちあがる 

［第一责任人］室伏高信著 

［出版地］東京 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1931.1 

［主题词］中国/社会 

［知识责任］室伏高信 著 

 

 

［正题名］支那と蒙古 

［第一责任人］米内山庸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］北光書房 

［出版日期］1943.11 

［主题词］中国/社会 



［主题词］蒙古/社会 

［知识责任］米内山庸夫 著 

 

 

［正题名］支那に在りて思ふ 

［第一责任人］湯澤三千男著 

［出版地］東京 

［出版者］創元社 

［出版日期］1940.8 

［主题词］中国/社会 

［主题词］中国/文化 

［知识责任］湯沢三千男 著 

 

 

［正题名］支那へ行く知識 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］高陽書院 

［出版日期］1939.3 

［主题词］中国/紀行 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］支那の心 

［第一责任人］清水安三著 

［出版地］東京 

［出版者］鄰友社 

［出版日期］1942.2 

［丛编题名］支那の人々 

［丛编题名］シナ ノ ヒトビト 清水安三著 続 

［知识责任］清水安三 著 

 

 

［正题名］支那の資源と日本 

［第一责任人］馬場锨太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1943.5 

［主题词］中国/資源 

［知识责任］馬場锨太郎 著 

 

 

［正题名］支那の新生活運動 

［第一责任人］大塚令三著 



［出版地］東京 

［出版者］畝傍書房 

［出版日期］1942.4 

［主题词］生活 

［知识责任］大塚令三 著 

 

 

［正题名］支那の商人生活 

［第一责任人］米田祐太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］教材社 

［出版日期］1940.11 

［主题词］中国/商業 

［知识责任］米田祐太郎 著 

 

 

［正题名］支那の社會と經濟 

［第一责任人］矢野仁一，西山栄久共著 

［出版地］東京 

［出版者］目黒書店 

［出版日期］1942.4 

［丛编题名］アジア歴史叢書 

［丛编题名］アジア レキシ ソウショ 2 

［知识责任］西山栄久 著 

［知识责任］矢野仁一 著 

 

 

［正题名］支那の下層民 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］高山書院 

［出版日期］1939.10 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］支那の發見 

［第一责任人］一戸務著 

［出版地］東京 

［出版者］光風館 

［出版日期］1942.1 

［知识责任］一戸務 著 

 

 

［正题名］支那貨幣制度論 



［第一责任人］宮下忠雄著 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪宝文館 

［出版日期］1938.4 

［知识责任］宮下忠雄 著 

 

 

［正题名］中國農書 

［第一责任人］ウィルヘルム·ワグナー著 

［译者］高山洋吉訳 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.9 

［丛编题名］東亞研究叢書 

［丛编题名］トウア ケンキュウ ソウショ 第 8 巻 

［附注内容］閲：天野元之助 

［主题词］中国/農業/歴史 

［知识责任］ワグナー 著 

［次知识责任］高山洋吉 訳 

 

 

［正题名］中國農書 

［第一责任人］ウィルヘルム·ワグナー著 

［译者］高山洋吉訳 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1942.6 

［丛编题名］東亞研究叢書 

［丛编题名］トウア ケンキュウ ソウショ 第 9 巻 

［附注内容］閲：天野元之助 

［主题词］中国/農業/歴史 

［知识责任］ワグナー 著 

［次知识责任］高山洋吉 訳 

 

 

［正题名］支那近世政黨史 

［第一责任人］佐藤俊三著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1940.11 

［知识责任］佐藤俊三 著 

 

 

［正题名］東洋史 



［第一责任人］小竹文夫，鈴木俊編 

［出版地］東京 

［出版者］有信堂 

［出版日期］1957.9 

［主题词］東洋/歴史 

［知识责任］小竹文夫 編 

［知识责任］鈴木俊 編 

 

 

［正题名］黒龍江及其支流の航運 

［第一责任人］露国黒龍探検隊編 

［译者］南満洲鐵道株式会社庶務部調査課編 

［译者］山下義雄訳 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪毎日新聞社 

［出版日期］1928.9 

［丛编题名］露亜経済調査叢書 

［丛编题名］ロア ケイザイ チョウサ ソウショ 

［知识责任］露国黒龍探検隊 編 

［知识责任］山下義雄 訳 

 

 

［正题名］山東の研究 

［第一责任人］山東研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］山東研究会 

［出版日期］1916 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］山東研究会 編 

 

 

［正题名］支那に於ける外国権益 

［第一责任人］英修道著 

［出版地］東京 

［出版者］慶応出版社 

［出版日期］1941.5 

［丛编题名］現代經濟新書 

［丛编题名］ゲンダイ ケイザイ シンショ 第 2 部 東亜経済論 第 5 

［附注内容］遡及 

［主题词］権益 

［知识责任］英修道 著 

 

 

［正题名］支那外交通史 



［第一责任人］窪田文三著 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1928.10 

［知识责任］窪田文三 著 

 

 

［正题名］支那外交史論 

［第一责任人］植田捷雄著 

［出版地］東京 

［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1933.9 

［附注内容］索引：巻末 4p 

［知识责任］植田捷雄 著 

 

 

［正题名］布哇歴史 

［第一责任人］渡部七郎著 

［出版地］東京 

［出版者］興學会教育部 

［出版日期］1938.6 

［附注内容］附録：日本語学校沿革 日本人人名録 

［主题词］ハワイ/歴史 

［知识责任］渡部七郎 著 

 

 

［正题名］現代日本外交史 

［第一责任人］丸山國雄著 

［出版地］東京 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1941.9 

［丛编题名］日本現代史全書 

［丛编题名］ニホン ゲンダイシ ゼンショ 7 

［知识责任］丸山国雄 著 

 

 

［正题名］支那の地方財政 

［第一责任人］長野敏一著 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1942.4 

［丛编题名］東亞叢書 

［丛编题名］トウア ソウショ 

［附注内容］参考文献：各章末 



［知识责任］長野敏一 著 

 

 

［正题名］支那の現実と理想 

［第一责任人］米内山庸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］今日の問題社 

［出版日期］1942.12 

［主题词］中国/社会 

［知识责任］米内山庸夫 著 

 

 

［正题名］支那近代史 

［第一责任人］松井等著 

［出版地］東京 

［出版者］明善社 

［出版日期］1939.10 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］松井等 著 

 

 

［正题名］支那の民族問題 

［第一责任人］東亞調査會編纂 

［出版地］東京 

［出版者］東京日日新聞社 

［出版日期］1942.10 

［主题词］中国/社会 

 

 

［正题名］支那の土豪 

［第一责任人］後藤朝太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］高山書院 

［出版日期］1940.2 

［主题词］中国/文化 

［知识责任］後藤朝太郎 著 

 

 

［正题名］支那の天文學 

［第一责任人］藪内清著 

［出版地］東京 

［出版者］恒星社 

［出版日期］1943.10 

［主题词］天文学/歴史 



［知识责任］薮内清 著 

 

 

［正题名］支那の横顔 

［第一责任人］林語堂著 

［译者］甲坂徳子訳 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版 

［出版日期］1941.5 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［知识责任］林語堂 著 

［次知识责任］甲坂徳子 訳 

 

 

［正题名］支那の洋鬼 

［第一责任人］カール·クロー著 

［译者］新保民八訳 

［出版地］東京 

［出版者］畝傍書房 

［出版日期］1942.7 

［知识责任］Crow 著 

［知识责任］クロー 著 

［次知识责任］新保民八 訳 

 

 

［正题名］アヘン戰争と香港 

［第一责任人］矢野仁一著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1939.7 

［丛编题名］支那外交史とイギリス 

［丛编题名］シナ ガイコウ ト イギリス 

［主题词］アヘン戦争 

［主题词］中国/対外関係/イギリス 

［知识责任］矢野仁一 著 

 

 

［正题名］滿洲歳時記 

［第一责任人］金丸精哉著 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1943.11 

［附注内容］附録：奉天附近に於ける植物の開花期, 滿洲國時憲書抄 

［主题词］年中行事/満州 



［知识责任］金丸精哉 著 

 

 

［正题名］水滸傳 

［第一责任人］施耐庵編著 

［译者］笹川臨風譯 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1939.6 

［丛编题名］世界大衆文學名作選集 

［丛编题名］セカイ タイシュウ ブンガク メイサク センシュウ 第 10 卷 

［知识责任］施耐庵 編著 

［次知识责任］笹川臨風 譯 

 

 

［正题名］中支の資源と貿易 

［第一责任人］馬場锨太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］實業之日本社 

［出版日期］1938.6 

［主题词］中国中部/産業 

［主题词］中国中部/資源 

［主题词］中国/貿易 

［知识责任］馬場锨太郎 著 

 

 

［正题名］中南米研究 

［第一责任人］平野常治，八百嘉忠共著 

［出版地］東京 

［出版者］海洋文化社 

［出版日期］1942.3 

［丛编题名］太平洋叢書 

［丛编题名］タイヘイヨウ ソウショ 

［知识责任］平野常治 著 

［知识责任］八百嘉忠 著 

 

 

［正题名］古い中國と新しい中國 

［第一责任人］貝塚茂樹著 

［出版地］東京 

［出版者］創文社 

［出版日期］1954.8 

［知识责任］貝塚茂樹 著 

 



 

［正题名］太平天國 

［第一责任人］増井經夫著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-70 

［主题词］太平天国 

［知识责任］増井経夫 著 

 

 

［正题名］日本歴史地圖 

［第一责任人］芝葛盛編 

［出版地］東京 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1927.2 

［知识责任］芝葛盛 編 

 

 

［正题名］海防物語水戸の大砲 

［第一责任人］關一著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄辨會講談社 

［出版日期］1943.6 

［丛编题名］少國民の日本文庫 

［丛编题名］ショウコクミン ノ ニホン ブンコ 

［知识责任］関一 著 

 

 

［正题名］水滸傳と支那民族 

［第一责任人］井坂錦江著 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1942.5 

［丛编题名］東亞文化叢書 

［丛编题名］トウア ブンカ ソウショ 7 

［主题词］水滸伝 

［知识责任］井坂錦江 著 

 

 

［正题名］満鉄外史 

［第一责任人］菊池寛著 

［出版地］東京 



［出版者］時代社 

［出版日期］1941.12 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［知识责任］菊池寛 著 

 

 

［正题名］支那に於ける共産運動 

［第一责任人］日本外事協會編 

［出版地］東京 

［出版者］日本外事協会 

［出版日期］1933.9 

［附注内容］付(345-401p)：中華ソヴィエット共和国憲法，土地法，労働法，人物誌,年表 

［主题词］共産主義 

 

 

［正题名］満洲の地方色 

［第一责任人］田口稔著 

［出版地］大連 

［出版者］大阪屋号書店 

［出版地］[大連] 

［出版者］中日文化協会(発売) 

［出版日期］1929 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］満州南部/地誌 

［知识责任］田口稔 著 

 

 

［正题名］ 新滿支案内 

［第一责任人］興亞研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1939.4 

［知识责任］興亞研究會 編 

 

 

［正题名］中国封建社会 

［第一责任人］瞿同祖著 

［译者］田島泰平訳 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1942.6 

［丛编题名］東亞叢書 

［丛编题名］トウア ソウショ 

［附注内容］田島泰平のヨミは一般的なもので確定していない 



［知识责任］瞿同祖 著 

［知识责任］小竹武夫 訳 

［次知识责任］田島泰平 訳 

 

 

［正题名］中国封建社会 

［第一责任人］瞿同祖著 

［译者］田島泰平訳 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1942.6 

［丛编题名］東亞叢書 

［丛编题名］トウア ソウショ 

［附注内容］田島泰平のヨミは一般的なもので確定していない 

［知识责任］瞿同祖 著 

［知识责任］小竹武夫 訳 

［次知识责任］田島泰平 訳 

 

 

［正题名］中国革命史 

［第一责任人］貝華著 

［译者］中村常三訳 

［出版地］東京 

［出版者］學藝社 

［出版日期］1942 

［丛编题名］東亜文庫 

［丛编题名］トウア ブンコ 

［知识责任］貝華 著 

［次知识责任］中村常三 訳 

 

 

［正题名］國民年鑑 

［第一责任人］國民新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］民友社出版部 

［出版日期］1940.10 

［正题名］中世南島通交貿易史の研究 

［第一责任人］小葉田淳著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1939.9 

［知识责任］小葉田淳 著 

 

 



［正题名］中華民国維新政府概史 

［第一责任人］維新政府概史編纂委員会編 

［出版地］南京 

［出版者］行政院宣傳局 

［出版日期］1940.3 

［主题词］中国/政治/歴史/民国時代 

［知识责任］維新政府概史編纂委員会 編 

 

 

［正题名］滿洲鐵道建設秘話 

［第一责任人］鐵道總局建設局編 

［出版地］大連 

［出版者］滿鐵社員會 

［出版日期］1940.6 

［附注内容］小村候と満鉄(梅野実)ほか 100 編を収録したもの 

［主题词］南満州鉄道株式会社 

［知识责任］鐵道總局建設局 編 

 

 

［正题名］東亞史論藪 

［第一责任人］和田清著 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1942.12 

［知识责任］和田清 著 

 

 

［正题名］明治外交史 

［第一责任人］田保橋潔著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934 

［丛编题名］岩波講座日本歴史 

［丛编题名］イワナミ コウザ ニホン レキシ 国史研究会編 

［知识责任］田保橋潔 著 

 

 

［正题名］對支回顧録 

［第一责任人］對支功勞者傳記編纂會編 

［出版地］東京 

［出版者］對支功勞者傳記編纂會 

［出版日期］1936.7 

［附注内容］東亞同文會内對支功勞者傳記編纂會編輯·発行 

［知识责任］対支功労者伝記編纂会 編 



 

 

［正题名］濱北線及背後地經濟事情 

［第一责任人］鐡道總局資料課編 

［出版地］奉天 

［出版者］滿鐡鐡道總局 

［出版日期］1937.3 

［附注内容］「秘」扱い 

 

 

［正题名］中支江南農村社会制度研究 

［第一责任人］林惠海著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1953.11 

［主题词］農村/中国 1949- 中華人民共和国 

［知识责任］林恵海 著 

 

 

［正题名］三井之茶業 

［第一责任人］三井合名會社台灣出張所編 

［出版地］台湾 

［出版者］三井合名會社台灣出張所 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］近代日本貿易史 

［第一责任人］松井清編 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1961.10 

［丛编题名］京都大学総合経済研究所研究叢書 

［丛编题名］キョウト ダイガク ソウゴウ ケイザイ ケンキュウジョ ケンキュウ ソウシ

ョ 13 

［知识责任］松井清 編 

 

 

［正题名］近代日本貿易史 

［第一责任人］松井清編 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1959.4 

［丛编题名］京都大学総合経済研究所研究叢書 

［丛编题名］キョウト ダイガク ソウゴウ ケイザイ ケンキュウジョ ケンキュウ ソウシ

ョ 12 

［知识责任］松井清 編 



 

 

［正题名］近代日本貿易史 

［第一责任人］松井清編 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1963.6 

［丛编题名］京都大学総合経済研究所研究叢書 

［丛编题名］キョウト ダイガク ソウゴウ ケイザイ ケンキュウジョ ケンキュウ ソウシ

ョ 15 

［知识责任］松井清 編 

 

 

［正题名］滿洲銀行會社年鑑 

［第一责任人］大連商工會議所編 

［出版地］大連 

［出版者］大連商工會議所 

［出版日期］1938.8 

［主题词］会社/名簿 

 

 

［正题名］南満洲電気株式会社沿革史 

［第一责任人］南満州電気株式会社編 

［出版地］大連 

［出版者］南満洲電気 

［出版日期］1930.11 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］南満州電気株式会社 

［知识责任］南満州電気株式会社 編 

 

 

［正题名］日本農民運動史 

［第一责任人］農民運動史研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1961.4 

［附注内容］監修：大島清 

［附注内容］日本農民運動史年表：p1-103(巻末) 

 

 

［正题名］全面和平への路 

［第一责任人］汪兆銘著 

［译者］東亜聯盟中国総会編 

［出版地］東京 



［出版者］改造社 

［出版日期］1941 

［附注内容］田村眞作編者 

［附注内容］附録：中国に於ける東亜聯盟運動の現状,将来 

［知识责任］汪兆銘 著 

 

 

［正题名］ハンター印度史 

［第一责任人］W.W.ハンター著 

［译者］茂垣長作譯 

［出版地］東京 

［出版者］彰考書院 

［出版日期］1944.10 

［附注内容］遡及データによる流用入力 

［知识责任］Hunter 著 

［知识责任］ハンター 著 

［次知识责任］茂垣長作 譯 

 

 

［正题名］支那經濟の崩壊と日本 

［第一责任人］高橋亀吉著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1936.1 

［知识责任］高橋亀吉 著 

 

 

［正题名］支那の屏風 

［第一责任人］サマセット·モーム著 

［译者］鷲巣尚譯 

［出版地］東京 

［出版者］小学館 

［出版日期］1942.7 

［知识责任］Maugham 著 

［知识责任］モーム 著 

［次知识责任］鷲巣尚 譯 

 

 

［正题名］支那の芝居 

［第一责任人］永持徳一著 

［出版地］東京 

［出版者］泰山房 

［出版日期］1941.12 

［主题词］中国演劇 



［知识责任］永持徳一 著 

 

 

［正题名］支那の歴史と文化 

［第一责任人］矢野仁一，内藤雋輔共著 

［出版地］東京 

［出版者］目黒書店 

［出版日期］1941.4 

［丛编题名］アジア歴史叢書 

［丛编题名］アジア レキシ ソウショ 1 

［知识责任］内藤雋輔 著 

［知识责任］矢野仁一 著 

 

 

［正题名］支那の現状 

［第一责任人］大西齋著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1928.12 

［丛编题名］朝日常識講座 

［丛编题名］アサヒ ジョウシキ コウザ 第 3 巻 

［主题词］中国/政治 

［知识责任］大西齋 著 

 

 

［正题名］中華塩業事情 

［第一责任人］住吉信吾，加藤哲太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］龍宿山房 

［出版日期］1941.11 

［主题词］製塩 

［知识责任］住吉信吾 著 

［知识责任］加藤哲太郎 著 

 

 

［正题名］中国の社会風景 

［第一责任人］柯政和著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋号書店 

［出版日期］1945.4 

［主题词］中国/社会 

［知识责任］柯政和 著 

 

 



［正题名］中國の西北角 

［第一责任人］長江著 

［译者］松枝茂夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1938.1 

［知识责任］范長江 著 

［次知识责任］松枝茂夫 訳 

 

 

［正题名］日本共産党決議決定集 

［第一责任人］日本共産党中央委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版局 

［出版日期］1957.11 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］現代の中間階級 

［第一责任人］田沼肇編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1958.2 

［丛编题名］現代資本主義双書 

［丛编题名］ゲンダイ シホン シュギ ソウショ 

［知识责任］田沼肇 編 

 

 

［正题名］中國の風俗と食品 

［第一责任人］井川克巳編 

［出版地］北京 

［出版者］華北交通社員會 

［出版日期］1942.2 

［知识责任］井川克巳 編 

 

 

［正题名］中国の人民公社化運動 

［第一责任人］外文出版社編 

［出版地］北京 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1958.11 

［正题名］支那近世史要 

［第一责任人］出石誠彦著 

［出版地］東京 



［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1942.9 

［丛编题名］ラジオ新書 

［丛编题名］ラジオ シンショ 第 83 

［附注内容］限定版 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［知识责任］出石誠彦 著 

 

 

［正题名］支那に於けるソヴィエット 

［第一责任人］ヴィクター·ヤコントフ著 

［译者］落合久生訳 

［出版地］北京 

［出版者］新民会中央総会弘報室 

［出版日期］1941.9 

［丛编题名］新民叢書 

［丛编题名］シンミン ソウショ 第 4 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］共産主義 

［知识责任］Yakhontoff 著 

［知识责任］ヤコントフ 著 

［次知识责任］落合久生 訳 

 

 

［正题名］中支ニ於ケル中國人ノ衣食ニ關スル調査報告書 

［第一责任人］上海大日本帝國大使館事務所編 

［出版地］上海 

［出版者］上海大日本帝國大使館事務所 

［出版日期］1943.12 

［正题名］ 新滿洲鑛工総覽 

［第一责任人］日本産業調査会満洲支局編 

［出版地］東京 

［出版者］日本産業調査会出版部 

［出版日期］1941.6 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］日本産業調査会満洲支局 編 

 

 

［正题名］滿洲中央銀行十年史 

［第一责任人］栃倉正一著 

［译者］大澤菊太郎序 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲中央銀行 

［出版日期］1942.6 



［知识责任］栃倉正一 著 

 

 

［正题名］滿洲農産統計 

［第一责任人］水谷國一編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1942.11 

［丛编题名］満鉄調査研究資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ ケンキュウ シリョウ 第 66 編 

［附注内容］昭和 15 年,昭和 16 年の編者: 鐵道總局調査局調査課 

［知识责任］水谷國一 編 

 

 

［正题名］經濟學辭典 

［第一责任人］大阪商科大學經濟研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.11 

［主题词］経済学/辞書 

 

 

［正题名］經濟學辭典 

［第一责任人］大阪商科大學經濟研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1931.2 

［主题词］経済学/辞書 

 

 

［正题名］經濟學辭典 

［第一责任人］大阪商科大學經濟研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1931.4 

［主题词］経済学/辞書 

 

 

［正题名］朝日年鑑 

［第一责任人］菊池侃編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1955 

［附注内容］付：主要官厅職員録 



［主题词］日本/年鑑 

［知识责任］菊池侃 編 

 

 

［正题名］金融大辞典 

［第一责任人］橋爪明男編 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1934.6 

［附注内容］監修：山崎覺二郎 

［知识责任］橋爪明男 編 

 

 

［正题名］金融大辞典 

［第一责任人］橋爪明男編 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1934.7 

［附注内容］監修：山崎覺二郎 

［知识责任］橋爪明男 編 

 

 

［正题名］満州国商業実態調査書 

［第一责任人］経済部商務司，滿洲生活必需品株式會社，全滿商工公會編 

［出版地］［出版地不明 

［出版者］出版者不明］ 

［出版日期］1942.5 

［正题名］太平洋に於ける國際經濟關係 

［第一责任人］ 三菱經濟研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］三菱経済研究所 

［出版日期］1937.7 

［附注内容］付：『太平洋略圖』折り込み図 

 

 

［正题名］記録寫眞太平洋戰争史 

［第一责任人］ロバート·シャーロッド編 

［译者］中野五郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］光文社 

［出版日期］1952.3 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］Sherrod 編 

［知识责任］シャーロッド 編 



［次知识责任］中野五郎 訳 

 

 

［正题名］記録寫眞太平洋戰争史 

［第一责任人］ロバート·シャーロッド編 

［译者］中野五郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］光文社 

［出版日期］1952.7 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］Sherrod 編 

［知识责任］シャーロッド 編 

［次知识责任］中野五郎 訳 

 

 

［正题名］支那ニ於ケル歐米人ノ建設物調査 

［第一责任人］通商局管理課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］通商局管理課 

［出版日期］1921.11 

［正题名］倭漢三才圖會 

［第一责任人］寺島良安著 

［出版地］東京 

［出版者］中外出版社 

［出版日期］1901.6 

［附注内容］発売：有斐閣ほか 

［知识责任］寺島良安 著 

 

 

［正题名］倭漢三才圖會 

［第一责任人］寺島良安著 

［出版地］東京 

［出版者］中外出版社 

［出版日期］1901.7 

［附注内容］発売：有斐閣ほか 

［知识责任］寺島良安 著 

 

 

［正题名］倭漢三才圖會 

［第一责任人］寺島良安著 

［出版地］東京 

［出版者］中外出版社 

［出版日期］1901.10 

［附注内容］発売：有斐閣ほか 



［知识责任］寺島良安 著 

 

 

［正题名］倭漢三才圖會 

［第一责任人］寺島良安著 

［出版地］東京 

［出版者］中外出版社 

［出版日期］1901.12 

［附注内容］発売：有斐閣ほか 

［知识责任］寺島良安 著 

 

 

［正题名］倭漢三才圖會 

［第一责任人］寺島良安著 

［出版地］東京 

［出版者］中外出版社 

［出版日期］1902.6 

［附注内容］発売：有斐閣ほか 

［知识责任］寺島良安 著 

 

 

［正题名］支那年鑑 

［第一责任人］東亜同文会調査編纂部編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜同文会調査編纂部 

［出版日期］1927.2 

［正题名］安南史研究 

［第一责任人］山本達郎著 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1950.6 

［附注内容］300 部限定版 

［附注内容］附：附図 明の府州県 

［主题词］インドシナ/歴史 

［知识责任］山本達郎 著 

 

 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1913.9 

［知识责任］東京楷行社 編 

 



 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1912.5 

［知识责任］東京楷行社 編 

 

 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1912.7 

［知识责任］東京楷行社 編 

 

 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1912.12 

［知识责任］東京楷行社 編 

 

 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1913.7 

［知识责任］東京楷行社 編 

 

 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1914.7 

［知识责任］東京楷行社 編 

 

 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 



［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1913.12 

［知识责任］東京楷行社 編 

 

 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1912.5 

［附注内容］本条为一函,函内装有地图 21 张 

［知识责任］東京楷行社 編 

 

 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1912.5 

［附注内容］本条为一函,函内装有地图 44 张 

［知识责任］東京楷行社 編 

 

 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1912.5 

［附注内容］本条为一函,函内装有地图 26 张 

［知识责任］東京楷行社 編 

 

 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1912.5 

［附注内容］本条为一函,函内装有地图 48 张 

［知识责任］東京楷行社 編 

 

 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 



［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1912.5 

［附注内容］本条为一函,函内装有地图 29 张 

［知识责任］東京楷行社 編 

 

 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1912.5 

［附注内容］本条为一函,函内装有地图 64 张 

［知识责任］東京楷行社 編 

 

 

［正题名］明治三十七八年日露戰史 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版地］東京 

［出版者］東京楷行社 

［出版日期］1912.5 

［附注内容］本条为一函,函内装有地图 23 张 

［知识责任］東京楷行社 編 

 

 

［正题名］日本帝国主義の発展 

［第一责任人］小山弘健，浅田光輝著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1958.11 

［丛编题名］日本帝国主義史 

［丛编题名］ニホン テイコク シュギシ 小山弘健，浅田光輝著 第 2 巻 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］小山弘健 著 

［知识责任］浅田光輝 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義の形成 

［第一责任人］小山弘健，浅田光輝著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1958.4 

［丛编题名］日本帝国主義史 

［丛编题名］ニホン テイコク シュギシ 小山弘健，浅田光輝著 第 1 巻 

［主题词］帝国主義 



［知识责任］小山弘健 著 

［知识责任］浅田光輝 著 

 

 

［正题名］物語日本の労働運動 

［第一责任人］大衆の読本刊行会編 

［出版地］東京 

［出版者］理論社 

［出版日期］1953.2 

［附注内容］服部之総監修 

［主题词］労働運動/日本/歴史 

［知识责任］大衆の読本刊行会 編 

 

 

［正题名］野坂参三選集 

［第一责任人］野坂参三著 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1961.9 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会機関誌経営局(発売) 

［主题词］政治 

［知识责任］野坂参三 著 

 

 

［正题名］航海日記 

［第一责任人］村垣淡路守範正著 

［译者］吉田常吉編 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1959.4 

［丛编题名］時事新書 

［丛编题名］ジジ シンショ 日米両国関係史 中 

［知识责任］村垣範正 著 

［次知识责任］吉田常吉 編 

 

 

［正题名］日本論 

［第一责任人］志賀義雄編 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1961.8 

［主题词］共産主義 

［知识责任］志賀義雄 編 



 

 

［正题名］乱世の歴史像 

［第一责任人］高橋磌一著 

［出版地］東京 

［出版者］志摩書房 

［出版日期］1959.8 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［主题词］洋学/歴史 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸末期 

［知识责任］高橋磌一 著 

 

 

［正题名］西洋史研究入門 

［第一责任人］井上幸治，林健太郎編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1954.12 

［主题词］西洋/歴史 

［知识责任］林健太郎 編 

［知识责任］井上幸治 編 

 

 

［正题名］近代中国史 

［第一责任人］ジョルジュ·デュバルビエ著 

［译者］後藤冨男，白鳥芳郎共訳 

［出版地］東京 

［出版者］白水社 

［出版日期］1955.7 

［丛编题名］文庫クセジュ 

［丛编题名］ブンコ クセジュ 173 

［附注内容］年表：p129-138 

［附注内容］巻末：参考文献 

［附注内容］付：地図 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］Dubarbier 著 

［知识责任］デュバルビエ 著 

［次知识责任］後藤冨男 訳 

［次知识责任］白鳥芳郎 訳 

 

 

［正题名］基督教會史 

［第一责任人］館岡剛著 

［出版地］東京 



［出版者］警醒社 

［出版日期］1932.5 

［附注内容］著者のヨミは不確定 

［知识责任］館岡剛 著 

 

 

［正题名］歴史学入門 

［第一责任人］増田四郎著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1959.3 

［丛编题名］河出講座 

［丛编题名］カワデ コウザ 

［附注内容］主要文献解題：p235-240 

［附注内容］人名索引：巻末 

［主题词］歴史学 

［知识责任］増田四郎 著 

 

 

［正题名］危機に立つ日本 

［第一责任人］上原専禄著 

［出版地］東京 

［出版者］未来社 

［出版日期］1953.4 

［知识责任］上原専禄 著 

 

 

［正题名］日米外交秘史 

［第一责任人］F·モアー著 

［译者］寺田喜治郎，南井慶二共譯 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1951.10 

［附注内容］With Japan's leaders / by Frederick Moore 

［知识责任］Moore 著 

［知识责任］モアー 著 

［次知识责任］寺田喜治郎 譯 

［次知识责任］南井慶二 譯 

 

 

［正题名］世界史 

［第一责任人］山本達郎編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1958.10 

［丛编题名］岩波小辞典 

［丛编题名］イワナミ ショウジテン 

［主题词］東洋史/辞典 

［知识责任］山本達郎 編 

 

 

［正题名］日本史 

［第一责任人］家永三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.5 

［丛编题名］岩波小辞典 

［丛编题名］イワナミ ショウジテン 

［主题词］日本史/辞典 

［知识责任］家永三郎 編 

 

 

［正题名］国際問題 

［第一责任人］蝋山芳郎編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.5 

［丛编题名］岩波小辞典 

［丛编题名］イワナミ ショウジテン 

［主题词］国際問題/辞書 

［知识责任］蝋山芳郎 編 

 

 

［正题名］解説日本史年表 

［第一责任人］和歌森太郎編 

［出版地］東京 

［出版者］有精堂 

［出版日期］1960.2 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］アメリカ外交 50 年 

［第一责任人］G.ケナン 著 

［译者］近藤晋一，飯田藤次共訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.10 

［丛编题名］岩波現代叢書 



［丛编题名］イワナミ ゲンダイ ソウショ 

［主题词］アメリカ合衆国-対外関係 

［知识责任］Kennan 著 

［知识责任］ケナン 著 

［次知识责任］飯田藤次 訳 

［次知识责任］近藤晋一 訳 

 

 

［正题名］濟南事情 

［第一责任人］濟南日本商工會議所編 

［出版地］濟南 

［出版者］濟南日本商工會議所 

［出版日期］1941.1 

［知识责任］済南日本商工会議所 編 

 

 

［正题名］明治大帝 

［第一责任人］大日本雄弁会講談社編 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会講談社 

［出版日期］1933.5 

［附注内容］明治天皇の肖像あり 

［附注内容］箱入 

［附注内容］明治大帝御一代年譜：P549～552 

 

 

［正题名］支那近代文化史 

［第一责任人］陳登原著 

［译者］菅茂訳 

［出版地］東京 

［出版者］人文閣 

［出版日期］1940.9 

［丛编题名］支那文化叢書 

［丛编题名］シナ ブンカ ソウショ 

［主题词］中国/文化/歴史 

［知识责任］陳登原 著 

［次知识责任］菅茂 訳 

 

 

［正题名］支那の国土計画 

［第一责任人］孫文著 

［译者］芳賀雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］日本電報通信社出版部 



［出版日期］1942.5 

［附注内容］付：中国鉄路全図 

［主题词］国土計画/中国 

［知识责任］孫文 著 

［次知识责任］芳賀雄 訳 

 

 

［正题名］支那経済記事解説 

［第一责任人］彭盛木訳補 

［出版地］上海 

［出版者］東亜同文書院支那研究部 

［出版日期］1934.5 

［附注内容］附：支那金融商業用語 

［附注内容］楊蔭溥氏の編著「経済新聞読法」を訳し、若干添削を加えたもの 

［知识责任］彭盛木 訳補 

 

 

［正题名］支那経済記事解説 

［第一责任人］彭盛木訳補 

［出版地］上海 

［出版者］東亜同文書院支那研究部 

［出版日期］1935.8 

［附注内容］附：支那金融商業用語 

［知识责任］彭盛木 訳補 

 

 

［正题名］時文研究支那經濟記事の讀方 

［第一责任人］鐘ケ江信光著 

［出版地］東京 

［出版者］文求堂 

［出版日期］1943.11 

［知识责任］鐘ケ江信光 著 

 

 

［正题名］大逆事件 

［第一责任人］絲屋寿雄著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.2 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 217 

［附注内容］大逆事件||タイギャク ジケン 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］絲屋寿雄 著 



 

 

［正题名］獄中日記 

［第一责任人］河上肇著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.11 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］獄中日記 

［第一责任人］河上肇著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.12 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］日本社會政策史 

［第一责任人］風早八十二著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1957.2 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 25 

［知识责任］風早八十二 著 

 

 

［正题名］日本社會政策史 

［第一责任人］風早八十二著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1957.1 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 31 

［知识责任］風早八十二 著 

 

 

［正题名］荊逆星霜史 

［第一责任人］吉川守圀著 

［译者］岸本英太郎編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1957.8 



［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 307 { 資料日本社会運動思想史 明治後期第 9 集別巻 

［主题词］社会運動/歴史 

［知识责任］吉川守圀 著 

［次知识责任］岸本英太郎 編·解説 

 

 

［正题名］中国社会主義の研究 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1959.7 

［主题词］人民公社 

 

 

［正题名］東京ーワシントンの密談 

［第一责任人］宮澤喜一著 

［出版地］東京 

［出版者］実業之日本社 

［出版日期］1956.12 

［主题词］日本/外国関係/アメリカ合衆国/歴史/昭和時代 

［知识责任］宮沢喜一 著 

 

 

［正题名］板垣征四郎 

［第一责任人］西郷鋼作著 

［出版地］東京 

［出版者］政治知識社 

［出版日期］1938.9 

［知识责任］西郷鋼作 著 

 

 

［正题名］満蒙年鑑 

［第一责任人］滿蒙文化協會編 

［出版地］大連 

［出版者］満蒙文化協会 

［出版日期］1926 

［主题词］満州/年鑑 

 

 

［正题名］満蒙年鑑 

［第一责任人］滿蒙文化協會編 

［出版地］大連 

［出版者］満蒙文化協会 



［出版日期］1927 

［主题词］満州/年鑑 

 

 

［正题名］満蒙年鑑 

［第一责任人］滿蒙文化協會編 

［出版地］大連 

［出版者］満蒙文化協会 

［出版日期］1929.11 

［主题词］満州/年鑑 

 

 

［正题名］世界史像の新形成 

［第一责任人］上原専禄著 

［出版地］東京 

［出版者］創文社 

［出版日期］1955.9 

［主题词］世界史 

［知识责任］上原専禄 著 

 

 

［正题名］国姓爺 

［第一责任人］石原道博著 

［译者］日本歴史学会編著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1959.4 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 22 

［附注内容］参考文献：p115-120 

［知识责任］石原道博 著 

 

 

［正题名］わが党のたたかった道 

［第一责任人］宮本顕治著 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1961.7 

［主题词］政治/論説 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］宮本顕治 著 

 

 

［正题名］思想と文化のたたかい 



［第一责任人］蔵原惟人著 

［出版地］東京 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1961.6 

［知识责任］蔵原惟人 著 

 

 

［正题名］チベットの解放 

［第一责任人］グレヴィッチ著 

［译者］世界政治資料編集部訳 

［出版地］東京 

［出版者］新読書社出版部 

［出版日期］1959.8 

［主题词］チベット/政治 

［知识责任］Gurevich 著 

［知识责任］グレヴィッチ 著 

 

 

［正题名］日本經濟史概要 

［第一责任人］土屋喬雄著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.4 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 22 

［主题词］日本/経済/歴史 

［知识责任］土屋喬雄 著名 

 

 

［正题名］戦争と文明 

［第一责任人］アーノルド·トインビー著 

［译者］山本新，山口光朔訳 

［出版地］東京 

［出版者］社会思想研究会出版部 

［出版日期］1959.10 

［丛编题名］社会思想選書 

［丛编题名］シャカイ シソウ センショ 

［主题词］戦争 

［知识责任］Toynbee 著 

［知识责任］トインビー 著 

［次知识责任］山本新 訳 

［次知识责任］山口光朔 訳 

 

 



［正题名］支那改造論 

［第一责任人］田崎仁義著 

［出版地］東京 

［出版者］同文館 

［出版日期］1926.6 

［知识责任］田崎仁義 著 

 

 

［正题名］民族の問題 

［第一责任人］高田保馬著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1935.12 

［知识责任］高田保馬 著 

 

 

［正题名］世界風俗奇譚 

［第一责任人］加茂熊太郎訳著 

［出版地］東京 

［出版者］国民書院 

［出版日期］1918.6 

［附注内容］校閲：野口保興 

［知识责任］加茂熊太郎 訳著 

 

 

［正题名］支那人の観た中日外交秘史 

［第一责任人］蔡元培等編 

［译者］渡辺新五郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］先進社 

［出版日期］1931.11 

［主题词］中国/外国関係/日本 

［知识责任］蔡元培 編 

［次知识责任］渡辺新五郎 訳 

 

 

［正题名］東洋哲學思潮大觀 

［第一责任人］下澤瑞世著 

［出版地］東京 

［出版者］東京刊行社 

［出版日期］1920.10 

［丛编题名］哲学講話 

［丛编题名］テツガク コウワ 第 11 編 

［知识责任］下沢瑞世 著 



 

 

［正题名］東洋封建制史論 

［第一责任人］ガイムク編 

［译者］西村雄三譯 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1936.3 

［知识责任］GAIMK 編 

［知识责任］ガイムク 編 

［次知识责任］西村雄三 譯 

 

 

［正题名］世界歴史講座 

［第一责任人］民主主義科学者協会歴史部会著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.12 

［正题名］世界歴史講座 

［第一责任人］民主主義科学者協会歴史部会著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.1 

［正题名］世界歴史講座 

［第一责任人］民主主義科学者協会歴史部会著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1958.1 

［正题名］世界歴史講座 

［第一责任人］民主主義科学者協会歴史部会著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.3 

［正题名］世界歴史講座 

［第一责任人］民主主義科学者協会歴史部会著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.6 

［正题名］世界歴史講座 

［第一责任人］民主主義科学者協会歴史部会著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.8 

［正题名］第一次大戦から第二次大戦へ 



［第一责任人］坂本是忠著 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956.5 

［丛编题名］現代アジア史 

［丛编题名］ゲンダイ アジアシ 第 1 巻 

［附注内容］現代アジア史年表：p305-319 

［知识责任］坂本是忠 著 

 

 

［正题名］戦後のアジア 

［第一责任人］本橋渥著 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956.6 

［丛编题名］現代アジア史 

［丛编题名］ゲンダイ アジアシ 第 2 巻 

［附注内容］現代アジア史年表：p267-277 

［主题词］アジア/歴史 

［知识责任］本橋渥 著 

 

 

［正题名］アジアの展望 

［第一责任人］鶴田三千夫著 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956.7 

［丛编题名］現代アジア史 

［丛编题名］ゲンダイ アジアシ 第 3 巻 

［主题词］アジア/歴史 

［知识责任］鶴田三千夫 著 

 

 

［正题名］世界史におけるアジア 

［第一责任人］古島和雄著 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956.8 

［丛编题名］現代アジア史 

［丛编题名］ゲンダイ アジアシ 第 4 巻 

［附注内容］付：現代アジア研究の手引：p261-310 

［主题词］アジア/歴史 

［知识责任］古島和雄 著 

 



 

［正题名］生活の発見 

［第一责任人］林語堂著 

［译者］阪本勝訳 

［出版地］東京 

［出版者］創元社 

［出版日期］1939.10 

［附注内容］遡及 

［主题词］人生論 

［知识责任］林語堂 著 

［次知识责任］阪本勝 訳 

 

 

［正题名］アメリカ社会文化史 

［第一责任人］M·カーチ著 

［译者］龍口直太郎，鶴見和子，鵜飼信成訳 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1954.10 

［附注内容］原著改訂増補版(1951)の全訳 

［主题词］アメリカ合衆国/歴史 

［主题词］アメリカ合衆国/社会/歴史 

［主题词］アメリカ合衆国/文化/歴史 

［知识责任］Curti 著 

［知识责任］カーチ 著 

［次知识责任］龍口直太郎 訳 

［次知识责任］鶴見和子 訳 

［次知识责任］鵜飼信成 訳 

 

 

［正题名］アメリカ社会文化史 

［第一责任人］M·カーチ著 

［译者］龍口直太郎，鶴見和子，鵜飼信成訳 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1956.4 

［主题词］アメリカ合衆国/歴史 

［主题词］アメリカ合衆国/社会/歴史 

［主题词］アメリカ合衆国/文化/歴史 

［知识责任］Curti 著 

［知识责任］カーチ 著 

［次知识责任］龍口直太郎 訳 

［次知识责任］鶴見和子 訳 

［次知识责任］鵜飼信成 訳 



 

 

［正题名］アメリカ社会文化史 

［第一责任人］M·カーチ著 

［译者］龍口直太郎，鶴見和子，鵜飼信成訳 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1958.5 

［主题词］アメリカ合衆国/歴史 

［主题词］アメリカ合衆国/社会/歴史 

［主题词］アメリカ合衆国/文化/歴史 

［知识责任］Curti 著 

［知识责任］カーチ 著 

［次知识责任］龍口直太郎 訳 

［次知识责任］鶴見和子 訳 

［次知识责任］鵜飼信成 訳 

 

 

［正题名］中国経済の諸問題 

［第一责任人］清水義汎著 

［出版地］東京 

［出版者］泉文堂 

［出版日期］1959.9 

［主题词］中国/経済 

［知识责任］清水義汎 著 

 

 

［正题名］中国共産党の十年 

［第一责任人］鄭竹園著 

［译者］江南香訳 

［出版地］東京 

［出版者］日本外政学会 

［出版日期］1959.9 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］鄭竹園 著 

［次知识责任］江南香 訳 

 

 

［正题名］政治家史論 

［第一责任人］板倉卓造著 

［出版地］東京 

［出版者］慶應通信 

［出版日期］1954.10 

［主题词］政治家 



［知识责任］板倉卓造 著 

 

 

［正题名］史学概論 

［第一责任人］林健太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1953.5 

［丛编题名］教養全書 

［丛编题名］キョウヨウ ゼンショ 

［主题词］歴史学 

［知识责任］林健太郎 著 

 

 

［正题名］古代日韓交渉史斷片考 

［第一责任人］中田薫著 

［出版地］東京 

［出版者］創文社 

［出版日期］1956.10 

［知识责任］中田薫 著 

 

 

［正题名］歴史哲学 

［第一责任人］柳田謙十郎著 

［出版地］東京 

［出版者］創文社 

［出版日期］1957.4 

［主题词］歴史哲学 

［知识责任］柳田謙十郎 著 

 

 

［正题名］経済史文献解題 

［第一责任人］日本経済史研究所経済史文献編集委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1960.3 

［附注内容］出版者変更：日本評論新社→日本評論社→清文堂出版 

［主题词］経済/歴史/書目 

 

 

［正题名］日本共産党決議決定集 

［第一责任人］日本共産党中央委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本共産党中央委員会出版局 



［出版日期］1960.2 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］近代における中国と日本 

［第一责任人］北山康夫著 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1958.11 

［丛编题名］新文化選書 

［丛编题名］シンブンカ センショ 

［附注内容］巻末：年表，参考文献 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］北山康夫 著 

 

 

［正题名］支那新輸入税率と日支貿易 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社東亜経済調査局編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜経済調査局 

［出版日期］1931.8 

［丛编题名］経済資料 

［丛编题名］ケイザイ シリョウ 第 177 

［主题词］輸入税 

［主题词］中国/貿易 

 

 

［正题名］北寧鐵道調査報告 

［第一责任人］支那駐屯軍司令部乙嘱託班編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］支那駐屯軍司令部乙嘱託班 

［出版日期］1937 

［丛编题名］北支·産業調査書類 

［丛编题名］ホクシ サンギョウ チョウサ ショルイ 第五編第六巻第二號 

［知识责任］支那駐屯軍司令部乙嘱託班 編 

 

 

［正题名］軍国日本の形成 

［第一责任人］福地重孝著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1959.11 

［主题词］日本思想 



［知识责任］福地重孝 著 

 

 

［正题名］日支交通史 

［第一责任人］木宮泰彦著 

［出版地］東京 

［出版者］金刺芳流堂 

［出版日期］1927.10 

［知识责任］木宮泰彦 著 

 

 

［正题名］日支交通史 

［第一责任人］木宮泰彦著 

［出版地］東京 

［出版者］金刺芳流堂 

［出版日期］1928.2 

［知识责任］木宮泰彦 著 

 

 

［正题名］支那ボイコットの研究 

［第一责任人］南満洲鉄道株式会社経済調査会編 

［出版地］大連 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1935.7 

［丛编题名］経調資料 

［丛编题名］ケイチョウ シリョウ 第 73 編 

［主题词］ボイコット 

 

 

［正题名］近代史學史 

［第一责任人］G.P.グーチ著 

［译者］林健太郎，林孝子訳 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1955.10 

［主题词］歴史学/歴史 

［主题词］ヨーロッパ/歴史/19 世紀 

［知识责任］Gooch 著 

［知识责任］グーチ 著 

［次知识责任］林健太郎 訳 

［次知识责任］林孝子 訳 

 

 

［正题名］抗日支那の解剖 



［第一责任人］鈴木利貞編 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1937.8 

［知识责任］鈴木利貞 編 

 

 

［正题名］中華民国実業名鑑 

［第一责任人］天海謙三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜同文会研究編纂部 

［出版日期］1934.11 

［主题词］中国/商業/人名録 

［主题词］中国/工業/人名録 

［知识责任］天海謙三郎 編 

 

 

［正题名］湖南省綜覧 

［第一责任人］神田正雄著 

［出版地］東京 

［出版者］東京情報社 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］神田正雄 著 

 

 

［正题名］勞働年鑑 

［第一责任人］協調會編 

［出版地］東京 

［出版者］協調會 

［出版日期］1941.12 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［正题名］支那幣制の研究 

［第一责任人］飯島幡司著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1937.11 

［附注内容］巻末：参考文献 

［知识责任］飯島幡司 著 

 

 

［正题名］羽田博士史学論文集 

［第一责任人］羽田亨著 



［出版地］京都 

［出版者］東洋史研究会 

［出版日期］1958.11 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 3(2) 

［主题词］東洋学 

［知识责任］羽田亨 著 

 

 

［正题名］支那研究 

［第一责任人］東亞同文書院支那研究部編 

［出版地］上海 

［出版者］東亞同文書院支那研究部 

［出版日期］1924.9 

［正题名］支那研究 

［第一责任人］東亞同文書院支那研究部編 

［出版地］上海 

［出版者］東亞同文書院支那研究部 

［出版日期］1925.10 

［正题名］支那國債と列強 

［第一责任人］大山嘉藏著 

［译者］田中穂積，青柳篤恒序 

［出版地］東京 

［出版者］文影堂書店 

［出版日期］1912.11 

［知识责任］大山嘉藏 著 

［次知识责任］田中穂積 序 

［次知识责任］青柳篤恒 序 

 

 

［正题名］北滿に於ける機械大農經營事情 

［第一责任人］北滿經濟調査所編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1943.5 

［丛编题名］満鉄調査研究資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ ケンキュウ シリョウ 第 50 編 

［附注内容］「秘」の記載あり 

［主题词］農業経営 

［主题词］満州/農業 

 

 

［正题名］昭和四年史 

［第一责任人］年史刊行會編輯部編 



［出版地］東京 

［出版者］年史刊行會 

［出版日期］1930.2 

［附注内容］三宅雄二郎，安部磯雄監修 

［主题词］日本/昭和時代 

［知识责任］年史刊行會編輯部 編 

 

 

［正题名］昭和三年史 

［第一责任人］年史刊行會編輯部編 

［出版地］東京 

［出版者］年史刊行會 

［出版日期］1929.2 

［附注内容］監修：三宅雪嶺，安部磯雄 

［知识责任］年史刊行會編輯部 編 

 

 

［正题名］近代史學史 

［第一责任人］G.P.グーチ著 

［译者］林健太郎，林孝子訳 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1960.9 

［主题词］歴史学/歴史 

［主题词］ヨーロッパ/歴史/19 世紀 

［知识责任］Gooch 著 

［知识责任］グーチ 著 

［次知识责任］林健太郎 訳 

［次知识责任］林孝子 訳 

 

 

［正题名］形成と展開 

［第一责任人］信夫清三郎編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1960.5 

［丛编题名］講座現代反体制運動史 

［丛编题名］コウザ ゲンダイ ハンタイセイ ウンドウシ 信夫清三郎編 1 

［主题词］社会運動/日本 --歴史 

［知识责任］信夫清三郎 編 

 

 

［正题名］滿洲銀行會社年鑑 

［第一责任人］大連商工會議所編 



［出版地］大連 

［出版者］大連商工會議所 

［出版日期］1935.6 

［主题词］会社/名簿 

 

 

［正题名］滿洲銀行會社年鑑 

［第一责任人］大連商工會議所編 

［出版地］大連 

［出版者］大連商工會議所 

［出版日期］1937.8 

［主题词］会社/名簿 

 

 

［正题名］支那交通全図解説 

［第一责任人］根岸佶編 

［出版地］東京 

［出版者］根岸佶 

［出版日期］1908.5 

［附注内容］附録：支那国勢一班 

［主题词］中国/交通 

［主题词］通信 

［知识责任］根岸佶 編 

 

 

［正题名］イギリス資本と東洋 

［第一责任人］松田智雄著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1950.4 

［主题词］イギリス/経済/歴史/近世 

［主题词］イギリス/外国関係/東洋/歴史 

［主题词］資本主義/イギリス/歴史 

［主题词］植民政策 

［主题词］イギリス/貿易/東洋/歴史 

［知识责任］松田智雄 著 

 

 

［正题名］陸奥外交 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1935.11 

［主题词］日清戦争 



［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］古代チベット史研究 

［第一责任人］佐藤長著 

［出版地］京都 

［出版者］東洋史研究會 

［出版日期］1959.10 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 5-2 

［附注内容］標題紙に「ハーヴァート燕京研究所捐刊」と有り 

［主题词］チベット/歴史地理 

［知识责任］佐藤長 著 

 

 

［正题名］古代チベット史研究 

［第一责任人］佐藤長著 

［出版地］京都 

［出版者］東洋史研究會 

［出版日期］1958.9 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 5-1 

［附注内容］標題紙に「ハーヴァート燕京研究所捐刊」と有り 

［主题词］チベット/歴史地理 

［知识责任］佐藤長 著 

 

 

［正题名］再生と発展 

［第一责任人］小山弘健著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1960.8 

［丛编题名］講座現代反体制運動史 

［丛编题名］コウザ ゲンダイ ハンタイセイ ウンドウシ 信夫清三郎編 3 

［附注内容］巻末：総索引 

［主题词］社会運動/日本 --歴史 

［知识责任］信夫清三郎 編 

［知识责任］小山弘健 著 

 

 

［正题名］高揚と壊滅 

［第一责任人］渡部徹著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 



［出版日期］1960.6 

［丛编题名］講座現代反体制運動史 

［丛编题名］コウザ ゲンダイ ハンタイセイ ウンドウシ 信夫清三郎編 2 

［主题词］社会運動/日本 --歴史 

［知识责任］信夫清三郎 編 

［知识责任］渡部徹 著 

 

 

［正题名］南洋文獻目録 

［第一责任人］太平洋協會調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1941.9 

［丛编题名］太平洋問題研究叢書 

［丛编题名］タイヘイヨウ モンダイ ケンキュウ ソウショ 太平洋協會編 

 

 

［正题名］安南史講義 

［第一责任人］Duong Quang-Ham 著 

［出版地］東京 

［出版者］東亜研究所 

［出版日期］1941.10 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所[編] 丁 第 14 号 C 

［主题词］安南/歴史 

［知识责任］Duong Quang-Ham 著 

 

 

［正题名］社會經濟史學の發達 

［第一责任人］社會經濟史學會編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1944.5 

［主题词］経済/歴史 

 

 

［正题名］日支交渉論 

［第一责任人］吉野作造著 

［出版地］東京 

［出版者］警醒社書店 

［出版日期］1915.6 

［知识责任］吉野作造 著 

 

 



［正题名］資料日本史 

［第一责任人］小沢栄一，高井浩，小田泰正共編 

［出版地］東京 

［出版者］清水書院 

［出版日期］1953.5 

［附注内容］遡及 

［知识责任］小沢栄一 編 

［知识责任］高井浩 編 

［知识责任］小田泰正 編 

 

 

［正题名］昭和五年史 

［第一责任人］年史刊行會編輯部編 

［出版地］東京 

［出版者］年史刊行會 

［出版地］東京 

［出版者］巌松堂書店(発売) 

［出版日期］1931.2 

［附注内容］三宅雄二郎，安部磯雄監修 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］年史刊行會編輯部 編 

 

 

［正题名］契丹古代史の研究 

［第一责任人］愛宕松男著 

［出版地］京都 

［出版者］東洋史研究会 

［出版日期］1959.3 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 6 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］愛宕松男 著 

 

 

［正题名］近代中國研究 

［第一责任人］近代中國研究委員會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1958.9 

［正题名］近代中國研究 

［第一责任人］近代中國研究委員會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1958.12 



［正题名］アジア史研究 

［第一责任人］宮崎市定著 

［出版地］京都 

［出版者］同朋舎 

［出版日期］1957.12 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 4(1) 

［附注内容］第 1 巻-第 4 巻出版者:京都大学文学部内東洋史研究会 

［知识责任］宮崎市定 著 

 

 

［正题名］アジア史研究 

［第一责任人］宮崎市定著 

［出版地］京都 

［出版者］同朋舎 

［出版日期］1959.8 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 4(2) 

［附注内容］第 1 巻-第 4 巻出版者:京都大学文学部内東洋史研究会 

［知识责任］宮崎市定 著 

 

 

［正题名］戰後世界政治と米國 

［第一责任人］日本政治學會編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.3 

［丛编题名］年報政治学 

［丛编题名］ネンポウ セイジガク 1954 年度 

［附注内容］標題紙の記載：日本政治學會年報「政治學」特集號 

［附注内容］Post-war America and world politics 

［主题词］国際政治 

 

 

［正题名］二十世紀の外交史 

［第一责任人］深見秋太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］創元社 

［出版日期］1953.8 

［附注内容］外交史年表 1918-1945：巻末 p11-16 

［知识责任］深見秋太郎 著 

 

 

［正题名］時代区分上の理論的諸問題 



［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.11 

［丛编题名］歴史學研究 

［丛编题名］レキシガク ケンキュウ 別冊 

［附注内容］歴史学研究会 1956 年度大会：5 月 12-13 日：早稲田大学大隈講堂 

［主题词］日本/歴史 

 

 

［正题名］世界史におけるアジア 

［第一责任人］歴史學研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.12 

［丛编题名］歴史學研究 

［丛编题名］レキシガク ケンキュウ 別冊 

［主题词］アジア/歴史 

［主题词］東洋/歴史/論説 

 

 

［正题名］民族の文化について 

［第一责任人］歴史學研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.2 

［丛编题名］歴史學研究 

［丛编题名］レキシガク ケンキュウ 別冊 

［附注内容］大会開催日：1952 年 5 月 3-5 日 

［附注内容］開催場所：東京大学 

［主题词］歴史/論説 

 

 

［正题名］極東國際政治史序説 

［第一责任人］堀川武夫著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1958.12 

［附注内容］参考文献：p403～407 

［附注内容］巻末：索引 

［知识责任］堀川武夫 著 

 

 

［正题名］日本外交史研究 



［第一责任人］日本国際政治学会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際政治学会 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 (発売) 

［出版日期］1957.10 

［丛编题名］国際政治 

［丛编题名］コクサイ セイジ 1957 年秋季特輯 [3 号] 

［附注内容］各巻それぞれ巻末に年表·文献目録あり 

［附注内容］発行：日本国際政治学会(東京) 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

 

 

［正题名］日本外交史研究 

［第一责任人］日本国際政治学会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本国際政治学会 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 (発売) 

［出版日期］1958.9 

［丛编题名］国際政治 

［丛编题名］コクサイ セイジ 1957 年秋季特輯 [3 号] 

［附注内容］各巻それぞれ巻末に年表·文献目録あり 

［附注内容］発行：日本国際政治学会(東京) 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

 

 

［正题名］佛領印度支那經濟發達史 

［第一责任人］シャルル·ローブカン著 

［译者］浦部清治譯 

［出版地］東京 

［出版者］日本國際協會 

［出版日期］1941.11 

［附注内容］監修：外務省南洋局 

［主题词］フランス領インドシナ/経済 

［知识责任］Robequain 著 

［知识责任］ローブカン 著 

［次知识责任］浦部清治 譯 

 

 

［正题名］近世日本外交史研究 

［第一责任人］松本忠雄著 

［出版地］東京 

［出版者］博報堂出版部 



［出版日期］1942.4 

［知识责任］松本忠雄 著 

 

 

［正题名］ルーズヴェルト東亜政策史 

［第一责任人］恒川眞著 

［出版地］東京 

［出版者］高山書院 

［出版日期］1944.1 

［知识责任］恒川眞 著 

 

 

［正题名］現代支那研究 

［第一责任人］矢野仁一著 

［出版地］京都 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1923.10 

［知识责任］矢野仁一 著 

 

 

［正题名］ソウェート聯邦國勢統計十年史 

［第一责任人］チャヤーノフ編 

［译者］南満洲鐵道株式會社總務部調査課譯 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪毎日新聞社 

［出版日期］1930.10 

［丛编题名］露亜経済調査叢書 

［丛编题名］ロア ケイザイ チョウサ ソウショ 

［附注内容］翻訳校閲：安盛松之助 

［主题词］ロシア/統計 

［知识责任］Chaianov 編 

［知识责任］チャヤーノフ 編 

 

 

［正题名］日清戰争前後 

［第一责任人］松下芳男著 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1939.12 

［丛编题名］近代日本歴史講座 

［丛编题名］キンダイ ニホン レキシ コウザ 第 5 冊 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］松下芳男 著 

 



 

［正题名］日米交渉五十年史 

［第一责任人］北崎進著 

［译者］大日本文明協會編輯 

［出版地］東京 

［出版者］大日本文明協會 

［出版日期］1909.5 

［知识责任］北崎進 著 

 

 

［正题名］支那の借款事情 

［第一责任人］浅野虎三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］現代社 

［出版日期］1919.12 

［附注内容］"支那現代双書" , 1 巻 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］浅野虎三郎 著 

 

 

［正题名］片山潜著作集 

［第一责任人］片山潜生誕百年記念会編 

［出版地］東京 

［出版者］片山潜生誕百年記念会 

［出版日期］1959.11 

［附注内容］発売：河出書房新社 

［附注内容］著者の肖像あり 

 

 

［正题名］片山潜著作集 

［第一责任人］片山潜生誕百年記念会編 

［出版地］東京 

［出版者］片山潜生誕百年記念会 

［出版日期］1960.2 

［附注内容］発売：河出書房新社 

［附注内容］著者の肖像あり 

 

 

［正题名］片山潜著作集 

［第一责任人］片山潜生誕百年記念会編 

［出版地］東京 

［出版者］片山潜生誕百年記念会 

［出版日期］1960.5 

［附注内容］発売：河出書房新社 



［附注内容］著者の肖像あり 

 

 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1960.3 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学東洋文化研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1960.3 

［正题名］貨幣読本 

［第一责任人］山崎覺次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1940.1 

［知识责任］山崎覚次郎 著 

 

 

［正题名］第二次世界大戦前史 

［第一责任人］芦田均著 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1960.4 

［主题词］世界戦争 

［知识责任］芦田均 著 

 

 

［正题名］世界中世史研究 

［第一责任人］コスミンスキー著 

［译者］阿部玄治訳 

［出版地］東京 

［出版者］未来社 

［出版日期］1957.4 

［主题词］歴史/中世 

［知识责任］KosminskiǐE. A. Evgeniǐ Alekseevich 著 

［知识责任］コスミンスキー 著 

［次知识责任］阿部玄治 訳 

 

 

［正题名］世界中世史研究 

［第一责任人］コスミンスキー著 



［译者］阿部玄治訳 

［出版地］東京 

［出版者］未来社 

［出版日期］1958.2 

［主题词］歴史/中世 

［知识责任］KosminskiǐE. A. Evgeniǐ Alekseevich 著 

［知识责任］コスミンスキー 著 

［次知识责任］阿部玄治 訳 

 

 

［正题名］世界中世史研究 

［第一责任人］コスミンスキー著 

［译者］阿部玄治訳 

［出版地］東京 

［出版者］未来社 

［出版日期］1958.9 

［主题词］歴史/中世 

［知识责任］KosminskiǐE. A. Evgeniǐ Alekseevich 著 

［知识责任］コスミンスキー 著 

［次知识责任］阿部玄治 訳 

 

 

［正题名］邦人海外發展史 

［第一责任人］入江寅次著 

［出版地］東京 

［出版者］井田書店 

［出版日期］1943.8 

［附注内容］上，下巻合本刊行 

［附注内容］邦人海外發展史年表：巻末 p1-8 

［主题词］日本人外国在留 

［知识责任］入江寅次 著 

 

 

［正题名］日本資本主義分析 

［第一责任人］山田盛太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.2 

［附注内容］附録年表：p[217]-228 

［主题词］資本主義 

［知识责任］山田盛太郎 著 

 

 

［正题名］支那の勞働運動 



［第一责任人］長野朗著 

［出版地］東京 

［出版者］行地社出版部 

［出版地］東京 

［出版者］文録社(発売) 

［出版日期］1927.4 

［知识责任］長野朗 著 

 

 

［正题名］支那の工業機構 

［第一责任人］尾崎五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1940.2 

［主题词］中国/工業 

［知识责任］尾崎庄太郎 著 

 

 

［正题名］支那経済論 

［第一责任人］田中忠夫訳編 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1932.12 

［附注内容］背標題紙には任曙·厳霊峰等著などとあり 

［主题词］中国/経済 

［知识责任］田中忠夫 訳編 

［知识责任］潘東周 訳編 

 

 

［正题名］支那近代外國關係研究 

［第一责任人］矢野仁一著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1939.11 

［知识责任］矢野仁一 著 

 

 

［正题名］支那に於ける租界の研究 

［第一责任人］植田捷雄著 

［出版地］東京 

［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1941.9 

［附注内容］参考文献：p867-887 

［主题词］租界 



［知识责任］植田捷雄 著 

 

 

［正题名］解體過程にある支那の經濟と社會 

［第一责任人］ウィットフォーゲル原著 

［译者］平野義太郎監譯 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］［19 ?］ 

［主题词］中国/経済/歴史 

［知识责任］Wittfogel 著 

［知识责任］ウィットフォーゲル 原著 

［次知识责任］平野義太郎 監譯 

 

 

［正题名］臺灣教育沿革誌 

［第一责任人］台湾教育会編 

［出版地］台北 

［出版者］台湾教育会 

［出版日期］1939.12 

［附注内容］付：台湾教育年表 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］台湾/教育 

 

 

［正题名］中國教育十年 

［第一责任人］趙如珩著 

［出版地］東京 

［出版者］大紘書院 

［出版日期］1943.1 

［知识责任］趙如珩 著 

 

 

［正题名］中國土地問題之史的發展 

［第一责任人］聶國青著 

［出版地］上海 

［出版者］華通書局 

［出版日期］1930.4 

［知识责任］聶國青 著 

 

 

［正题名］支那經濟全書 

［第一责任人］東亞同文會編 

［出版地］東京 



［出版者］東亞同文会 

［出版日期］1909.7 

［丛编题名］在上海東亞同文書院調査 

［丛编题名］ザイ シャンハイ トウア ドウブン ショイン チョウサ 

［附注内容］附録地圖：支那交通全圖 / 東亞同文會編纂局編纂 

 

 

［正题名］支那經濟全書 

［第一责任人］東亞同文會編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞同文会 

［出版日期］1908.5 

［丛编题名］在上海東亞同文書院調査 

［丛编题名］ザイ シャンハイ トウア ドウブン ショイン チョウサ 

［附注内容］附録地圖：支那交通全圖 / 東亞同文會編纂局編纂 

 

 

［正题名］支那經濟の構造 

［第一责任人］太田英一著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1943.4 

［知识责任］太田英一 著 

 

 

［正题名］支那の通貨と貿易 

［第一责任人］土方成美編纂 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1942.8 

［主题词］通貨問題/中国 

［知识责任］土方成美 編纂 

 

 

［正题名］支那の歴史と文化 

［第一责任人］ケネス=スコット=ラトウレット著 

［译者］岡崎三郎譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.5 

［知识责任］Latourette 著 

［知识责任］ケネス=スコット=ラトウレット 著 

［次知识责任］岡崎三郎 譯 

 



 

［正题名］支那の歴史と文化 

［第一责任人］ケネス=スコット=ラトウレット著 

［译者］岡崎三郎譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1941.7 

［知识责任］Latourette 著 

［知识责任］ケネス=スコット=ラトウレット 著 

［次知识责任］岡崎三郎 譯 

 

 

［正题名］支那の經濟建設 

［第一责任人］目崎憲司著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1941.7 

［知识责任］目崎憲司 著 

 

 

［正题名］支那の經濟建設 

［第一责任人］目崎憲司著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1941.11 

［知识责任］目崎憲司 著 

 

 

［正题名］支那の家族制 

［第一责任人］諸橋轍次著 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1940.5 

［主题词］家族制度/中国 

［知识责任］諸橋轍次 著 

 

 

［正题名］支那經濟恐慌論 

［第一责任人］木村増太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1937.2 

［知识责任］木村増太郎 著 

 



 

［正题名］支那経済研究 

［第一责任人］田中忠夫著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋号書店 

［出版日期］1920.1 

［主题词］中国/経済 

［知识责任］田中忠夫 著 

 

 

［正题名］鐵路愛護村實態調査報告書 

［第一责任人］華北交通株式会社総裁室資業局編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］華北交通株式會社總裁室資業局 

［出版日期］1940 

［丛编题名］華北交通調 

［丛编题名］カホク コウツウ シラベ 1 第 2 號 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］華北交通株式会社総裁室資業局 編 

 

 

［正题名］満洲鐵道建設誌 

［第一责任人］南満州鐵道株式會社編 

［出版地］大連 

［出版者］南満洲鐵道株式會社 

［出版日期］1939.9 

［主题词］鉄道/満州 

 

 

［正题名］現代中華民國滿洲國人名鑒 

［第一责任人］外務省情報部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東亞同文會調査 

［出版日期］1933.5 

［正题名］膠州灣ノ占領ト樺太ノ占領 

［第一责任人］蜷川新著 

［出版地］東京 

［出版者］清水書店 

［出版日期］1914.10 

［知识责任］蜷川新 著 

 

 

［正题名］日本工業史 

［第一责任人］横井時冬著 



［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.2 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 26 篇 

［主题词］日本/工業/歴史 

［知识责任］横井時冬 著 

 

 

［正题名］日本商業史 

［第一责任人］横井時冬著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.5 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 25 篇 

［主题词］日本/商業/歴史 

［知识责任］横井時冬 著 

 

 

［正题名］隴海鐵道調査報告 

［第一责任人］乙囑托鐵道班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］乙囑托鐵道班 

［出版日期］1937.5 

［丛编题名］北支·産業調査書類 第五編第七卷第二號 

 

 

［正题名］隴海鐵道調査報告 

［第一责任人］乙囑托鐵道班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］乙囑托鐵道班 

［出版日期］1937.5 

［丛编题名］北支·産業調査書類 第五編第七卷第三號 

 

 

［正题名］正義人道の師上海戰斗史 

［第一责任人］春日靖軒著 

［出版地］東京 

［出版者］研文書院 

［出版日期］1932.8 

［知识责任］春日靖軒 著 

 

 



［正题名］平綏鐵道調査報告 

［第一责任人］乙囑托鐵道班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］乙囑托鐵道班 

［出版日期］1937.4 

［丛编题名］北支·産業調査書類 第五編第五卷第四號 

 

 

［正题名］乾隆年間準·迴兩部平定得勝圖 

［第一责任人］滿鐵大連圖書館編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵大連圖書館 

［出版日期］1931.11 

［正题名］同盟織維年鑒 

［第一责任人］同盟通信社編 

［出版地］東京 

［出版者］同盟通信社 

［出版日期］1943.9 

［正题名］東清鐵道資料 

［第一责任人］軍司義男著 

［出版地］大連 

［出版者］滿鐵社員會 

［出版日期］1944.6 

［知识责任］軍司義男 著 

 

 

［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1940.8 

［附注内容］監修：和田清 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 

［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1939.10 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 



［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1940.1 

［附注内容］監修：松井等，石田幹之助 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 

［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1940.6 

［附注内容］監修：和田清 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 

［正题名］アメリカ論 

［第一责任人］渡辺一夫訳 

［出版地］京都 

［出版者］人文書院 

［出版日期］1959.5 

［丛编题名］サルトル全集 

［丛编题名］サルトル ゼンシュウ 第 11 巻 

［附注内容］記述は重版(1963 発行)による 

［知识责任］Sartre 訳 

［知识责任］渡辺一夫 訳 

 

 

［正题名］南方華僑論 

［第一责任人］井出季和太著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1943.9 

［丛编题名］東亞新書 

［丛编题名］トウア シンショ 滿鐵弘報課編 21 

［知识责任］井出季和太 著 

 

 

［正题名］南方圏文化史講話 

［第一责任人］板澤武雄著 

［出版地］東京 



［出版者］盛林堂 

［出版日期］1942.4 

［知识责任］板沢武雄 著 

 

 

［正题名］南洋文化雜考 

［第一责任人］八幡一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］青年書房昭光社 

［出版日期］1943.12 

［主题词］南洋群島 

［主题词］民族学 

［知识责任］八幡一郎 著 

 

 

［正题名］南國記 

［第一责任人］竹越與三郎著 

［译者］木村莊五解題 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.1 

［丛编题名］明治文化叢書 

［丛编题名］メイジ ブンカ ソウショ 

［知识责任］竹越與三郎 著 

［知识责任］木村荘五 解題 

 

 

［正题名］蘭領東印度 

［第一责任人］I.レーベル著 

［译者］池田雄蔵訳 

［出版地］東京 

［出版者］岡倉書房 

［出版日期］1941.6 

［知识责任］Loeber 著 

［知识责任］レーベル 著 

［次知识责任］池田雄蔵 訳 

 

 

［正题名］印度の歴史と社會 

［第一责任人］T.W.ホリダーネス著 

［译者］アフガニスタン協會譯 

［出版地］東京 

［出版者］今日の問題社 

［出版日期］1943.2 



［主题词］インド/社会 

［知识责任］Holderness 著 

［知识责任］ホリダーネス 著 

 

 

［正题名］長尾半平傳 

［第一责任人］石井滿著 

［出版地］東京 

［出版者］教文館 

［出版日期］1937.1 

［知识责任］石井満 著 

 

 

［正题名］印度農業經濟論 

［第一责任人］R.ムケルジイ著 

［译者］綜合インド研究室譯 

［出版地］東京 

［出版者］綜合インド研究室 

［出版日期］1943.4 

［知识责任］Mukerjee 著 

［知识责任］ムケルジイ 著 

 

 

［正题名］これからの日本語 

［第一责任人］矢崎源九郎著 

［出版地］東京 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1961.3 

［主题词］日本語 

［主题词］国語·国字問題 

［知识责任］矢崎源九郎 著 

 

 

［正题名］滿蒙の善後策を日華兩國民に語る 

［第一责任人］上田恭輔著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1932 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［知识责任］上田恭輔 著 

 

 

［正题名］東西よりロシヤを觀る 

［第一责任人］近藤義晴著 



［出版地］東京 

［出版者］露西亞通信社 

［出版日期］1932.6 

［知识责任］近藤義晴 著 

 

 

［正题名］新興支那とは何ぞや 

［第一责任人］高柳保太郎著 

［出版地］大連 

［出版者］中日文化協会 

［出版日期］1928.5 

［知识责任］高柳保太郎 著 

 

 

［正题名］外蒙の現勢と其将来 

［第一责任人］盛島角房著 

［出版地］北京 

［出版者］支那実情調査会 

［出版日期］1928.6 

［主题词］蒙古/地誌 

［知识责任］盛島角房 著 

 

 

［正题名］連合国日本管理政策 

［第一责任人］ニュース社編輯部 

［出版地］東京 

［出版者］ニュース社 

［出版日期］1946.11 

［附注内容］共同執筆:終戦連絡中央事務局各省連絡官 

［知识责任］ニュース社編輯部 編 

 

 

［正题名］中國共産黨十五年史 

［第一责任人］ミフ原著 

［出版地］［上海］ 

［出版者］在上海大日本帝國大使館事務所 

［出版日期］1943.1 

［丛编题名］中支調査資料 

［丛编题名］チュウシ チョウサ シリョウ 第 541 号 

［丛编题名］思想資料 

［丛编题名］シソウ シリョウ 第 240 號 

［附注内容］表紙に"秘"とあり 

［主题词］中国共産党 

［知识责任］Mif 著 



［知识责任］ミフ原 著 

 

 

［正题名］思想としての戦争体験 

［第一责任人］三枝康高著 

［出版地］東京 

［出版者］桜楓社出版 

［出版日期］1960.11 

［主题词］日本文学/歴史/昭和時代 

［知识责任］三枝康高 著 

 

 

［正题名］滿蒙 

［第一责任人］吉野作造編輯 

［出版地］東京 

［出版者］民友社 

［出版日期］1916.7 

［丛编题名］現代叢書 

［丛编题名］ゲンダイ ソウショ 

［附注内容］監修：徳富猪一郎 

［附注内容］索引：p324-344 

［知识责任］吉野作造 編輯 

 

 

［正题名］日本現代語辭典 

［第一责任人］葛祖蘭編譯 

［出版地］上海 

［出版者］商務印所館 

［出版日期］1930.10 

［知识责任］葛祖蘭 編 

 

 

［正题名］中国商品事典 

［第一责任人］日中貿易実務研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］極東書店 

［出版日期］1960.1 

［主题词］商品 

 

 

［正题名］蘭領印度農業政策史 

［第一责任人］關嘉彦著 

［译者］太平洋協會調査部編 

［出版地］東京 



［出版者］中央公論社 

［出版日期］1941.9 

［丛编题名］太平洋問題研究叢書 

［丛编题名］タイヘイヨウ モンダイ ケンキュウ ソウショ 太平洋協會編 

［主题词］農業政策/オランダ/歴史 

［知识责任］関嘉彦 著 

 

 

［正题名］土地制度研究 

［第一责任人］田邊勝正著 

［出版地］東京 

［出版者］松山房 

［出版日期］1938.9 

［附注内容］主要參考書目：p475-480 

［主题词］土地制度 

［知识责任］田辺勝正 著 

 

 

［正题名］蘭印の資本と民族經濟 

［第一责任人］濱田恒一著 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1941.7 

［附注内容］參考書目：p270-271 

［知识责任］濱田恒一 著 

 

 

［正题名］印度支那民族誌 

［第一责任人］滿鐵東亞經濟調査局編 

［译者］中島宗一著 

［出版地］東京 

［出版者］滿鐵東亞經濟調査局 

［出版日期］1943.3 

［丛编题名］経済資料 

［丛编题名］ケイザイ シリョウ 通巻第 203 

［主题词］民族/インドシナ 

［次知识责任］中島宗一 著 

 

 

［正题名］ 近支那思想運動理論 

［第一责任人］外務省東亜局第三課編 

［出版地］東京 

［出版者］外務省東亞局第三課 

［出版日期］1940.7 



［附注内容］「秘」の記載あり 

［附注内容］東亞局第三課萱原属が現代支那の思想運動を簡明に解説したもの 

［附注内容］標題紙·奥付なし。記述は表紙による 

［知识责任］萱原属 編 

 

 

［正题名］南洋に於ける帝國の權利 

［第一责任人］蜷川新著 

［出版地］東京 

［出版者］清水書店 

［出版日期］1937.7 

［知识责任］蜷川新 著 

 

 

［正题名］東洋文化史 

［第一责任人］上野菊爾著 

［出版地］東京 

［出版者］克明堂書店 

［出版日期］1935.3 

［知识责任］上野菊爾 著 

 

 

［正题名］契丹佛教文化史考 

［第一责任人］神尾弌春著 

［译者］佐藤四郎編 

［出版地］大連 

［出版者］滿洲文化協會 

［出版日期］1937.1 

［附注内容］主要参考書目：p179～185 

［主题词］仏教/中国/歴史 

［知识责任］神尾弌春 著 

［次知识责任］佐藤四郎 編 

 

 

［正题名］瓜哇史 

［第一责任人］フロイン·メース夫人著 

［译者］松岡静雄譯補 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1924 

［知识责任］Fruin-Mees 著 

［知识责任］メース夫人 著 

［次知识责任］松岡静雄 譯補 

 



 

［正题名］蘭印の經濟政治社會史 

［第一责任人］ファーニバル著 

［译者］清水暉吉譯 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1942.2 

［主题词］インドネシア/経済/歴史 

［知识责任］Furnivall 著 

［知识责任］ファーニバル 著 

［次知识责任］清水暉吉 譯 

 

 

［正题名］南滿洲鐵道株式會社關係條約集 

［第一责任人］中島宗一，南滿洲鉄道株式會社庶務部調査課編輯 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鉄道株式會社庶務部調査課 

［出版日期］1925.11 

［知识责任］中島宗一 編 

 

 

［正题名］蘭印 近の經濟·外交政策 

［第一责任人］J.ファン·ヘルデレン著 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.9 

［知识责任］Gelderen 著 

［知识责任］ヘルデレン 著 

［知识责任］原田禎正 譯 

 

 

［正题名］大南洋 

［第一责任人］太平洋協會編 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1941.5 

［附注内容］その他のタイトルは巻末英文レジュメによる 

 

 

［正题名］南洋諸島の古代文化 

［第一责任人］ゼ·チャーチワード著 

［译者］仲木貞一訳 

［出版地］東京 

［出版者］岡倉書房 



［出版日期］1942 

［附注内容］The lost continent of Mu, The children of Mu (1931)の抄訳 

［主题词］太平洋諸島 

［知识责任］Churchward 著 

［知识责任］チャーチワード 著 

［次知识责任］仲木貞一 訳 

 

 

［正题名］昭和製鋼所綱要 

［第一责任人］昭和製鋼所編 

［出版地］鞍山 

［出版者］昭和製鋼所 

［出版日期］1935.8 

［主题词］昭和製鋼所 

［知识责任］昭和製鋼所 編 

 

 

［正题名］南方石油經濟 

［第一责任人］宇井丑之助著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1942.8 

［主题词］石油 

［知识责任］宇井丑之助 著 

 

 

［正题名］株式相場統制 

［第一责任人］福田敬太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1941.4 

［知识责任］福田敬太郎 著 

 

 

［正题名］起てよ印度 

［第一责任人］野口米次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］小學館 

［出版日期］1942.6 

［知识责任］野口米次郎 著 

 

 

［正题名］征韓論·西南戰爭 

［第一责任人］田中惣五郎著 



［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1939.9 

［丛编题名］近代日本歴史講座 

［丛编题名］キンダイ ニホン レキシ コウザ 第 2 冊 

［附注内容］年表：p.317～336 

［主题词］西南戦争 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［知识责任］田中惣五郎 著 

 

 

［正题名］各國植民史及植民地の研究 

［第一责任人］大鹽龜雄著 

［出版地］東京 

［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1939.1 

［附注内容］近世植民地史年表：p513-540 

［附注内容］參考書：p541-548 

［主题词］地域経済 

［知识责任］大塩亀雄 著 

 

 

［正题名］北滿に於ける各種工業の現状 

［第一责任人］滿鐵·北滿經濟調査所編 

［出版地］哈爾濱 

［出版者］滿鐵·北滿經濟調査所 

［出版日期］1938.9 

［丛编题名］北經調査刊行書 

［丛编题名］ホクケイ チョウサ カンコウショ 第 24 號 

［附注内容］折込み表 2 枚 

 

 

［正题名］再編成過程の日本経済 

［第一责任人］朝日新聞社経済部編 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1939.10 

［丛编题名］朝日経済年史 

［丛编题名］アサヒ ケイザイ ネンシ 朝日新聞社経済部編 昭和 14 年版 特輯 

［附注内容］题名不是取自题名页 

 

 

［正题名］北滿金鑛資源外蒙古金鑛資源新疆金鑛石油資源 

［第一责任人］門倉三能著 



［出版地］東京 

［出版者］丸善 

［出版日期］1936.10 

［主题词］金/鉱床 

［主题词］砂金 

［知识责任］門倉三能 著 

 

 

［正题名］北滿洲ノ政治経濟的價値 

［第一责任人］久間猛著 

［出版地］大連 

［出版者］滿蒙文化協會 

［出版地］大連 

［出版者］大阪屋號書店 (発売) 

［出版日期］1923.10 

［知识责任］久間猛 著 

 

 

［正题名］東印度経済論 

［第一责任人］山田文雄著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1943.10 

［主题词］インドネシア/経済 

［知识责任］山田文雄 著 

 

 

［正题名］南洋經濟研究 

［第一责任人］浅香末起著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1941.6 

［知识责任］浅香末起 著 

 

 

［正题名］昭和十四年の國際情勢 (一九三九年) 

［第一责任人］日本國際協會編纂 

［出版地］東京 

［出版者］日本國際協會 

［出版日期］1941.3 

［正题名］電氣協會關東支部十五年史 

［第一责任人］電気協会関東支部編 

［出版地］東京 

［出版者］電気協会関東支部 



［出版日期］1936.12-1937.2 

［知识责任］電気協会関東支部 編 

 

 

［正题名］比律賓 

［第一责任人］満鉄東亜経済調査局編 

［出版地］東京 

［出版者］慶応書房 

［出版日期］1942.7 

［丛编题名］南洋叢書 

［丛编题名］ナンヨウ ソウショ 滿鐵東亞經濟調査局編 第 5 巻 

［主题词］南洋/地誌 

 

 

［正题名］カン支那通貨論 

［第一责任人］イー·カン著 

［译者］宮下忠雄譯 

［出版地］上海 

［出版者］東亜同文書院支那研究部 

［出版日期］1934.11 

［附注内容］原著第 3 版の翻訳 

［主题词］通貨問題 

［知识责任］Kann 著 

［知识责任］カン 著 

［次知识责任］宮下忠雄 譯 

 

 

［正题名］香港·海南島の建設 

［第一责任人］秀島達雄著 

［出版地］東京 

［出版者］松山房 

［出版日期］1942.11 

［附注内容］主要參考書：巻末 p1-2 

［知识责任］秀島達雄 著 

 

 

［正题名］重野博士史學論文集 

［第一责任人］薩藩史研究會編纂 

［出版地］東京 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1938.5 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］重野安繹 編 

 



 

［正题名］タイ國に於ける華僑 

［第一责任人］満鉄東亜経済調査局著 

［出版地］東京 

［出版者］満鉄東亜経済調査局 

［出版日期］1939.9 

［丛编题名］南洋華僑叢書 

［丛编题名］ナンヨウ カキョウ ソウショ 1 

［附注内容］巻末:主要参考資料 

［主题词］華僑タイ在留 

 

 

［正题名］南進台灣史攷 

［第一责任人］井出季和太著 

［出版地］東京 

［出版者］誠美書閣 

［出版日期］1943.11 

［主题词］台湾/歴史 

［知识责任］井出季和太 著 

 

 

［正题名］南支那に於ける農村問題 

［第一责任人］陳翰笙著 

［译者］佐渡愛三譯 

［出版地］東京 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1936.12 

［知识责任］陳翰笙 著 

［次知识责任］佐渡愛三 譯 

 

 

［正题名］南方統治の諸問題 

［第一责任人］秋永肇著 

［出版地］東京 

［出版者］日光書院 

［出版日期］1943.6 

［主题词］植民地政策 

［知识责任］秋永肇 著 

 

 

［正题名］英領印度の民族運動 

［第一责任人］朝鮮総督府編 

［出版地］京城 

［出版者］朝鮮總督府 



［出版日期］1931.8 

［丛编题名］調査資料 

［丛编题名］チョウサ シリョウ 朝鮮總督府編 第 33 輯 

［附注内容］「秘」の記載あり 

 

 

［正题名］青島紡績労働調査 

［第一责任人］南満洲鉄道株式会社調査部編 

［出版地］大連 

［出版者］南満洲鉄道株式会社調査部 

［出版日期］1940.2 

［附注内容］記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］日印綿業論 

［第一责任人］渡辺良吉著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1931.3 

［附注内容］巻末：引用書目解題 

［知识责任］渡辺良吉 著 

 

 

［正题名］南滿洲鐵道株式會社二十年略史 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社庶務部調査課編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1927.4 

［正题名］日本資本主義史上の指導者たち 

［第一责任人］土屋喬雄著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤版 53 

［知识责任］土屋喬雄 著 

 

 

［正题名］昭和十三年の國際情勢 

［第一责任人］赤松祐之著 

［出版地］東京 

［出版者］日本國際協會 

［出版日期］1939.6 

［丛编题名］日本國際協會叢書 



［丛编题名］ニホン コクサイ キョウカイ ソウショ 第 209 輯 

［主题词］日本/外国関係 

［知识责任］赤松祐之 著 

 

 

［正题名］昭和十一年の國際情勢 

［第一责任人］赤松祐之著 

［出版地］東京 

［出版者］日本國際協會 

［出版日期］1937.7 

［丛编题名］日本國際協會叢書 

［丛编题名］ニホン コクサイ キョウカイ ソウショ 第 185 輯 

［主题词］日本/外国関係 

［知识责任］赤松祐之 著 

 

 

［正题名］南方亞細亞の文化 

［第一责任人］滿鐵東亞經濟調査局『新亞細亞』編輯部編監輯 

［出版地］東京 

［出版者］大和書店 

［出版地］東京 

［出版者］日本出版配給 (配給) 

［出版日期］1942.11 

［丛编题名］新亞細亞叢書 

［丛编题名］シンアジア ソウショ 4 

 

 

［正题名］南洋の資源と共栄圏貿易の将来 

［第一责任人］景山哲夫著 

［出版地］東京 

［出版者］八紘閣 

［出版日期］1941.2 

［主题词］東南アジア/貿易 

［主题词］東南アジア/資源 

［知识责任］景山哲夫 著 

 

 

［正题名］再分割の危機に立つ支那 

［第一责任人］満州評論同人著 

［出版地］大連 

［出版者］満州評論社 

［出版日期］1936.3 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］中国/経済 



［知识责任］満州評論同人 著 

 

 

［正题名］近代回教史潮 

［第一责任人］河瀬蘇北著 

［出版地］京都 

［出版者］中外出版 

［出版日期］1924.7 

［知识责任］河瀬蘇北 著 

 

 

［正题名］倭寇研究 

［第一责任人］登丸福寿，茂木秀一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1942.5 

［主题词］倭寇 

［知识责任］登丸福寿 著 

［知识责任］茂木秀一郎 著 

 

 

［正题名］安南民族運動史概説 

［第一责任人］大岩誠著 

［出版地］東京 

［出版者］ぐろりあ·そさえて 

［出版日期］1941.1 

［丛编题名］ぐろりあ文庫 

［丛编题名］グロリア ブンコ 6 

［主题词］民族運動/ベトナム/歴史 

［知识责任］大岩誠 著 

 

 

［正题名］吉田松陰 

［第一责任人］藤井貞文著 

［出版地］東京 

［出版者］地人書館 

［出版日期］1943.3 

［丛编题名］維新勤皇遺文選書 

［丛编题名］イシン キンノウ イブン センショ 

［知识责任］藤井貞文 著 

 

 

［正题名］後藤新平傳 

［第一责任人］鶴見祐輔著 



［出版地］東京 

［出版者］太平洋協會出版部 

［出版日期］1944.4 

［附注内容］「國民指導者時代 後期上 帝都復興篇」の出版者: 太平洋出版社 

［知识责任］鶴見祐輔 著 

 

 

［正题名］後藤新平傳 

［第一责任人］鶴見祐輔著 

［出版地］東京 

［出版者］太平洋協會出版部 

［出版日期］1943.5 

［附注内容］「國民指導者時代 後期上 帝都復興篇」の出版者: 太平洋出版社 

［知识责任］鶴見祐輔 著 

 

 

［正题名］後藤新平傳 

［第一责任人］鶴見祐輔著 

［出版地］東京 

［出版者］太平洋協會出版部 

［出版日期］1944.4 

［附注内容］「國民指導者時代 後期上 帝都復興篇」の出版者: 太平洋出版社 

［知识责任］鶴見祐輔 著 

 

 

［正题名］後藤新平傳 

［第一责任人］鶴見祐輔著 

［出版地］東京 

［出版者］太平洋協會出版部 

［出版日期］1944.1 

［附注内容］「國民指導者時代 後期上 帝都復興篇」の出版者: 太平洋出版社 

［知识责任］鶴見祐輔 著 

 

 

［正题名］南方共榮圏を語る 

［第一责任人］高橋三吉著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1941.5 

［知识责任］高橋三吉 著 

 

 

［正题名］南洋進展の施設に就て 

［第一责任人］藤山雷太述 



［出版地］東京 

［出版者］南洋協会 

［出版日期］1929.4 

［丛编题名］南洋研究叢書 

［丛编题名］ナンヨウ ケンキュウ ソウショ 第 21 篇 

［知识责任］藤山雷太 述 

［知识责任］南洋協会 編 

 

 

［正题名］後藤新平伝 

［第一责任人］沢田謙著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄弁会講談社 

［出版日期］1943.7 

［知识责任］沢田謙 著 

 

 

［正题名］大日本生産黨十年史 

［第一责任人］大日本生産黨十年史編纂委員會編 

［出版地］東京 

［出版者］大日本生産黨本部 

［出版日期］1941.3 

［附注内容］付：年表，大日本生産党主義·政綱·政策，党則(p531-) 

 

 

［正题名］印度獨立運動編 

［第一责任人］マハートマ·ガンヂー述 

［译者］日立九馬譯 

［出版地］東京 

［出版者］光融館書店 

［出版日期］1940.3 

［附注内容］譯者の読みは確定していません。 

［知识责任］Gandhi 述 

［知识责任］ガンヂー 述 

［次知识责任］日立九馬 譯 

 

 

［正题名］明治維新と地主制 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.4 

［主题词］明治維新 

 



 

［正题名］ 初の哲学者たち 

［第一责任人］ジョージ·トムソン著 

［译者］出隆，池田薫共訳 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.3 

［附注内容］文献：巻末 p17～24 

［主题词］ギリシャ哲学 

［知识责任］Thomson 著 

［知识责任］トムソン 著 

［次知识责任］出隆 訳 

［次知识责任］池田薫 訳 

 

 

［正题名］戰後における社會經濟史學の發達 

［第一责任人］社會經濟史學會編 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1955.7 

［主题词］経済/歴史 

 

 

［正题名］日露戦争史の研究 

［第一责任人］信夫清三郎，中山治一編 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1959.9 

［附注内容］付：文献 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］信夫清三郎 編 

［知识责任］中山治一 編 

 

 

［正题名］近代中國研究 

［第一责任人］近代中國研究委員會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1959.8 

［正题名］近代中國研究 

［第一责任人］近代中國研究委員會編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1960.7 



［正题名］東印度農業経済研究 

［第一责任人］奥田彧訳著 

［出版地］東京 

［出版者］日本外政協会 

［出版日期］1943.2 

［知识责任］奥田彧 訳著 

 

 

［正题名］西藏遊記 

［第一责任人］青木文教述 

［出版地］京都 

［出版者］内外出版 

［出版日期］1920.10 

［主题词］チベット/紀行 

［主题词］チベット/歴史 

［知识责任］青木文教 述 

 

 

［正题名］インド世界の形成 

 

 

［正题名］イスラム世界の形成 

［出版地］東京 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1955.4 

［丛编题名］世界史講座 

［丛编题名］セカイシ コウザ 2 

［附注内容］監修：上原専禄ほか 

［主题词］世界史 

［知识责任］上原専禄 監修 

 

 

［正题名］南洋諸島 

［第一责任人］太平洋協會編 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1942.8 

［附注内容］英文タイトルは巻末 Résumés による 

［附注内容］文獻あり 

 

 

［正题名］印度教 

［第一责任人］井原徹山著 

［出版地］東京 



［出版者］大東出版社 

［出版日期］1943.11 

［主题词］ヒンズー教 

［知识责任］井原徹山 著 

 

 

［正题名］印度概觀 

［第一责任人］滿鐵東亞經濟調査局編 

［出版地］東京 

［出版者］滿鐵東亞經濟調査局 

［出版日期］1943.12 

［正题名］印度統計書 

［第一责任人］綜合印度研究室編 

［出版地］東京 

［出版者］国際日本協会 

［出版日期］1943.6 

［丛编题名］大東亞統計叢書 

［丛编题名］ダイトウア トウケイ ソウショ 第 1 部 7 

［主题词］インド/統計 

 

 

［正题名］印度に於ける英佛爭覇史 

［第一责任人］G.B.マレソン著 

［译者］大澤貞藏訳 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1943.6 

［主题词］インド/歴史 

［知识责任］Malleson 著 

［知识责任］マレソン 著 

［知识责任］大澤貞蔵 訳 

 

 

［正题名］大南洋年鑑 

［第一责任人］南洋團體聯合會編 

［出版地］東京 

［出版者］南洋團體聯合會 

［出版日期］1942.6 

［附注内容］昭和 17 年版：年表：p851-859 

［附注内容］昭和 18 年版：付：大南洋要図 1 枚 

 

 

［正题名］支那政治組織の研究 

［第一责任人］及川恒忠撰 



［出版地］東京 

［出版者］啓成社 

［出版日期］1933.6 

［附注内容］地名字典：ローマ字対照漢字：1-81p 

［知识责任］及川恒忠 撰 

 

 

［正题名］チベット密教教理の研究 

［第一责任人］酒井眞典著 

［出版地］高野町(和歌山県) 

［出版者］高野山遍照光院歴世全書刊行会 

［出版日期］1956.12 

［丛编题名］遍照光院歴世全書 

［丛编题名］ヘンジョウコウイン レキセイ ゼンショ 第 1 巻 

［附注内容］高野山出版社(発売) 

［附注内容］自祝高野山大学七十周年 

［主题词］ラマ教 

［知识责任］酒井真典 著 

 

 

［正题名］印度經濟の研究 

［第一责任人］アンステイ著 

［译者］末高信訳 

［出版地］東京 

［出版者］有光社 

［出版日期］1942.12 

［主题词］インドー経済 

［主题词］経済政策-インド 

［主题词］金融-インド 

［主题词］インド/経済 

［主题词］金融/インド 

［知识责任］Anstay 著 

［知识责任］アンステイ 著 

［次知识责任］末高信 訳 

 

 

［正题名］蒙文元朝祕史 

［第一责任人］服部四郎，都嘠爾扎布共編 

［出版地］東京 

［出版者］文求堂 

［出版日期］1939.10 

［附注内容］原本は大體四部叢刊本(漢字音訳)による 

［附注内容］本文はモンゴル語 

［附注内容］モンゴル語タイトルあり 



［主题词］中国/歴史/元時代 

［主题词］蒙古/歴史 

［知识责任］服部四郎 編 

［知识责任］都嘎爾扎布 編 

 

 

［正题名］東亜論叢 

［第一责任人］東亜史研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］文求堂 

［出版日期］1940.2 

［正题名］東亞學 

［第一责任人］米林富男編 

［出版地］東京 

［出版者］日光書院 

［出版日期］1939.9 

［附注内容］執筆者：田村實造 ほか 

［知识责任］米林富男 編 

［知识责任］田村実造 執筆 

 

 

［正题名］東亞學 

［第一责任人］米林富男編 

［出版地］東京 

［出版者］日光書院 

［出版日期］1940.6 

［附注内容］執筆者：田村實造 ほか 

［知识责任］米林富男 編 

［知识责任］田村実造 執筆 

 

 

［正题名］支那貿易年報 

［第一责任人］大阪市役所産業部調査課編 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪市役所 

［出版日期］1930.12 

［丛编题名］貿易経済叢書 

［丛编题名］ボウエキ ケイザイ ソウショ 第 35 輯 

［知识责任］大阪市役所産業部貿易課 編 

 

 

［正题名］朝日経済年史 

［第一责任人］朝日新聞社経済部編 

［出版地］大阪 



［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1934.4 

［附注内容］子書誌レコードあり 

［主题词］日本/ 経済/歴史 

 

 

［正题名］朝日経済年史 

［第一责任人］朝日新聞社経済部編 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1932.5 

［附注内容］子書誌レコードあり 

［主题词］日本/ 経済/歴史 

 

 

［正题名］朝日経済年史 

［第一责任人］朝日新聞社経済部編 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1931.4 

［附注内容］子書誌レコードあり 

［主题词］日本/ 経済/歴史 

 

 

［正题名］朝日経済年史 

［第一责任人］朝日新聞社経済部編 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1935.5 

［附注内容］子書誌レコードあり 

［主题词］日本/ 経済/歴史 

 

 

［正题名］朝日経済年史 

［第一责任人］朝日新聞社経済部編 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1943.6 

［附注内容］子書誌レコードあり 

［主题词］日本/ 経済/歴史 

 

 

［正题名］柏戸留吉 

［第一责任人］鈴木要吾編 



［出版地］千葉 

［出版者］柏戸留吉先生傳記編纂會 

［出版日期］1944.8 

［知识责任］鈴木要吾 編 

 

 

［正题名］湘鄂鐡道沿線炭礦調査報告 

［第一责任人］中支建設資料整備事務所訳編 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備事務所 

［出版日期］1941.11 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 74 編 

［附注内容］タイトルは背による 

 

 

［正题名］石油国策論集 

［第一责任人］長谷川尚一著 

［出版地］東京 

［出版者］中西貞一 

［出版日期］1937.6 

［知识责任］長谷川尚一 著 

 

 

［正题名］花甲録 

［第一责任人］内山完造著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.9 

［附注内容］花甲録. 一九四六年より一九五九年まで. 付録 

［知识责任］内山完造 著 

 

 

［正题名］北滿洲と東支鐵道 

［第一责任人］東支鐵道經濟調査局編 

［译者］南滿洲鐵道株式會社庶務部調査課訳 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社庶務部調査課 

［出版日期］1928.7 

［丛编题名］露文飜譯調査資料 

［丛编题名］ロブン ホンヤク チョウサ シリョウ 第 2 號 

［主题词］満州/産業 

［主题词］鉄道/満州 

 



 

［正题名］素空山縣公傳 

［第一责任人］徳富猪一郎編述 

［出版地］東京 

［出版者］山縣公爵傳記編纂會 

［出版日期］1929.9 

［附注内容］素空山縣公年譜：巻末 p1-64 

［附注内容］山縣伊三郎の肖像あり 

［知识责任］徳富蘇峰 編述 

 

 

［正题名］海外交通史話 

［第一责任人］辻善之助著 

［出版地］東京 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1940.8 

［知识责任］辻善之助 著 

 

 

［正题名］財界不況事情 

［第一责任人］郷誠之助著 

［出版地］東京 

［出版者］東京商工會議所 

［出版日期］1931.1 

［知识责任］郷誠之助 著 

 

 

［正题名］我國纖維工業の輸出伸張力 

［第一责任人］瀧谷善一編 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1941.4 

［丛编题名］日本學術振興會第二十三小委員會報告 

［丛编题名］ニホン ガクジュツ シンコウカイ ダイ 23 ショウイインカイ ホウコク 時

局と中小工業 2 

［主题词］中小企業 

［主题词］繊維工業 

［知识责任］瀧谷善一 編 

 

 

［正题名］イスラム教 

［第一责任人］大久保幸次著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1934.11 

［丛编题名］岩波講座東洋思潮 

［丛编题名］イワナミ コウザ トウヨウ シチョウ 東洋思想の諸問題 

［知识责任］大久保幸次 著 

 

 

［正题名］東蒙古の真相 

［第一责任人］松本雋著 

［出版地］東京 

［出版者］兵林館 

［出版日期］1913.6 

［知识责任］松本雋 著 

 

 

［正题名］現代アメリカと世界 

［第一责任人］アメリカ学会訳編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.12 

［丛编题名］原典アメリカ史 

［丛编题名］ゲンテン アメリカシ アメリカ學會譯編 別巻 

 

 

［正题名］ファーニヴァル蘭印經濟史 

［第一责任人］J.S.ファーニヴァル著 

［译者］南太平洋研究會訳 

［出版地］東京 

［出版者］実業之日本社 

［出版日期］1942.2 

［附注内容］訳者·著作権者：川又昇 

［主题词］インドネシア/経済/歴史 

［知识责任］Furnivall 著 

［知识责任］ファーニヴァル 著 

［知识责任］川又昇 訳 

 

 

［正题名］日本經濟圖表 

［第一责任人］猪間驥一編 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1930.11 

［丛编题名］現代經濟學全集 

［丛编题名］ゲンダイ ケイザイガク ゼンシュウ 第 25 巻 

［主题词］日本/経済 



［知识责任］猪間驥一 編 

 

 

［正题名］日滿支に於ける工業製品需給状況調査 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1936.10 

［丛编题名］経調資料 

［丛编题名］ケイチョウ シリョウ 第 123 編 

 

 

［正题名］古代文化論 

［第一责任人］松本信廣著 

［第一责任人］古川竹二著 . 

［出版地］東京 

［出版者］共立社 

［出版日期］1932.10 

［丛编题名］現代史學大系 

［丛编题名］ゲンダイ シガク タイケイ 10 

［主题词］歴史/叢書 

［知识责任］古川竹二 著 

［知识责任］松本信広 著 

 

 

［正题名］河南省の棉業 

［第一责任人］中支建設資料整備委員會編訳 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編譯部 

［出版日期］1940.3 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 15 編 

［附注内容］タイトルは背による 

［主题词］綿業/河南省 

 

 

［正题名］朝鮮對滿洲貿易の推移と其の將來 

［第一责任人］朝鮮銀行調査課編 

［出版地］京城 

［出版者］朝鮮銀行調査課 

［出版日期］1937.7 

［丛编题名］調査報告 

［丛编题名］チョウサ ホウコク 第 18 號 

 



 

［正题名］續福澤全集 

［第一责任人］慶応義塾編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.5 

［知识责任］福沢諭吉 編 

 

 

［正题名］朝鮮支那文化の研究 

［第一责任人］京城帝國大學法文學會編 

［出版地］東京 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1929.9 

［丛编题名］京城帝國大學法文學會論纂 

［丛编题名］ケイジョウ テイコク ダイガク ホウブン ガッカイ ロンサン 第 2 部第 1

輯 

 

 

［正题名］江蘇省南通懸農村實態調査報告書 

［第一责任人］南満洲鉄道株式会社上海事務所調査室編 

［出版地］上海 

［出版者］南満洲鉄道 

［出版日期］1941.4 

［丛编题名］満鉄調査研究資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ ケンキュウ シリョウ 第 38 編 

［丛编题名］上海滿鐵調査資料 

［丛编题名］シャンハイ マンテツ チョウサ シリョウ 第 51 編 

［主题词］農村 

 

 

［正题名］神戸博士還暦祝賀記念論文集 

［第一责任人］京都帝国大学経済学会編 

［出版地］京都 

［出版者］京都帝国大学経済学会 

［出版日期］1937 

［丛编题名］経済論叢 

［丛编题名］ケイザイ ロンソウ 第 44 巻第 5 号 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

 

 

［正题名］日本百年の記録 

［第一责任人］木下宗一著 

［出版地］東京 



［出版者］人物往来社 

［出版日期］1960.4 

［主题词］日本--歴史--近代 

［知识责任］木下宗一 著 

 

 

［正题名］大連 

［第一责任人］篠崎嘉郎著 

［出版地］大連 

［出版者］大阪屋号書店 

［出版日期］1921.12 

［主题词］大連 

［知识责任］篠崎嘉郎 著 

 

 

［正题名］省政彙覧 

［第一责任人］國務院總務廳情報處編 

［出版地］新京 

［出版者］國務院總務廳情報處 

［出版日期］1936.2 

［主题词］満州/地誌 

 

 

［正题名］省政彙覧 

［第一责任人］國務院總務廳情報處編 

［出版地］新京 

［出版者］國務院總務廳情報處 

［出版日期］1936.5 

［主题词］満州/地誌 

 

 

［正题名］省政彙覧 

［第一责任人］國務院總務廳情報處編 

［出版地］新京 

［出版者］國務院總務廳情報處 

［出版日期］1936.5 

［主题词］満州/地誌 

 

 

［正题名］省政彙覧 

［第一责任人］國務院總務廳情報處編 

［出版地］新京 

［出版者］國務院總務廳情報處 

［出版日期］1936.9 



［主题词］満州/地誌 

 

 

［正题名］省政彙覧 

［第一责任人］國務院總務廳情報處編 

［出版地］新京 

［出版者］國務院總務廳情報處 

［出版日期］1937.2 

［主题词］満州/地誌 

 

 

［正题名］蒙古土産 

［第一责任人］一宮操子著 

［出版地］東京 

［出版者］實業之日本社 

［出版日期］1909.11 

［主题词］蒙古/紀行 

［知识责任］一宮操子 著 

 

 

［正题名］印度統治法改正問題 

［第一责任人］東亞研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1942.9 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所[編] 外甲第 22 号 C 

 

 

［正题名］大日本商業史 

 

 

［正题名］附平戸貿易志 

 

 

［正题名］變小爲大轉敗爲勝新日本の圖南の夢 

［第一责任人］菅沼貞風著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.11 

［附注内容］第 2 刷(昭和 16 年 9 月発行)は後付 44p, p.41～44 に「大日本商業史刊行に就

て」あり 

［知识责任］菅沼貞風 著 

 



 

［正题名］囘教の本義と現勢 

［第一责任人］啓明會編 

［译者］大久保幸次述 

［出版地］東京 

［出版者］啓明會事務所 

［出版日期］1941.12 

［丛编题名］講演集 

［丛编题名］コウエンシュウ 第 109 囘 

［次知识责任］大久保幸次 述 

 

 

［正题名］大阪の貿易組合 

［第一责任人］大阪市産業部貿易課編 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪市産業部貿易課 

［出版日期］1939.6 

［丛编题名］産業部調査資料 

［丛编题名］サンギョウブ チョウサ シリョウ 第 15 輯 

［附注内容］附録：p263-306 

［知识责任］大阪市産業部貿易課 編 

 

 

［正题名］現滿洲 

［第一责任人］遼東新報社編 

［出版地］大連 

［出版者］遼東新報社 

［出版日期］1912.11 

［知识责任］遼東新報社 編 

 

 

［正题名］印度の流通經濟 

［第一责任人］綜合インド研究室編 

［出版地］東京 

［出版者］伊藤書店 

［出版日期］1944.6 

［主题词］インド/経済 

 

 

［正题名］印度の近代工業 

［第一责任人］D·H·ブカナン著 

［译者］東亞研究叢書刊行會編譯 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房 



［出版日期］1943.8 

［丛编题名］東亞研究叢書 

［丛编题名］トウア ケンキュウ ソウショ 第 20 卷 

［附注内容］引用文獻索引：巻末 p18-30 

［附注内容］印度經濟參考文獻目録：巻末 p31-48 

［附注内容］東亞研究叢書刊行會藏版 

［知识责任］Buchanan 著 

［知识责任］ブカナン 著 

 

 

［正题名］朱印船貿易史 

［第一责任人］川島元次郎著 

［出版地］京都 

［出版者］内外出版 

［出版日期］1921.9 

［附注内容］奥付の著者名：川島元治郎 

［主题词］朱印船 

［知识责任］川島元次郎 著 

 

 

［正题名］中華人民共和國の國家體制と基本動向 

［第一责任人］愛知大學國際問題研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1954.10 

［正题名］史學研究記念論叢 

［第一责任人］広島文理科大学史学科教室編 

［出版地］京都 

［出版者］柳原書店 

［出版日期］1950.10 

［主题词］歴史/論説 

［知识责任］広島文理科大学史学科教室 編 

 

 

［正题名］中國共産黨五年來の政治主張 

［第一责任人］中國共産黨中央委員會編 

［译者］三上諦聽，石川忠雄，芝田稔訳 

［出版地］吹田 

［出版者］關西大學東西學術研究所 

［出版日期］1963.3 

［丛编题名］関西大学東西学術研究所資料集刊 

［丛编题名］カンサイ ダイガク トウザイ ガクジュツ ケンキュウジョ シリョウ シュウ

カン 3 

［知识责任］三上諦聴 訳 



［知识责任］石川忠雄 訳 

［知识责任］芝田稔 訳 

 

 

［正题名］日本人物史大系 

［第一责任人］小西四郎編 

［出版地］東京 

［出版者］朝倉書店 

［出版日期］1960.4 

［知识责任］小西四郎 編 

 

 

［正题名］日本人物史大系 

［第一责任人］小西四郎編 

［出版地］東京 

［出版者］朝倉書店 

［出版日期］1960.3 

［知识责任］小西四郎 編 

 

 

［正题名］大東亜の社会と経済 

［第一责任人］慶応義塾高等部学術研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］北隆館 

［出版日期］1943.6 

［主题词］アジア/経済 

［知识责任］慶応義塾高等部学術研究会 編 

 

 

［正题名］朝鮮社會史讀本 

［第一责任人］李清源著 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1936.5 

［主题词］朝鮮/歴史 

［知识责任］李清源 著 

 

 

［正题名］王陽明 

［第一责任人］山本正一著 

［出版地］東京 

［出版者］中文館書店 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］山本正一 著 



 

 

［正题名］新羅史 

［第一责任人］福田芳之助著 

［出版地］京都 

［出版者］若林春和堂 

［出版日期］1913.6 

［附注内容］発売：東京堂ほか 

［主题词］朝鮮/歴史/新羅 

［知识责任］福田芳之助 著 

 

 

［正题名］伊藤公の生涯 

［第一责任人］藤山一雄著 

［出版地］新京 

［出版者］藝文社 

［出版日期］1943.5 

［附注内容］伊藤公年譜：p[237]-248 

［知识责任］藤山一雄 著 

 

 

［正题名］南方交易論 

［第一责任人］浅香末起著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1943.1 

［主题词］東南アジア/貿易 

［知识责任］浅香末起 著 

 

 

［正题名］北支紡績·製粉工業調査報告 

［第一责任人］支那駐屯軍司令部乙囑託班編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］支那駐屯軍司令部 

［出版日期］1937 

［丛编题名］北支·産業調査書類 

［丛编题名］ホクシ サンギョウ チョウサ ショルイ 第 4 編第 2 巻 

［知识责任］支那駐屯軍司令部乙囑託班 編 

 

 

［正题名］米國東洋政策の史的考察 

［第一责任人］高木八尺著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1942.8 

［丛编题名］政治學叢書 

［丛编题名］セイジガク ソウショ 7 

［附注内容］東京帝國大學法學部特別講義 

［知识责任］高木八尺 著 

 

 

［正题名］米國の對支經濟政策 

［第一责任人］東亞經濟調査局編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞經濟調査局 

［出版日期］1931.8 

［丛编题名］経済資料 

［丛编题名］ケイザイ シリョウ 通卷第 176 

［主题词］経済政策 

［主题词］アメリカ合衆国/外国関係/中国 

 

 

［正题名］インターナショナル歴史現状發展 

［第一责任人］安部磯雄，小池四郎共譯 

［出版地］東京 

［出版者］春陽堂 

［出版日期］1931.3 

［主题词］国際労働運動 

［知识责任］安部磯雄 譯 

［知识责任］小池四郎 譯 

 

 

［正题名］甘肅西藏邊疆地帯の民族 

［第一责任人］B.R.イクヴォール著 

［译者］蓮井一雄譯 

［出版地］東京 

［出版者］帝國書院 

［出版日期］1943.8 

［主题词］チベット人 

［知识责任］Ekvall 著 

［知识责任］イクヴォール 著 

［次知识责任］蓮井一雄 譯 

 

 

［正题名］回教解説 

［第一责任人］佐久間貞次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］言海書房 



［出版日期］1935.4 

［主题词］回教 

［知识责任］佐久間貞次郎 著 

 

 

［正题名］朝鮮役 

［第一责任人］徳富猪一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］民友社 

［出版地］東京 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1935.4 

［丛编题名］近世日本国民史 

［丛编题名］キンセイ ニホン コクミンシ 徳富猪一郎著 7 豊臣氏時代 丁篇 

［知识责任］徳富蘇峰 著 

 

 

［正题名］朝鮮役 

［第一责任人］徳富猪一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］民友社 

［出版地］東京 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1935.5 

［丛编题名］近世日本国民史 

［丛编题名］キンセイ ニホン コクミンシ 徳富猪一郎著 8 豊臣氏時代 戊篇 

［知识责任］徳富蘇峰 著 

 

 

［正题名］朝鮮役 

［第一责任人］徳富猪一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］民友社 

［出版地］東京 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1935.6 

［丛编题名］近世日本国民史 

［丛编题名］キンセイ ニホン コクミンシ 徳富猪一郎著 9 豊臣氏時代 己篇 

［知识责任］徳富蘇峰 著 

 

 

［正题名］讀史備要 

［第一责任人］東京帝國大學史料編纂所編 

［出版地］東京 



［出版者］内外書籍 

［出版日期］1933.7 

［附注内容］附録：干支早見盤，方位及時刻對照表 

［主题词］日本/歴史/年表 

 

 

［正题名］戦後日本労働運動史 

［第一责任人］海野幸隆，小林英男，芝寬著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.7 

［丛编题名］さんいち·らいぶらり 

［丛编题名］サンイチ ライブラリ 12 

［附注内容］月報あり 

［主题词］労働運動/歴史/日本 

［知识责任］海野幸隆 著 

 

 

［正题名］戦後日本労働運動史 

［第一责任人］海野幸隆，小林英男，芝寬著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.9 

［丛编题名］さんいち·らいぶらり 

［丛编题名］サンイチ ライブラリ 13 

［附注内容］月報あり 

［主题词］労働運動/歴史/日本 

［知识责任］海野幸隆 著 

 

 

［正题名］戦後日本労働運動史 

［第一责任人］海野幸隆，小林英男，芝寬著 

［出版地］東京 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.10 

［丛编题名］さんいち·らいぶらり 

［丛编题名］サンイチ ライブラリ 14 

［附注内容］月報あり 

［主题词］労働運動/歴史/日本 

［知识责任］海野幸隆 著 

 

 

［正题名］劉少奇主要著作集 

［第一责任人］浅川謙次，尾崎庄太郎編訳 



［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1959.11 

［知识责任］劉少奇 編 

［知识责任］浅川謙次 編訳 

［知识责任］尾崎庄太郎 編訳 

 

 

［正题名］劉少奇主要著作集 

［第一责任人］浅川謙次，尾崎庄太郎編訳 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1959.12 

［知识责任］劉少奇 編 

［知识责任］浅川謙次 編訳 

［知识责任］尾崎庄太郎 編訳 

 

 

［正题名］劉少奇主要著作集 

［第一责任人］浅川謙次，尾崎庄太郎編訳 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.2 

［知识责任］劉少奇 編 

［知识责任］浅川謙次 編訳 

［知识责任］尾崎庄太郎 編訳 

 

 

［正题名］劉少奇主要著作集 

［第一责任人］浅川謙次，尾崎庄太郎編訳 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.1 

［知识责任］劉少奇 編 

［知识责任］浅川謙次 編訳 

［知识责任］尾崎庄太郎 編訳 

 

 

［正题名］國史大辭典 

［第一责任人］八代国治，早川純三郎，井野辺茂雄編 

［译者］萩野由之監修 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1908.7 



［附注内容］別冊：国史大辞典挿絵及年表 

［主题词］日本/歴史/辞書 

［知识责任］八代国治 編 

［知识责任］早川純三郎 編 

［知识责任］井野邊茂雄 編 

［次知识责任］萩野由之 監修 

 

 

［正题名］國史大辭典挿繪及年表 

［第一责任人］八代國治，早川純三郎，井野邊茂雄編纂 

［译者］萩野由之監修 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1908.3 

［附注内容］監修：萩野由之 

［知识责任］八代国治 編纂 

［知识责任］早川純三郎 編纂 

［知识责任］井野邊茂雄 編纂 

［知识责任］萩野由之 監修 

 

 

［正题名］冩真日本海軍 

［第一责任人］松本辰雄編 

［出版地］東京 

［出版者］海と空社 

［出版日期］1940.10 

［丛编题名］海軍雜志［海と空］ 臨時號 

［知识责任］松本辰雄 編 

 

 

［正题名］世界古代文化史 

［第一责任人］西村真次著 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂 

［出版日期］1933.6 

［知识责任］西村真次 著 

 

 

［正题名］世界地理風俗大系 

［第一责任人］鈴木艮編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1935.12 

［知识责任］鈴木艮 編 



［知识责任］佐藤定勝 編 

［知识责任］森戸益樹 編 

 

 

［正题名］ 新世界現勢地圖帖 

［第一责任人］小川琢治著 

［出版地］東京 

［出版者］新光社 

［出版日期］1933 

［知识责任］小川琢治 著 

 

 

［正题名］新選大地図 

［第一责任人］守屋美智雄著 

［出版地］東京 

［出版者］中等学校教科書 

［出版日期］1943.7 

［主题词］地理教育 

［主题词］世界地図 

［主题词］地図 

［知识责任］守屋美智雄 著 

 

 

［正题名］日本歴史地図 

［第一责任人］西岡虎之助，服部之總監修 

［出版地］東京 

［出版者］全国教育図書 

［出版日期］1956.10 

［知识责任］西岡虎之助 監修 

［知识责任］服部之総 監修 

 

 

［正题名］長崎縣史料 

［第一责任人］浦勘太郎編 

［出版地］長崎 

［出版者］長崎縣 

［出版日期］1912.1 

［附注内容］遡及 

［知识责任］浦勘太郎 編 

 

 

［正题名］混保十五年史 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社鐵道部貨物課編 

［出版地］大連 



［出版者］南滿洲鐵道鐵道部 

［出版日期］1936.1 

［知识责任］南滿洲鐵道株式會社鐵道部貨物課 編 

 

 

［正题名］考史遊記 

［第一责任人］桑原隲蔵著 

［出版地］東京 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1942.6 

［知识责任］桑原隲蔵 著 

 

 

［正题名］全日本紳士録 

［第一责任人］人事興信所編 

［出版地］東京 

［出版者］人事興信所 

［出版日期］1957.4 

［主题词］日本/名簿 

 

 

［正题名］華中蠶絲股份有限公司沿革史 

［第一责任人］華中蠶絲股份有限公司編 

［出版地］上海 

［出版者］華中蠶絲股份有限公司 

［出版日期］1944.9 

［正题名］北支那外國貿易統計年報 

［第一责任人］北支事務局調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北支事務局調査部 

［出版日期］1937 

［正题名］本邦需給資源總覽 

［第一责任人］東亞經濟調査局編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞經濟調査局 

［出版日期］1931.12 

［正题名］吉會鐵道關係地方調査報告書 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社庶務部調査課編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南満州鉄道庶務部調査課 

［出版日期］1928.12 

［丛编题名］調査報告書 

［丛编题名］チョウサ ホウコクショ 第 31 巻 

［主题词］鉄道/満州 



 

 

［正题名］交通部門 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵調査部 

［出版日期］1939.3 

［正题名］東方史論叢 

［第一责任人］田村實造編 

［出版地］丹波市町（奈良県） 

［出版者］養徳社 

［出版日期］1947.7 

［知识责任］田村實造 編 

 

 

［正题名］西洋史料集成 

［第一责任人］平凡社編 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1956.1 

［主题词］西洋/歴史/書目/解題 

［主题词］西洋/歴史/史料/書目/解題 

 

 

［正题名］滿洲國現勢 

［第一责任人］里見甫編 

［出版地］滿洲 

［出版者］滿洲國通信社 

［出版日期］1936.4 

［知识责任］里見甫 編 

 

 

［正题名］諸外國の對支投資 

［第一责任人］東亞研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1942.11 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所[編] 甲第 18-20 號 C 

［主题词］国際投資 

 

 

［正题名］臺灣銀行四十年誌 

［第一责任人］名倉喜作編 



［出版地］東京 

［出版者］台湾銀行 

［出版日期］1939.8 

［附注内容］巻末：台湾銀行年表 

［知识责任］名倉喜作 編 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］下中彌三郎編集 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1955.10 

［附注内容］編集委員：井上幸治ほか 

［附注内容］付：世界歴史事典總項目表(62p；21cm) 

［主题词］世界史/辞書 

［知识责任］下中彌三郎 編集 

 

 

［正题名］毎日年鑑 

［第一责任人］毎日新聞社［編］ 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1955.10 

［附注内容］昭和 51 年版以前は別書誌(BN01226285) 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［正题名］毎日年鑑 

［第一责任人］毎日新聞社［編］ 

［出版地］東京 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1956.11 

［附注内容］昭和 51 年版以前は別書誌(BN01226285) 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［正题名］關東局施政三十年史 

［第一责任人］關東局編 

［出版地］大連 

［出版者］關東局 

［出版日期］1936.10 

［附注内容］巻末：年表 



［主题词］関東州/行政 

 

 

［正题名］ 近の社會運動 

［第一责任人］協調會編 

［出版地］東京 

［出版者］協調會 

［出版日期］1929.12 

［附注内容］索引：人名の部，事項の部 

［主题词］社会運動/歴史 

 

 

［正题名］古代中國の水の歷史 

［第一责任人］豐島静英編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］豐島静英 編 

 

 

［正题名］東亜關係特種條約彙纂 

［第一责任人］東亜同文會編纂 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社支社 

［出版日期］1904.5 

［主题词］日本/条約 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］終戦史録 

［第一责任人］外務省編 

［出版地］東京 

［出版者］新聞月鑑社 

［出版日期］1952.7 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］終戦史録 

［第一责任人］外務省編 

［出版地］東京 

［出版者］新聞月鑑社 

［出版日期］1952.8 

［主题词］太平洋戦争 



 

 

［正题名］頭山滿翁語録 

［第一责任人］田中稔編 

［出版地］東京 

［出版者］皇國青年教育協會 

［出版日期］1943.5 

［附注内容］附録:頭山滿翁略傳(葛生能久著 275-291p) 

［知识责任］頭山満 編 

［知识责任］田中稔 編 

 

 

［正题名］朝鮮之研究 

［第一责任人］朝鮮及滿洲社編纂 

［出版地］東京 

［出版者］朝鮮及滿洲社 

［出版日期］1930.8 

［正题名］本朝陶器攷證 

［第一责任人］金森得水著 

［出版地］東京 

［出版者］艸書房 

［出版日期］1943.12 

［主题词］陶磁器 

［知识责任］金森得水 著 

 

 

［正题名］支那官僚政治の現狀 

［第一责任人］上海事務所調査室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社調査部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］近世印度史 

［第一责任人］V.A.スミス著 

［译者］関川左経訳 

［出版地］東京 

［出版者］擁書閣赤門書房 

［出版日期］1943.9 

［丛编题名］オックスフォード版印度史 

［丛编题名］オックスフォードバン インドシ 第 6 篇 

［主题词］インド/歴史 

［知识责任］Smith 著 

［知识责任］スミス 著 

［知识责任］関川左木夫 訳 

 



 

［正题名］奉公偉績戰記 

［第一责任人］保勳會編輯 

［出版地］東京 

［出版者］保勳會 

［出版日期］1895.10 

［附注内容］活字，和装，袋綴本 

［知识责任］保勳會 編輯 

 

 

［正题名］奉公偉績戰記 

［第一责任人］保勳會編輯 

［出版地］東京 

［出版者］保勳會 

［出版日期］1897.3 

［附注内容］活字，和装，袋綴本 

［知识责任］保勳會 編輯 

 

 

［正题名］佛領印度支那篇 

［第一责任人］佐田弘治郎編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞經濟調査局 

［出版日期］1937.12 

［丛编题名］南洋叢書 第 2 卷 

［知识责任］佐田弘治郎 編 

 

 

［正题名］田健治郎伝 

［第一责任人］田健治郎伝記編纂会編 

［出版地］東京 

［出版者］田健治郎伝記編纂会 

［出版日期］1932.6 

［附注内容］譲山田健治郎君年譜：巻末 p1-42 

 

 

［正题名］アメリカ戰時經濟の基礎構造 

［第一责任人］ソ聯邦科學アカデミー編纂 

［译者］筒井史譯訳編 

［出版地］東京 

［出版者］慶應書房 

［出版日期］1941.11 

［知识责任］筒井史郎 訳編 

 



 

［正题名］アラビア思想史 

［第一责任人］井筒俊彦著 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1941.7 

［丛编题名］興亞全書 

［丛编题名］コウア ゼンショ 

［主题词］回教 

［知识责任］井筒俊彦 著 

 

 

［正题名］朝鮮統治論 

［第一责任人］青柳南冥著 

［出版地］京城 

［出版者］朝鮮研究會 

［出版日期］1923.4 

［附注内容］奥付責任表示：青柳綱太郎 

［知识责任］青柳綱太郎 著 

 

 

［正题名］朝鮮統治論 

［第一责任人］青柳南冥著 

［出版地］京城 

［出版者］朝鮮研究會 

［出版日期］1923.4 

［附注内容］奥付責任表示：青柳綱太郎 

［知识责任］青柳綱太郎 著 

 

 

［正题名］土地問題を中心とせる中國經濟史研究文獻目録 

［第一责任人］中國土地制度史研究会編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］中國土地制度史研究会 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］ 近経済の重要問題 

［第一责任人］日本工業倶樂部経済研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］一元社 

［出版日期］1936.3 

［知识责任］日本工業倶樂部経済研究会 編 

 

 

［正题名］中國畫人字索引 



［第一责任人］中谷英雄編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］中谷英雄 編 

 

 

［正题名］朝鮮銀行諸规則類集 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］蒙古通志 

［第一责任人］中島竦編著 

［出版地］東京 

［出版者］民友社 

［出版日期］1916.4 

［知识责任］中島竦 編著 

 

 

［正题名］伯爵陸奥宗光遺稿 

［第一责任人］陸奥廣吉著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1929.1 

［知识责任］陸奥廣吉 著 

 

 

［正题名］天津貿易年報 

［第一责任人］在天津日本總領事館編 

［出版地］天津 

［出版者］天津日本人商業會議所 

［出版日期］1930 

［正题名］高句麗國遺氏反唐分子の处置 

［第一责任人］日野開三郎編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］日野開三郎 編 

 

 

［正题名］唐の高句麗討滅と安東都護府 

［第一责任人］日野開三郎編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 



［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］日野開三郎 編 

 

 

［正题名］世界現勢事典 

［第一责任人］世界現勢事典編集委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］東京堂 

［出版日期］1954.5 

［正题名］關東局施政三十年業績調査資料 

［第一责任人］關東局文書課編 

［正题名］聯盟脱退関係諸文書 

［第一责任人］國際聯盟協會編 

［出版地］東京 

［出版者］国際連盟協会 

［出版日期］1933.4 

［丛编题名］國際聯盟協會叢書 

［丛编题名］コクサイ レンメイ キョウカイ ソウショ 第 123 輯 

［附注内容］日英両文 

［主题词］国際連盟 

 

 

［正题名］中華民國第十一年史 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道庶務部調査課 

［出版日期］1923.6 

［丛编题名］滿鐵調査資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ シリョウ 第 15 編 

 

 

［正题名］石油の話 

［第一责任人］早坂一郎，由岐一著 

［出版地］東京 

［出版者］日本公論社 

［出版日期］1938.3 

［附注内容］附：燃料問題と石油国策 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］石油 

［知识责任］早坂一郎 著 

［知识责任］由岐一 著 

 

 

［正题名］驀進華北の剿共 

［第一责任人］佐々木健兒編 



［出版地］北京 

［出版者］華北宣傳聯盟 

［出版日期］1942.4 

［知识责任］佐々木健兒 編 

 

 

［正题名］朝鮮経済年報 

［第一责任人］全国経済調査機関聯合会朝鮮支部編 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1940.9 

［主题词］朝鮮/経済/年鑑 

 

 

［正题名］韃靼通信 

［第一责任人］P·フレミング著 

［译者］川上芳信譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.5 

［知识责任］Fleming 著 

［知识责任］フレミング 著 

［次知识责任］川上芳信 譯 

 

 

［正题名］チベット 

［第一责任人］多田等觀著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 91 

［知识责任］多田等観 著 

 

 

［正题名］ゴビよりヒマラヤへ 

［第一责任人］F.E.ヤングハズバンド著 

［译者］満鐵弘報課，筧太郎訳 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1939.12 

［丛编题名］大陸叢書 

［丛编题名］タイリク ソウショ 第 1 巻 

［附注内容］原書(1898 年刊)の全訳 



［知识责任］Younghusband 著 

［知识责任］ヤングハズバンド 著 

［次知识责任］筧太郎 訳 

 

 

［正题名］インドネシャの聲 

［第一责任人］左山貞雄編 

［出版地］大阪 

［出版者］大和出版社 

［出版日期］1942.10 

［知识责任］左山貞雄 編 

 

 

［正题名］石油戦 

［第一责任人］アントン·チシュカ著 

［译者］山本新助訳 

［出版地］東京 

［出版者］清和書店 

［出版日期］1941.3 

［附注内容］日本に於ける石油の文献：p391-392 

［知识责任］Zischka 著 

［知识责任］チシュカ 著 

［次知识责任］山本新助 訳 

 

 

［正题名］鐡路鮮血史 

［第一责任人］城所英一編 

［出版地］大連 

［出版者］満鐵社員會 

［出版日期］1935.10 

［丛编题名］滿鐵社員會叢書 

［丛编题名］マンテツ シャインカイ ソウショ 第 16 輯 

［附注内容］「滿鐵社員健鬪録」姉妹篇 

［附注内容］滿州事篇四周年及殉職社員記念碑竣工記念出版 

［知识责任］城所英一 編 

 

 

［正题名］爆破行秘史 

［第一责任人］大島與吉著 

［出版地］大連 

［出版者］満鉄社員会 

［出版日期］1934.4 

［丛编题名］滿鐵社員會叢書 

［丛编题名］マンテツ シャインカイ ソウショ 第 11 輯 



［附注内容］奥付に昭和九年度版とあり 

［附注内容］標題紙に滿鐡社員會版とあり 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］大島與吉 著 

 

 

［正题名］石油統制 

［第一责任人］佐藤清一著 

［出版地］東京 

［出版者］商工行政社 

［出版日期］1939.9 

［丛编题名］重要物資統制読本 

［丛编题名］ジュウヨウ ブッシ トウセイ ドクホン 

［知识责任］佐藤清一 著 

 

 

［正题名］蘇峰文選 

［第一责任人］徳富蘇峰著 

［译者］草野茂松，並木仙太郎編 

［出版地］東京 

［出版者］民友社 

［出版日期］1915.12 

［附注内容］国民新聞創刊二十五年記念出版 

［知识责任］徳富蘇峰 著 

［知识责任］並木仙太郎 編 

［次知识责任］草野茂松 編 

 

 

［正题名］石油經濟論 

［第一责任人］北澤新次郎，宇井丑之助著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1941.6 

［主题词］石油 

［知识责任］北沢新次郎 著 

［知识责任］宇井丑之助 著 

 

 

［正题名］朝鮮役水軍史 

［第一责任人］有馬成甫著 

［出版地］東京 

［出版者］海と空社 

［出版日期］1942.1 

［知识责任］有馬成甫 著 



 

 

［正题名］朝鮮の土地改良事業 

［第一责任人］朝鮮総督府殖産局編 

［出版地］京城 

［出版者］朝鮮総督府殖産局, 1927.3 

［附注内容］標題は表紙による 

［附注内容］巻末：附表 p[106]-128 

 

 

［正题名］朝鮮金融機關發達史 

［第一责任人］高杉東峰著 

［出版地］京城 

［出版者］實業タイムス社 

［出版日期］1940.12 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］高杉東峰 著 

 

 

［正题名］インドネシア経済史概説 

［第一责任人］ホングレープ著 

［译者］岩隈博訳 

［出版地］東京 

［出版者］皇国青年教育協会 

［出版日期］1943.7 

［主题词］インドネシア/経済/歴史 

［知识责任］ホングレープ 著 

［次知识责任］岩隈博 訳 

 

 

［正题名］金解禁 

［第一责任人］井上準之助著 

［出版地］東京 

［出版者］先進社 

［出版日期］1929.9 

［主题词］財政政策 

［主题词］金解禁 

［知识责任］井上準之助 著 

 

 

［正题名］韓國時代の露西亞活躍史 

［第一责任人］廣江澤次郎著 

［出版地］京城 

［出版者］朝鮮公論社 



［出版日期］1932.10 

［附注内容］大和綴じ 

［知识责任］廣江澤次郎 著 

 

 

［正题名］日本経済年鑑 

［第一责任人］日本経済新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］日本経済新聞社 

［出版日期］1957.4 

［正题名］創立廿五周年記念論文集 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1954.10 

［附注内容］表紙に「昭和 29 年 11 月」と有り 

［附注内容］東方學報第 25 冊·人文學報第 5 冊合併 

［附注内容］背に「京都大學人文科學研究所紀要第 14 册」と有り 

［附注内容］装丁の異なる座右寶刊行會(東京)発売のものも有り 

 

 

［正题名］五十周年記念論集 

［第一责任人］京都大学文学部編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学文学部 

［出版日期］1956.11 

［附注内容］裏表紙に(京都大学文学部研究紀要 第 4)とあり 

 

 

［正题名］日本統計年鑑 

［第一责任人］総理府統計局編 

［出版地］東京 

［出版者］日本統計協会 : 毎日新聞社 

［出版日期］1957.2 

［附注内容］編者変更： 総理府統計局(第 7 回-第 33 回)→総務庁統計局(第 34 回-) 

［附注内容］英文併記 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本経済年鑑 

［第一责任人］日本経済新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］日本経済新聞社 

［出版日期］1956.4 



［正题名］東洋讀史地圖 

［第一责任人］箭内互編 

［出版地］東京 

［出版者］富山房 

［出版日期］1941.3 

［知识责任］箭内亙 編 

 

 

［正题名］本邦重要資源需給要覧 

［第一责任人］国勢社編集部編 

［出版地］東京 

［出版者］国勢社 

［出版日期］1934.5 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］日本/物産/統計 

［知识责任］国勢社編集部 編 

 

 

［正题名］南方の據點·臺灣 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1944.2 

［正题名］北京景觀 

［第一责任人］北京特別市公署社會局觀光科編輯 

［出版地］北京 

［出版者］北京特別市公署 

［出版日期］1940.3 

［知识责任］北京特別市公署社會局觀光課 編輯 

 

 

［正题名］華北農村に於ける年生産額 

［第一责任人］華北綜合調査研究所編 

［出版地］北京 

［出版者］華北綜合調査研究所 

［出版日期］1944.4 

［丛编题名］華北經濟統計集成 

［丛编题名］カホク ケイザイ トウケイ シュウセイ 第 2 輯 

［丛编题名］華北綜研叢刊 

［丛编题名］カホク ソウケン ソウカン 経濟 第 2 號 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］謄写版 

［知识责任］華北綜合調査研究所 編 

 



 

［正题名］台湾統治概要 

［第一责任人］台湾総督府編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1945 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 203 巻 

［附注内容］台湾総督府 昭和 20 年刊の複製 

［主题词］台湾総督府 

［主题词］台湾/政/史 

 

 

［正题名］欺かれた歴史 

［第一责任人］斎藤良衛著 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1955.2 

［主题词］日独伊三国同盟 

［知识责任］斎藤良衛 著 

 

 

［正题名］台湾小史 明け行く蓬莱 

［第一责任人］種村保三郎著 

［出版地］台北 

［出版者］東都書籍 

［出版日期］1945.1 

［知识责任］種村保三郎 著 

 

 

［正题名］西蔵通覧 

［第一责任人］山県初男編著 

［出版地］東京 

［出版者］丸善 

［出版日期］1907.9 

［知识责任］山県初男 編著 

 

 

［正题名］揚子江流域炭砿調査報告 

［第一责任人］中支建設資料整備事務所訳編 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備事務所 

［出版日期］1942.3 

［丛编题名］編譯彙報 



［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 87 編 

［附注内容］『長江下游調査』(軍事委員会資源委員会)の翻訳 

［主题词］石炭/鉱山/中国 

 

 

［正题名］明治大正史 

［第一责任人］野村秀雄編 

［译者］朝日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1931.3 

［附注内容］各巻末：索引 

［知识责任］野村秀雄 編 

 

 

［正题名］郷土の歴史 

［第一责任人］熊本地方史研究会著 

［出版地］玉名 

［出版者］郷土の歴史刊行事務所 

［出版日期］1956.11 

［附注内容］郷土の歴史略年表および出典·索引：p213-227 

［知识责任］熊本地方史研究会 著 

 

 

［正题名］アジア文化の再認識 

［第一责任人］アジア文化図書館編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1957.5 

［知识责任］アジア文化図書館 編 

 

 

［正题名］玄洋社社史 

［第一责任人］玄洋社社史編纂會編 

［出版地］東京 

［出版者］玄洋社社史編纂會 

［出版日期］1917 

［正题名］支那經濟辭典 

［第一责任人］岡野一朗著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋書籍出版協会 

［出版日期］1931.11 

［知识责任］岡野一朗 著 

 



 

［正题名］南方文化講座 

［译者］三省堂南方文化講座刊行係編 

［出版地］東京 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1943.8 

［附注内容］奥付の書名は南方文化講座ー民族及び民族運動篇 

［次知识责任］三省堂南方文化講座刊行係 編 

 

 

［正题名］北支農村經濟社會の構造とその展開 

［第一责任人］柏祐賢著 

［出版地］京都 

［出版者］京都帝國大學人文科學研究所 

［出版日期］1944.5 

［丛编题名］人文科學研究所研究報告 

［丛编题名］ジンブン カガク ケンキュウジョ ケンキュウ ホウコク 第 1 冊 

［知识责任］柏祐賢 著 

 

 

［正题名］廣西省錫鑛概況 

［第一责任人］中支建設資料整備事務所訳編 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備事務所 

［出版日期］1941.5 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 65 編 

［附注内容］書名は表紙による 

［附注内容］『廣西錫鑛概況』(陶紹勤著)の全訳 

［附注内容］折り込図 3 枚 

［主题词］錫/鉱床 

 

 

［正题名］日華文化交流史 

［第一责任人］木宮泰彦著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1955.7 

［附注内容］日華通交年表：p[721]-823 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史 

［知识责任］木宮泰彦 著 

 

 

［正题名］日本労働年鑑 



［第一责任人］法政大学大原社会問題研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋經済新報社 

［出版日期］1956.12 

［附注内容］卷末附录：p8 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［正题名］世界資源年鑑 

［第一责任人］世界経済調査会編 

［出版地］東京 

［出版者］世界経済調査会 

［出版日期］1957.3 

［正题名］広辞苑 

［第一责任人］新村出編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.10 第 3 刷 

［附注内容］6 刷のページ数：18，2669p 

［主题词］日本語/辞書 

［知识责任］新村出 編 

 

 

［正题名］公爵桂太郎傳 

［第一责任人］徳富猪一郎編 

［出版地］東京 

［出版者］故桂公爵記念事業會 

［出版日期］1917.2 

［附注内容］桂家系譜·桂公年譜：坤巻巻末 

［知识责任］徳富猪一郎 編 

 

 

［正题名］公爵桂太郎傳 

［第一责任人］徳富猪一郎編 

［出版地］東京 

［出版者］故桂公爵記念事業會 

［出版日期］1917.2 

［附注内容］桂家系譜·桂公年譜：坤巻巻末 

［知识责任］徳富猪一郎 編 

 

 

［正题名］日英交通史之研究 

［第一责任人］武藤長藏著 

［出版地］京都 



［出版者］内外出版印刷 

［出版日期］1942.8 

［主题词］日本/関係/イギリス/歴史 

［知识责任］武藤長蔵 著 

 

 

［正题名］經濟に關する支那慣行調査報告書 

［第一责任人］東亞研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1943.12 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所[編] 甲第 27 號 C 

［主题词］小作/中国北部 

 

 

［正题名］宇垣日記 

［第一责任人］宇垣一成著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1956.5 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］宇垣一成年譜：p410-413 

［知识责任］宇垣一成 著 

 

 

［正题名］遼代社會史研究 

［第一责任人］島田正郎著 

［出版地］京都 

［出版者］三和書房 

［出版日期］1952.1 

［主题词］中国/歴史/遼 

［知识责任］島田正郎 著 

 

 

［正题名］明治大正史 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1930.10 

［正题名］明治大正史 

［第一责任人］朝日新聞社，牧野輝智編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 



［出版日期］1930.12 

［知识责任］牧野輝智 編 

 

 

［正题名］八時十五分 

［第一责任人］世界平和集会広島世話人会編 

［出版地］広島 

［出版者］世界平和集会広島世話人会 

［出版日期］1955.1 

［主题词］原子爆弾 

 

 

［正题名］海運 

［第一责任人］堀光龜著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1930.8 

［附注内容］巻頭： 一般的重要参考書 

［主题词］海運 

［知识责任］堀光龜 著 

 

 

［正题名］支那金融機関 

［第一责任人］東亜同文会調査編纂部編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜同文会調査編纂部 

［出版日期］1920.6 

［正题名］支那思想研究 

［第一责任人］橘樸著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1936.8 

［主题词］中国思想 

［知识责任］橘樸 著 

 

 

［正题名］大東亜経済資源大観 

［第一责任人］竹村和夫著 

［出版地］東京 

［出版者］日蘇通信社 

［出版日期］1942.4 

［附注内容］監修：土方成美 

［知识责任］竹村和夫 著 

 



 

［正题名］アジア政治経済年鑑 

［第一责任人］板垣与一編 

［出版地］東京 

［出版者］国際日本協会 

［出版日期］1956.1 

［主题词］アジア/年鑑 

［知识责任］板垣與一 編 

 

 

［正题名］全支商工取引總覧 

［第一责任人］中國通信社編 

［出版地］上海 

［出版者］中國通信社 

［出版日期］1942 

［附注内容］题名不是取自题名页 

 

 

［正题名］京都大學文學部五十年史 

［第一责任人］京都大學文學部編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學文學部 

［出版日期］1956.11 

［附注内容］年譜：p558-573 

［附注内容］折り込表 1 枚 

 

 

［正题名］東洋史論叢 

［第一责任人］和田博士還暦記念東洋史論叢編纂委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］1951.11 

［附注内容］和田清博士年譜·著作目録及講義題目一覧:巻頭: p.[1]-33 

［附注内容］英文要約：巻末：p.[1]-71 

［主题词］東洋/歴史/史論 

 

 

［正题名］財界人物評論 

［第一责任人］鈴木茂三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1936.4 

［附注内容］「財界人物評論」：巻末 p1-6 

［主题词］財閥 



［主题词］実業家 

［知识责任］鈴木茂三郎 著 

 

 

［正题名］リットン報告書 

［第一责任人］国際聯盟支那調査委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1932 

［附注内容］付：原文 中央公論 第 47 年第 12 号 附録 

［附注内容］和文英文併記 

［主题词］中国/外国関係/日本 

 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］ハ·テ·エイドゥス著 

［译者］米川哲夫，相田重夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956.5 

［次知识责任］米川哲夫 訳 

［次知识责任］相田重夫 訳 

 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］ハ·テ·エイドゥス著 

［译者］米川哲夫，相田重夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956.6 

［次知识责任］米川哲夫 訳 

［次知识责任］相田重夫 訳 

 

 

［正题名］世界史としての日露戦争 

［第一责任人］大江志乃夫著 

［出版地］東京 

［出版者］立風書房 

［出版日期］2001.10 

［附注内容］参考文献：p708-719 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］大江志乃夫 著 

 

 



［正题名］草創期の敦煌學 

［第一责任人］高田時雄編 

［出版地］東京 

［出版者］知泉書館 

［出版日期］2002.12 

［附注内容］参考文献：章末 

［主题词］敦煌 

［知识责任］高田時雄 編 

 

 

［正题名］五四運動在日本 

［第一责任人］小野信爾著 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］2003.2 

［丛编题名］汲古叢書 

［丛编题名］キュウコ ソウショ 44 

［附注内容］五四運動在日本関係年表：p362-370 

［主题词］五四運動 

［主题词］中国人日本在留/歴史 

［知识责任］小野信爾 著 

 

 

［正题名］満州事変と対中国政策 

［第一责任人］小池聖一著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］2003.12 

［附注内容］参考文献：p276-295 

［附注内容］博士学位論文「満州事変期、日本の対中国経済政策」(中央大学 2002 年)に

修正を加えたもの 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/経済関係/中国/歴史 

［主题词］満州事変 

［知识责任］小池聖一 著 

 

 

［正题名］中日“戦争交流”研究 

［第一责任人］范力著 

［出版地］東京 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］2002.12 

［附注内容］年表：p275-283 

［附注内容］参考文献リスト：p284-297 



［主题词］日中戦争 

［主题词］中国/経済関係/日本/歴史 

［主题词］戦時経済 

［知识责任］范力 著 

 

 

［正题名］太平天国にみる異文化受容 

［第一责任人］菊池秀明著 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］2003.6 

［丛编题名］世界史リブレット 

［丛编题名］セカイシ リブレット 65 

［附注内容］参考文献：p89-90 

［主题词］太平天国 

［知识责任］菊池秀明 著 

 

 

［正题名］日中戦争と汪兆銘 

［第一责任人］小林英夫著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］2003.7 

［丛编题名］歴史文化ライブラリー 

［丛编题名］レキシ ブンカ ライブラリー 158 

［附注内容］参考文献：p189-195 

［主题词］日中戦争 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］小林英夫 著 

 

 

［正题名］「満州」再訪·再考 

［第一责任人］重田敞弘著 

［出版地］東京 

［出版者］草の根出版会 

［出版日期］2003.3 

［丛编题名］母と子でみる 

［丛编题名］ハハ ト コ デ ミル A24 

［附注内容］主な参考文献·資料：p143 

［主题词］中国東北部/歴史 

［主题词］日露戦争 

［主题词］満州事変 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］重田敞弘 著 



 

 

［正题名］中国河北省における三光作戦 

［第一责任人］小野寺利孝…［ほか］編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］2003.7 

［附注内容］関連文献(日本語文)：p259-264 

［附注内容］河北省の抗戦·武装闘争史関係主要目録(中国語)：p282-287 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］小野寺利孝 編 

［知识责任］石田勇治 編 

［知识责任］井上久士 編 

［知识责任］田中隆 編 

［知识责任］松井繁明 編 

 

 

［正题名］臺灣統治關係議會獅子吼録 

［第一责任人］臺灣制度研究會編 

［出版地］臺北 

［出版者］臺灣自由言論社 

［出版日期］1928.11 

［附注内容］発行人：佐々島春男 

 

 

［正题名］清代アヘン政策史の研究 

［第一责任人］井上裕正著 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学学術出版会 

［出版日期］2004.2 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 63 (新装版 1) 

［附注内容］清代アヘン政策略史：p297-302 

［附注内容］《清代鸦片政策史的研究》提要：p318-325 

［附注内容］contents：p326-328 

［主题词］阿片 

［知识责任］井上裕正 著 

 

 

［正题名］中国人の見た明治日本 

［第一责任人］佐藤三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］東方書店 

［出版日期］2003.11 



［附注内容］明治期「東遊日記」目録：p249-258 

［主题词］留学 

［知识责任］佐藤三郎 著 

 

 

［正题名］大連アカシアの学窓 

［第一责任人］竹中憲一著 

［出版地］東京 

［出版者］明石書店 

［出版日期］2003.3 

［主题词］植民地教育 

［知识责任］竹中憲一 著 

 

 

［正题名］近代台湾女性史 

［第一责任人］洪郁如著 

［出版地］東京 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］2001.11 

［附注内容］著者の博士論文「近代台湾女性史序説 : 日本植民統治下における「新女性」

の誕生」(東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻, 2001.1)に若干の修正を加えた

もの 

［附注内容］資料·参考文献：巻末 pviii-xiv 

［主题词］婦人/台湾/歴史 

［知识责任］洪郁如 著 

 

 

［正题名］日露戦争 100 年 

［第一责任人］松村正義著 

［出版地］横浜 

［出版者］成文社 

［出版日期］2003.10 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］松村正義 著 

 

 

［正题名］回想の戦時外交 

［第一责任人］加瀬俊一，中川融著 

［译者］鹿島平和研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］勉誠出版 

［出版日期］2003.7 

［丛编题名］鹿島平和研究所叢書 

［丛编题名］カシマ ヘイワ ケンキュウジョ ソウショ 



［主题词］日本/対外関係/歴史 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］加瀬俊一 著 

［知识责任］中川融 著 

 

 

［正题名］朝鮮からみた華夷思想 

［第一责任人］山内弘一著 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］2003.8 

［丛编题名］世界史リブレット 

［丛编题名］セカイシ リブレット 67 

［附注内容］参考文献: p92-94 

［主题词］朝鮮思想/歴史 

［主题词］中国思想/歴史 

［知识责任］山内弘一 著 

 

 

［正题名］南京事件の核心 

［第一责任人］冨澤繁信著 

［出版地］東京 

［出版者］展転社 

［出版日期］2003.7 

［主题词］南京事件 

［知识责任］冨澤繁信 著 

 

 

［正题名］近代アジアと台湾 

［第一责任人］河原林直人著 

［出版地］京都 

［出版者］世界思想社 

［出版日期］2003.10 

［丛编题名］Sekaishiso seminar 

［主题词］茶業/歴史 

［主题词］台湾/貿易/歴史 

［知识责任］河原林直人 著 

 

 

［正题名］日本軍毒ガス作戦の村 

［第一责任人］石切山英彰著 

［出版地］東京 

［出版者］高文研 

［出版日期］2003.8 



［主题词］日中戦争 

［知识责任］石切山英彰 著 

 

 

［正题名］北京籠城日記 

［第一责任人］守田利遠著 

［出版地］福岡 

［出版者］石風社 

［出版日期］2003.9 

［主题词］義和団の乱 

［知识责任］守田利遠 著 

 

 

［正题名］「満州」における反満抗日運動の研究 

［第一责任人］田中恒次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］緑蔭書房 

［出版日期］1997.11 

［附注内容］索引：巻末 p1-5 

［主题词］民族運動/歴史 

［知识责任］田中恒次郎 著 

 

 

［正题名］南京「虐殺」研究の 前線 

［第一责任人］東中野修道編著 

［出版地］東京 

［出版者］展転社 

［出版日期］2003.9 

［丛编题名］日本「南京」学会年報 

［丛编题名］ニホン ナンキン ガッカイ ネンポウ 

［主题词］南京事件 

［知识责任］東中野修道 編著 

［知识责任］日本「南京」学会 編著 

 

 

［正题名］チベット潜行 1939 

［第一责任人］野元甚蔵著 

［出版地］東京 

［出版者］悠々社 

［出版日期］2001.8 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］私が辿った道：p333-337 

［主题词］チベット/紀行·案内記 

［主题词］チベット/歴史 



［知识责任］野元甚蔵 著 

 

 

［正题名］日露戦争が変えた世界史 

［第一责任人］平間洋一著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房出版 

［出版日期］2005.1 

［附注内容］参考文献：p297-304 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］平間洋一 著 

 

 

［正题名］アメリカと東アジア 

［第一责任人］久保文明，赤木完爾編 

［出版地］東京 

［出版者］慶應義塾大学出版会 

［出版日期］2004.8 

［丛编题名］現代東アジアと日本 

［丛编题名］ゲンダイ ヒガシアジア ト ニホン 6 

［附注内容］参考文献：各章末 

［知识责任］久保文明 編 

［知识责任］赤木完爾 編 

 

 

［正题名］琉球王国の外交と王権 

［第一责任人］豊見山和行著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］2004.6 

［知识责任］豊見山和行 著 

 

 

［正题名］甦る河上肇 

［第一责任人］三田剛史著 

［出版地］東京 

［出版者］藤原書店 

［出版日期］2003.1 

［附注内容］修士論文『河上肇論：道学的マルクス主義者による社会科学革命の序章』 (早

稲田大学 1997 年提出) を掲載したもの 

［附注内容］河上肇年譜 (1879-1846)：p393-398 

［附注内容］主要参考文献：p399-407 

［附注内容］付録 中国語訳日本社会科学文献目録稿：p413-476 

［知识责任］三田剛史 著 



 

 

［正题名］庶民のみた日清·日露戦争 

［第一责任人］大濱徹也著 

［出版地］東京 

［出版者］刀水書房 

［出版日期］2003.5 

［丛编题名］刀水歴史全書 

［丛编题名］トウスイ レキシ ゼンショ 64 

［附注内容］「明治の墓標：庶民のみた日清·日露戦争」(河出書房新社 1990 年刊) に加

筆、改題したもの 

［附注内容］関連年表：p244-257 

［附注内容］おもな参考文献：p258-263 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日清戦争 

［主题词］日露戦争 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日清戦争 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］大浜徹也 著 

 

 

［正题名］支那事変は日本の侵略戦争ではない 

［第一责任人］鈴木正男著 

［出版地］東京 

［出版者］展転社 

［出版日期］2002.10 

［附注内容］大東塾·不二歌道会機関紙『不二』平成 11 年 6 月号より平成 13 年 9 月号に

至るまで 25 回にわたって掲載された「支那事変は日本の侵略戦争ではない」を単行本化

したもの 

［附注内容］関係年表：p278-283 

［附注内容］主要参考文献：p284-286 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］鈴木正男 著 

 

 

［正题名］ナショナリズムと「慰安婦」問題 

［第一责任人］日本の戦争責任資料センター編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］2003.2 

［附注内容］欧文タイトルは標題紙裏による 

［主题词］慰安婦 

［主题词］太平洋戦争 



［主题词］民族主義 

 

 

［正题名］中国外交と国連の成立 

［第一责任人］西村成雄編 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］2004.7 

［主题词］国際連合 

［知识责任］西村成雄 編 

 

 

［正题名］清帝国とチベット問題 

［第一责任人］平野聡著 

［出版地］名古屋 

［出版者］名古屋大学出版会 

［出版日期］2004.7 

［附注内容］引用文献一覧：巻末 p7-14 

［主题词］チベット問題 

［主题词］ラマ教 

［知识责任］平野聡 著 

 

 

［正题名］中国人女性の日本留学史研究 

［第一责任人］周一川著 

［出版地］東京 

［出版者］国書刊行会 

［出版日期］2000.2 

［附注内容］著者の博士論文「中国人女性日本留学の研究：民国初期を中心に」(お茶の

水女子大学，1998.3)を加筆訂正したもの 

［附注内容］主要参考文献：p327～341 

［主题词］留学/歴史 

［知识责任］周一川 著 

 

 

［正题名］昭和天皇の「極秘指令」 

［第一责任人］平野貞夫著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］2004.4 

［附注内容］年表：p272-277 

［主题词］ロッキード事件 

［主题词］核兵器 

［知识责任］平野貞夫 著 



 

 

［正题名］日露戦争後の満州問題 

［第一责任人］馬場明著 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］2003.10 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 455 

［主题词］日本/対外関係/中国/歴史 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後 

［主题词］満州問題 

［知识责任］馬場明 著 

 

 

［正题名］中国における近代思惟の挫折 

［第一责任人］島田虔次著 

［译者］井上進補注 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］2003.6-2003.9 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 716, 718 

［附注内容］初版：筑摩書房 1949 年刊 

［附注内容］底本：筑摩書房 1970 年刊改定版 

［主题词］中国思想/歴史 

［主题词］陽明学 

［知识责任］島田虔次 著 

［次知识责任］井上進 補注 

 

 

［正题名］朝日が明かす中国の嘘 

［第一责任人］田中正明編著 

［出版地］東京 

［出版者］高木書房 

［出版日期］2003.5 

［附注内容］参考文献：章末 

［主题词］南京事件 

［主题词］朝日新聞 

［知识责任］田中正明 編著 

 

 

［正题名］蒋介石秘録による昭和の戦争と靖国神社の問題 

［第一责任人］仲田民男著 



［出版地］東京 

［出版者］創栄出版 

［出版地］東京 

［出版者］星雲社(発売) 

［出版日期］2003.5 

［主题词］日本-歴史-昭和時代 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］仲田民男 著 

 

 

［正题名］戴季陶の対日観と中国革命 

［第一责任人］嵯峨隆著 

［出版地］東京 

［出版者］東方書店 

［出版日期］2003.7 

［附注内容］〈付録〉我が日本観：p[137]-190 

［附注内容］戴季陶略年譜：p191-196 

［附注内容］主要参考文献：P197-202 

［知识责任］嵯峨隆 著 

［知识责任］戴季陶 著 

 

 

［正题名］日支間並支那ニ関スル日本及他国間ノ条約 

［第一责任人］外務省条約局編纂 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1998.2 

［主题词］条約/日本 

 

 

［正题名］「満洲国」再考 

［第一责任人］原子昭三著 

［出版地］東京 

［出版者］展転社 

［出版日期］2001.8 

［附注内容］参考文献：p286-287 

［主题词］満州/歴史 

［知识责任］原子昭三 著 

 

 

［正题名］尖閣諸島·琉球·中国 

［第一责任人］浦野起央著 

［出版地］東京 



［出版者］三和書籍 

［出版日期］2002.12 

［附注内容］尖閣諸島(琉球を含む)資料·文献：巻末 pi-xx 

［附注内容］尖閣諸島年表：巻末 pxxi-xxxiv 

［主题词］日本/対外関係/中国/歴史 

［主题词］尖閣列島 

［知识责任］浦野起央 著 

 

 

［正题名］日清媾和始末 

 

 

［正题名］露独仏三国干渉要概他 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1994.5 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

日清講和関係調書集 明治期外交資料研究会編 第 1 巻 

［附注内容］覆刻 

［主题词］日清戦争/史料 

［主题词］日清戦争 

 

 

［正题名］蹇々録 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1994.5 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

日清講和関係調書集 明治期外交資料研究会編 第 2 巻 

［附注内容］覆刻 

［主题词］日清戦争/史料 

［主题词］日清戦争 

 

 

［正题名］機密外交彙報 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1994.5 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 



［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

日清講和関係調書集 第 3 巻 

［附注内容］覆刻 

［主题词］日清戦争/史料 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

［主题词］日清戦争 

 

 

［正题名］機密外交彙報 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1994.5 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

日清講和関係調書集 第 4 巻 

［附注内容］覆刻 

［主题词］日清戦争/史料 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

［主题词］日清戦争 

 

 

［正题名］機密外交彙報 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1994.5 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

日清講和関係調書集 第 5 巻 

［附注内容］覆刻 

［主题词］日清戦争/史料 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

［主题词］日清戦争 

 

 

［正题名］機密外交彙報 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1994.5 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

日清講和関係調書集 第 6 巻 



［附注内容］覆刻 

［主题词］日清戦争/史料 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

［主题词］日清戦争 

 

 

［正题名］通常外交彙報 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1994.9 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

日清講和関係調書集 第 7 巻 

［附注内容］覆刻 

［主题词］日清戦争/史料 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

［主题词］日清戦争 

 

 

［正题名］通常外交彙報 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1994.9 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

日清講和関係調書集 第 8 巻 

［附注内容］覆刻 

［主题词］日清戦争/史料 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

［主题词］日清戦争 

 

 

［正题名］通常外交彙報 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1994.9 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

日清講和関係調書集 第 9 巻 

［附注内容］覆刻 

［主题词］日清戦争/史料 



［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

［主题词］日清戦争 

 

 

［正题名］通常外交彙報 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1994.9 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

日清講和関係調書集 第 10 巻 

［附注内容］覆刻 

［主题词］日清戦争/史料 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

［主题词］日清戦争 

 

 

［正题名］通常外交彙報 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1994.9 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

日清講和関係調書集 第 11 巻 

［附注内容］覆刻 

［主题词］日清戦争/史料 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

［主题词］日清戦争 

 

 

［正题名］外交文書彙纂 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1994.9 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

日清講和関係調書集 明治期外交資料研究会編 第 12 巻 

［附注内容］覆刻 

［主题词］日清戦争/史料 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

［主题词］日清戦争 



 

 

［正题名］外交文書彙纂 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1994.9 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

日清講和関係調書集 明治期外交資料研究会編 第 13 巻 

［附注内容］覆刻 

［主题词］日清戦争/史料 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

［主题词］日清戦争 

 

 

［正题名］外交官及領事官年鑑 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1995.10 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

外務省制度·組織·人事関係調書集 第 1 巻 

［附注内容］復刻 折り込み図 

［主题词］外務省 

 

 

［正题名］外務省年鑑 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1995.10 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

外務省制度·組織·人事関係調書集 第 2 巻 

［附注内容］復刻 

［主题词］日露戦争/史料 

［主题词］外務省 

 

 

［正题名］外務省年鑑 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 



［出版者］クレス出版 

［出版日期］1995.10 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

外務省制度·組織·人事関係調書集 第 3 巻 

［附注内容］復刻 

［主题词］日露戦争/史料 

［主题词］外務省 

 

 

［正题名］外務省年鑑 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1995.10 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

外務省制度·組織·人事関係調書集 第 4 巻 

［附注内容］復刻 

［主题词］日露戦争/史料 

［主题词］外務省 

 

 

［正题名］外務省年鑑 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1995.10 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

外務省制度·組織·人事関係調書集 第 5 巻 

［附注内容］復刻 

［主题词］日露戦争/史料 

［主题词］外務省 

 

 

［正题名］外務省附統監府及関東都督府人事ニ関スル法規 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1995.10 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

外務省制度·組織·人事関係調書集 第 6 巻 



［附注内容］復刻 

［主题词］外務省 

 

 

［正题名］外務省人事法規 

［第一责任人］明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1995.10 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

外務省制度·組織·人事関係調書集 第 7 巻 

［附注内容］復刻 

［主题词］外務省 

 

 

［正题名］領事官執務参考書 

［第一责任人］ 明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1995.10 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

外務省制度·組織·人事関係調書集 第 8 巻 

［附注内容］復刻 

［主题词］外務省 

 

 

［正题名］領事官執務参考書 

［第一责任人］ 明治期外交資料研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］クレス出版 

［出版日期］1995.10 

［丛编题名］明治期外務省調書集成 

［丛编题名］メイジキ ガイムショウ チョウショ シュウセイ 明治期外交資料研究会編 

外務省制度·組織·人事関係調書集 第 9 巻 

［附注内容］復刻 

［主题词］外務省 

 

 

［正题名］東亜同文会史 

［第一责任人］東亜文化研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］霞山会 



［出版日期］2003.8 

［正题名］満州国の 期 

［第一责任人］太平洋戦争研究会編 

［出版地］東京 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］2003.3 

［丛编题名］戦記クラシックス 

［丛编题名］センキ クラシックス 

［附注内容］1992 年 7 月に別冊歴史読本第 79 号 (第 17 巻第 20 号), 戦記シリーズ No. 19

「満州国 期の日」として刊行されたものを基に, 一部構成を変更したもの 

［附注内容］参考資料と出典文献：p236 

［主题词］満州/歴史 

［主题词］関東軍 

 

 

［正题名］戦犯裁判の実相 

［第一责任人］巣鴨法務委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］戦犯裁判の実相刊行会 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 (発売) 

［出版日期］1996.1 

［主题词］戦争犯罪 

 

 

［正题名］戦犯裁判の実相 

［第一责任人］茶園義男，重松一義著 

［出版地］東京 

［出版者］戦犯裁判の実相刊行会 

［出版地］東京 

［出版者］不二出版 (発売) 

［出版日期］1996.1 

［主题词］戦争犯罪 

［知识责任］茶園義男 著 

［知识责任］重松一義 著 

 

 

［正题名］長崎唐館図集成 

［第一责任人］大庭脩編著 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学出版部 

［出版日期］2003.11 

［丛编题名］関西大学東西学術研究所資料集刊 

［丛编题名］カンサイ ダイガク トウザイ ガクジュツ ケンキュウジョ シリョウ シュウ
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［附注内容］欧文タイトルは巻末による 

［知识责任］大庭脩 編著 

 

 

［正题名］徳田球一傳 

［第一责任人］理論編集部編著 

［出版地］東京 

［出版者］理論社 

［出版日期］1952.11 

［正题名］戦後の論争 

［第一责任人］小山弘健編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1954.9 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 118 日本資本主義論争史 小山弘健編 下 

［主题词］経済学/歴史/日本 

［知识责任］小山弘健 編 

 

 

［正题名］戦前の論争 

［第一责任人］小山弘健編 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1954.4 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 93 日本資本主義論争史 小山弘健編 上 

［主题词］経済学/歴史/日本 

［知识责任］小山弘健 編 

 

 

［正题名］日本財閥論 

［第一责任人］鈴木茂三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1934.9 

［主题词］財閥 

［知识责任］鈴木茂三郎 著 

 

 

［正题名］イオシフ·ヴイツサリオノヴイチ·スターリン 

［第一责任人］マルクス·エンゲルス·レーニン研究所編 

［译者］外国語図書出版所訳 



［出版地］モスクワ 

［出版者］外國語圖書出版所 

［出版日期］1947 

［附注内容］原書はロシア語版訂補再版 

 

 

［正题名］スウエデンの歴史を散歩する 

［第一责任人］渡邊紳一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1947.5 

［知识责任］渡辺紳一郎 著 

 

 

［正题名］スターリン線破れたり 

［第一责任人］布施勝治著 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪毎日新聞社 

［出版日期］1941.9 

［主题词］ロシア/政治/歴史 ーー 

［知识责任］布施勝治 著 

 

 

［正题名］マレー作戦 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1942.11 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/陸戦 

 

 

［正题名］タイ國史 

［第一责任人］W·A·R·ウッド著 

［译者］郡司喜一譯 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1941.12 

［知识责任］Wood 著 

［知识责任］ウッド 著 

［次知识责任］郡司喜一 譯 

 

 

［正题名］芝居入門 

［第一责任人］小山内薫著 



［译者］北村喜八補稿 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 特装版 赤-52 

［主题词］演劇 

［知识责任］小山内薫 著 

［次知识责任］北村喜八 補稿 

 

 

［正题名］香港 

［第一责任人］小椋広勝著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ [赤版] 88 

［知识责任］小椋広勝 著 

 

 

［正题名］支那·支那人 

［第一责任人］鳥山喜一著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 90 

［知识责任］鳥山喜一 著 

 

 

［正题名］日本文化の問題 

［第一责任人］西田幾多郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 特装版 赤-60 

［主题词］日本/文化 

［知识责任］西田幾多郎 著 

 

 

［正题名］日本刀 

［第一责任人］本間順治著 



［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 34 

［知识责任］本間順治 著 

 

 

［正题名］囘教徒 

［第一责任人］笠間杲雄著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-33 

［主题词］回教徒 

［知识责任］笠間杲雄 著 

 

 

［正题名］學生に與ふる書 

［第一责任人］天野貞祐著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-45 

［主题词］教訓/学生 

［知识责任］天野貞祐 著 

 

 

［正题名］愛と反省 

［第一责任人］手塚富雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1939.10 

［丛编题名］ヘルマン·ヘッセ全集 

［丛编题名］ヘルマン ヘッセ ゼンシュウ 第 13 巻 

［知识责任］Hesse 訳 

［知识责任］手塚富雄 訳 

 

 

［正题名］ヒトラー「マイン·カンプ」研究 

［第一责任人］石川準十郎著 

［出版地］東京 



［出版者］国際日本協会 

［出版日期］1943.5 

［知识责任］石川準十郎 著 

 

 

［正题名］ダイヤモンド経済統計年鑑 

［第一责任人］ダイヤモンド社編 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1941.5 

［正题名］ダイヤモンド経済統計年鑑 

［第一责任人］ダイヤモンド社編 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1939.4 

［正题名］老夫婦 

［第一责任人］川口松太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］二見書房 

［出版日期］1942.2 

［知识责任］川口松太郎 著 

 

 

［正题名］西力東漸の史的展望 

［第一责任人］東亜調査会編 

［出版地］東京 

［出版者］東京日々新聞社 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪毎日新聞社 

［出版日期］1941.9 

［附注内容］東亜問題研究特輯号 

［主题词］東洋/歴史 

 

 

［正题名］安田陸戦隊司令 

［第一责任人］吉川英治著 

［出版地］東京 

［出版者］新民印書館 

［出版日期］1945.6 

［知识责任］吉川英治 著 

 

 

［正题名］軍人敕諭謹解 

［第一责任人］三浦藤作著 



［出版地］東京 

［出版者］鶴書房 

［出版日期］1944.10 

［主题词］軍人教育 

［知识责任］三浦藤作 著 

 

 

［正题名］山東省惠民縣農村調査報告 

［第一责任人］國立北京大學農學院中國農村經濟研究所編 

［出版地］北京 

［出版者］[國立北京大學農學院中國農村經濟研究所] 

［出版日期］1939.9 

［丛编题名］研究資料 

［丛编题名］ケンキュウ シリョウ 第 1 號 

 

 

［正题名］進撃 

［第一责任人］くろがね會編 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1942.12 

［丛编题名］海軍報道班作家前線記録 

［丛编题名］カイグン ホウドウハン サッカ ゼンセン キロク 第 1 輯 

［附注内容］大本營海軍報道部監修 

［知识责任］くろがね會 編 

 

 

［正题名］ブラック·チエンバ 

［第一责任人］ハーバート·オー·ヤードリ著 

［译者］大阪毎日新聞社譯 

［出版地］大阪 

［出版者］大阪毎日新聞社 

［出版日期］1931.8 

［主题词］スパイ 

［知识责任］Yardley 著 

［知识责任］ヤードリ 著 

 

 

［正题名］日本戰時經濟論 

［第一责任人］慶応義塾大学，日本経済事情研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1934.1 

［丛编题名］経済学全集 



［丛编题名］ケイザイガク ゼンシュウ 第 63 巻 

［主题词］戦時経済 

［知识责任］日本経済事情研究會 編 

 

 

［正题名］續ヴァガボンド通信 

［第一责任人］坂井米夫著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1940.10 

［知识责任］坂井米夫 著 

 

 

［正题名］アメリカ·ユダヤ人問題 

［第一责任人］神谷茂著 

［出版地］東京 

［出版者］國民評論社 

［出版日期］1942.8 

［知识责任］神谷茂 著 

 

 

［正题名］フイリツピン史 

［第一责任人］D·P·バロウス著 

［译者］法貴三郎譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1941.9 

［知识责任］Barrows 著 

［知识责任］バロウス 著 

［次知识责任］法貴三郎 譯 

 

 

［正题名］予言大東亜戦争 

［第一责任人］高田知一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］墨水書房 

［出版日期］1942.11 

［知识责任］高田知一郎 著 

 

 

［正题名］經濟決戰記 

［第一责任人］太田正孝著 

［出版地］東京 

［出版者］秀文閣書房 



［出版日期］1943.9 

［知识责任］太田正孝 著 

 

 

［正题名］東亜政策と支那宗教問題 

［第一责任人］澤崎堅造著 

［出版地］東京 

［出版者］長崎書店 

［出版日期］1942.12 

［主题词］宗教/中国 

［知识责任］沢崎堅造 著 

 

 

［正题名］アメリカ帝国主義の史的分析 

［第一责任人］アンリ·クロード著 

［译者］陸井四郎，小出峻共訳 

［出版地］東京 

［出版者］社会書房 

［出版日期］1952.11 

［主题词］帝国主義 

［主题词］アメリカ合衆国/経済/歴史 

［知识责任］Claude 著 

［知识责任］クロード 著 

［次知识责任］陸井四郎 訳 

［次知识责任］小出峻 訳 

 

 

［正题名］アメリカ資本主義發達史 

［第一责任人］石濱知行著 

［出版地］東京 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1930.5 

［附注内容］参考書：巻末 

［知识责任］石浜知行 著 

 

 

［正题名］熱河古蹟と西蔵芸術 

［第一责任人］五十嵐牧太著 

［出版地］東京 

［出版者］洪洋社 

［出版日期］1943 

［主题词］建築中国 

［主题词］仏教美術 

［主题词］美術チベット 



［知识责任］五十嵐牧太 著 

 

 

［正题名］欧米政界の新潮流 

［第一责任人］水野錬太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］政治教育協会 

［出版日期］1927.2 

［丛编题名］政治ライブラリー 

［丛编题名］セイジ ライブラリー 1 

［知识责任］水野錬太郎 著 

 

 

［正题名］ 新對華經濟資料 

［第一责任人］姬野德一編 

［出版地］東京 

［出版者］日支問題研究會 

［出版日期］1936.11 

［知识责任］姬野德一 編 

 

 

［正题名］歴代總理大臣施政方針 

［第一责任人］神崎儲編 

［出版地］東京 

［出版者］興亜文化協会 

［出版日期］1939.7 

［知识责任］神崎儲 編 

 

 

［正题名］日本文化私観 

［第一责任人］ブルーノ·タウト著 

［译者］森儁郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］明治書房 

［出版日期］1941.3 

［主题词］芸術 

［主题词］日本 

［主题词］文化 

［知识责任］Taut 著 

［知识责任］タウト 著 

［次知识责任］森儁郎 訳 

 

 

［正题名］戰後世界經濟と貿易·海運の發展 



［第一责任人］水野勇著 

［出版地］東京 

［出版者］日米経済研究所 

［出版日期］1946.9 

［附注内容］新世界經濟叢書 第 1 編 

［知识责任］水野勇 著 

 

 

［正题名］蒙古高原横断記 

［第一责任人］東亞考古學會蒙古調査班編 

［出版地］東京 

［出版者］日光書院 

［出版日期］1941.9 

［正题名］阪神在留ノ華商ト其ノ貿易事情 

［第一责任人］商工省貿易局編 

［出版地］東京 

［出版者］商工省貿易局 

［出版日期］1938.6 

［丛编题名］貿易局 

［丛编题名］ボウエキキョク 昭和 13 年第 11 号 

 

 

［正题名］造船協會四十年史 

［第一责任人］造船協会編 

［出版地］東京 

［出版者］造船協会 

［出版日期］1937.4 

［正题名］南方經濟資源總攬 

［第一责任人］金子鷹之助，清川正ニ著 

［出版地］東京 

［出版者］東亜政經社 

［出版日期］1943.3 

［知识责任］金子鷹之助 著 

［知识责任］清川正ニ 著 

 

 

［正题名］南方經濟資源總攬 

［第一责任人］近藤康男著 

［出版地］東京 

［出版者］東亜政經社 

［出版日期］1944.4 

［知识责任］近藤康男 著 

 

 



［正题名］大戰の回顧 

［第一责任人］フォン·ビューロー原著 

［译者］皆川錞彦譯 

［出版地］東京 

［出版者］學而書院 

［出版日期］1935.1 

［附注内容］巻末：人名索引 

［知识责任］BülowBernhardFürst von 著 

［知识责任］ビューロー 原著 

［次知识责任］皆川錞彦 譯 

 

 

［正题名］蒙古地誌 

［第一责任人］柏原孝久，濱田純一著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1919.12 

［附注内容］付圖：東部内蒙古古地圖：梯尺百五十万分之一 (79×105cm) 

［主题词］蒙古/地誌 

［知识责任］柏原孝久 著 

［知识责任］浜田純一 著 

 

 

［正题名］滿洲國策會社綜合要覽 

［第一责任人］滿洲事情案内所編 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲事情案内所 

［出版日期］1939.6 

［正题名］滿洲開拓論 

［第一责任人］喜多一雄著 

［出版地］東京 

［出版者］明文堂 

［出版日期］1944.2 

［知识责任］喜多一雄 著 

 

 

［正题名］人口統計より見たる滿洲國の縁族複合状態 

［第一责任人］宮川善造著 

［出版地］新京 

［出版者］満州事情案内所 

［出版日期］1941.3 

［知识责任］宮川善造 著 

 

 



［正题名］滿洲民族誌 

［第一责任人］秋葉隆著 

［出版地］新京 

［出版者］滿日文化協會 

［出版地］新京 

［出版者］東光書苑(発売) 

［出版日期］1938.8 

［丛编题名］東方國民文庫 

［丛编题名］トウホウ コクミン ブンコ 8 

［主题词］満州族 

［知识责任］秋葉隆 著 

 

 

［正题名］日本經濟史 

［第一责任人］竹越與三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.8 

［知识责任］竹越與三郎 著 

 

 

［正题名］日本經濟史 

［第一责任人］竹越與三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.8 

［知识责任］竹越與三郎 著 

 

 

［正题名］資料集成中国共産党史 

［第一责任人］波多野乾一編 

［出版地］東京 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1961.6 

［附注内容］複製 

［附注内容］各巻末：索引 

［主题词］共産党/中国/歴史 

［知识责任］波多野乾一 編 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ギッディングス著 

［译者］内山賢次訳 

［第一责任人］ウオード著 



［译者］内山賢次訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.6 

［附注内容］原著：The priciples of sociology.,1921.(第 3 版)の翻訳 

［附注内容］原著：A text-book of sociology の翻訳 

［主题词］西洋哲学/歴史/近世 

［知识责任］Giddings 著 

［知识责任］Ward 著 

［知识责任］ギッディングス 著 

［知识责任］ウオード 著 

［次知识责任］内山賢次 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］エマアソン著 

［译者］柳田泉訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.3 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Emerson 著 

［知识责任］エマアソン 著 

［次知识责任］柳田泉 訳 

 

 

［正题名］桐蔭高等學校紀要 

［第一责任人］和歌山縣立桐蔭高等學校編 

［出版地］［和歌山］ 

［出版者］和歌山縣立桐蔭高等學校 

［出版日期］1956.2 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］アダム·スミス著 

［译者］青野季吉訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1928.2 

［附注内容］アダム·スミスの肖像あり 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Smith 著 

［知识责任］スミス 著 

［次知识责任］青野季吉 訳 

 

 



［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］アダム·スミス著 

［译者］青野季吉訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.1 

［附注内容］アダム·スミスの肖像あり 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Smith 著 

［知识责任］スミス 著 

［次知识责任］青野季吉 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］フロイド著 

［译者］中村古峡譯 

［第一责任人］ショウペンハウエル著 

［译者］佐久間政一譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.10 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Schopenhauer 著 

［知识责任］Freud 著 

［知识责任］フロイド 著 

［知识责任］ショウペンハウエル 著 

［次知识责任］佐久間政一 譯 

［次知识责任］中村古峡 譯 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ロック著 

［译者］八太舟三訳 

［第一责任人］ヒューム著 

［译者］香原一勢訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1930.2 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Locke 著 

［知识责任］Hume 著 

［知识责任］ロック 著 

［知识责任］ヒューム 著 

［知识责任］香原一勢 訳 



［次知识责任］八太舟三 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ハアバート·スペンサー著 

［译者］澤田謙譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1927.3 

［附注内容］附録：676-722p. 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Spencer 著 

［知识责任］スペンサー 著 

［知识责任］沢田謙 譯 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］オーギュスト·コント著 

［译者］石川三四郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1928.11 

［附注内容］コントの肖像あり 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Comte 著 

［知识责任］コント 著 

［次知识责任］石川三四郎 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］クロポトキン著 

［译者］室伏高信訳 

［第一责任人］クロポトキン著 

［译者］八太舟三訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1928.4 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］クロポトキン 著 

［知识责任］八太舟三 訳 

［次知识责任］室伏高信 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 



［第一责任人］アウグスト·ベーベル著 

［译者］加藤一夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1927.12 

［主题词］西洋哲学/歴史/近世 

［知识责任］Bebel 著 

［知识责任］ベーベル 著 

［次知识责任］加藤一夫 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］フイヒテ著 

［译者］河面仙四郎訳 

［第一责任人］シュライエルマッヘル著 

［译者］河面仙四郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.10 

［知识责任］Schleiermacher 著 

［知识责任］Fichte 著 

［知识责任］フイヒテ 著 

［知识责任］シュライエルマッヘル 著 

［次知识责任］河面仙四郎 訳 

 

 

［正题名］南方經濟資源總攬 

［第一责任人］逸見重雄著 

［出版地］東京 

［出版者］東亜政經社 

［出版日期］1944.4 

［知识责任］逸見重雄 著 

 

 

［正题名］南方經濟資源總攬 

［第一责任人］逸見重雄著 

［出版地］東京 

［出版者］東亜政經社 

［出版日期］1943.10 

［知识责任］逸見重雄 著 

 

 

［正题名］日本財閥の解剖 

［第一责任人］高橋龜吉著 



［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1930.4 

［主题词］企業系列 

［主题词］財閥 

［主题词］財閥 

［知识责任］高橋亀吉 著 

 

 

［正题名］江戸時代史 

［第一责任人］栗田元次著 

［出版地］東京 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.6 

［丛编题名］綜合日本史大系 

［丛编题名］ソウゴウ ニホンシ タイケイ 第 17 巻 

［知识责任］栗田元次 著 

 

 

［正题名］江戸時代史 

［第一责任人］栗田元次著 

［出版地］東京 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.6 

［丛编题名］綜合日本史大系 

［丛编题名］ソウゴウ ニホンシ タイケイ 第 18 巻 

［知识责任］栗田元次 著 

 

 

［正题名］江戸時代史 

［第一责任人］栗田元次著 

［出版地］東京 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.8 

［丛编题名］綜合日本史大系 

［丛编题名］ソウゴウ ニホンシ タイケイ 第 20 巻 

［知识责任］栗田元次 著 

 

 

［正题名］江戸時代史 

［第一责任人］栗田元次著 

［出版地］東京 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.10 



［丛编题名］綜合日本史大系 

［丛编题名］ソウゴウ ニホンシ タイケイ 第 21 巻 

［知识责任］栗田元次 著 

 

 

［正题名］世界大戰史講話 

［第一责任人］森五六著 

［出版地］東京 

［出版者］軍事學指針社 : 菊地屋書店 

［出版日期］1928.2 

［知识责任］森五六 著 

 

 

［正题名］やきもの讀本 

［第一责任人］小野賢一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］寳雲舎 

［出版日期］1932.7 

［丛编题名］茶わん叢書 

［丛编题名］チャワン ソウショ 第一篇 

［主题词］陶磁器 

［知识责任］小野賢一郎 著 

 

 

［正题名］農業經濟學序説 

［第一责任人］硲正夫著 

［出版地］東京 

［出版者］慶應書房 

［出版日期］1942.12 

［主题词］農業経済 

［知识责任］硲正夫 著 

 

 

［正题名］支那研究資料 

［第一责任人］支那研究会編 

［出版地］大連 

［出版者］大陸社 

［出版日期］1917.6 

［正题名］農業支那と遊牧民族 

［第一责任人］オウェン·ラティモア著 

［译者］後藤富男譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.2 



［知识责任］Lattimore 著 

［知识责任］ラティモア 著 

［知识责任］後藤冨男 譯 

 

 

［正题名］ポーランド攻略戰 

［第一责任人］陸軍大學校研究部編 

［出版地］東京 

［出版者］陸軍大學校將校集會所 

［出版日期］1941.3 

［正题名］農村史 

［第一责任人］小野武夫著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1941.4 

［丛编题名］現代日本文明史 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン ブンメイシ 第 9 卷 

［主题词］日本/文化 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［主题词］農村/日本/歴史 

［知识责任］小野武夫 著 

 

 

［正题名］帝室制度資料 

［第一责任人］伊藤博文編 

［译者］平塚篤［ほか］校訂 

［出版地］東京 

［出版者］秘書類纂刊行會 

［出版日期］1936.6 

［丛编题名］秘書類纂 

［丛编题名］ヒショ ルイサン 伊藤博文編 平塚篤校訂 

［主题词］日本-- 政治/歴史/明治時代 

［知识责任］伊藤博文 編 

［次知识责任］平塚篤 校訂 

 

 

［正题名］帝國議會資料 

［第一责任人］伊藤博文編 

［译者］平塚篤［ほか］校訂 

［出版地］東京 

［出版者］秘書類纂刊行會 

［出版日期］1935.7 

［丛编题名］秘書類纂 

［丛编题名］ヒショ ルイサン 伊藤博文編 平塚篤校訂 



［主题词］日本-- 政治/歴史/明治時代 

［知识责任］伊藤博文 編 

［次知识责任］平塚篤 校訂 

 

 

［正题名］朝鮮交渉資料 

［第一责任人］伊藤博文編 

［译者］平塚篤［ほか］校訂 

［出版地］東京 

［出版者］秘書類纂刊行會 

［出版日期］1936.8 

［丛编题名］秘書類纂 

［丛编题名］ヒショ ルイサン 伊藤博文編 平塚篤校訂 

［主题词］日本-- 政治/歴史/明治時代 

［知识责任］伊藤博文 編 

［次知识责任］平塚篤 校訂 

 

 

［正题名］朝鮮交渉資料 

［第一责任人］伊藤博文編 

［译者］平塚篤［ほか］校訂 

［出版地］東京 

［出版者］秘書類纂刊行會 

［出版日期］1936.12 

［丛编题名］秘書類纂 

［丛编题名］ヒショ ルイサン 伊藤博文編 平塚篤校訂 

［主题词］日本-- 政治/歴史/明治時代 

［知识责任］伊藤博文 編 

［次知识责任］平塚篤 校訂 

 

 

［正题名］南方經濟資源總攬 

［第一责任人］山根新次著 

［出版地］東京 

［出版者］東亜政經社 

［出版日期］1944.5 

［知识责任］山根新次 著 

 

 

［正题名］大院君伝 

［第一责任人］菊池謙譲著 

［出版地］京城 

［出版者］日韓書房 

［出版日期］1910 



［知识责任］菊池謙譲 著 

 

 

［正题名］比律賓群島ニ於ケル日本商品ノ聲價及ビ其将来 

［第一责任人］元吉光大著 

［译者］横濱正金銀行調査課編 

［出版地］横濱 

［出版者］横濱正金銀行 

［出版日期］［1919.10］ 

［丛编题名］調査報告 

［丛编题名］チョウサ ホウコク 第 4 號 

［附注内容］馬尼刺出張所詰 元吉光大稿 

［附注内容］著者のヨミは推定 

［知识责任］元吉光大 著 

 

 

［正题名］滿洲の探檢と鑛業の歴史 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社北滿經濟調査所訳編 

［译者］E.フオン·アーネルト執筆 

［出版地］東京 

［出版者］學藝社興亜書院 

［出版日期］1939.10 

［主题词］満州国/産業 

［次知识责任］Ahnert 執筆 

［次知识责任］アーネルト 執筆 

 

 

［正题名］滿洲都市建設一般方策 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道經濟調査會 

［出版日期］1935.9 

［丛编题名］立案調査書類 

［丛编题名］リツアン チョウサ ショルイ 南滿洲鉄道経済調査会 第 20 編第 1 巻 

［主题词］満州/行政 

［主题词］都市計画 

 

 

［正题名］中華民國第十年史 

［第一责任人］［中村松三郎編］ 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1922.4 

［丛编题名］滿鐵調査資料 



［丛编题名］マンテツ チョウサ シリョウ 第 6 編 

［知识责任］中村松三郎 編 

 

 

［正题名］滿洲帝國經濟全集 

［第一责任人］木村正道著 

［出版地］新京特別市 

［出版者］滿洲國通信社 

［出版者］東光書苑 

［出版日期］1940.2 

［知识责任］木村正道 著 

 

 

［正题名］滿洲銀行會社年鑑 

［第一责任人］大連商工會議所編 

［出版地］大連 

［出版者］大連商工會議所 

［出版日期］1941.12 

［主题词］会社/名簿 

 

 

［正题名］満洲と相生由太郎 

［第一责任人］篠崎嘉郎著 

［出版地］大連 

［出版者］福昌公司互敬會 

［出版日期］1932.1 

［附注内容］発売：大阪屋號書店 

［知识责任］篠崎嘉郎 著 

 

 

［正题名］滿洲事變と不戰條約·國際聨盟 

［第一责任人］松原一雄著 

［出版地］東京 

［出版者］丸善 

［出版日期］1932.2 

［主题词］満州事変 

［知识责任］松原一雄 著 

 

 

［正题名］滿州·支那 

［第一责任人］米倉二郎著 

［出版地］東京 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1944.6 



［丛编题名］世界地理政治大系 

［丛编题名］セカイ チリ セイジ タイケイ 

［知识责任］米倉二郎 著 

 

 

［正题名］満鐵王國 

［第一责任人］大陸出版協會編 

［出版地］大連 

［出版者］大陸出版協会 

［出版日期］1927.3 

［知识责任］大陸出版協会 編 

 

 

［正题名］滿洲に於ける製粉業 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社庶務部調査課編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道庶務部調査課 

［出版日期］1924.6 

［丛编题名］滿鐵調査資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ シリョウ 第 32 編 

 

 

［正题名］続対支回顧録 

［第一责任人］東亜同文会編 

［出版地］東京 

［出版者］原書房 

［出版日期］1942.4 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 第 211 巻 

［附注内容］大日本教化図書昭和 16 年刊の複製 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/伝記 

 

 

［正题名］滿洲金融及財界の現状 

［第一责任人］篠崎嘉郎著 

［出版地］大連 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1928.5 

［知识责任］篠崎嘉郎 著 

 

 

［正题名］滿洲金融及財界の現状 

［第一责任人］篠崎嘉郎著 



［出版地］大連 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1927.12 

［知识责任］篠崎嘉郎 著 

 

 

［正题名］満洲史研究 

［第一责任人］歴史學研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］四海書房 

［出版日期］1936.3 

［附注内容］満洲史参考文献目録 

 

 

［正题名］滿洲發達史 

［第一责任人］稲葉君山原著 

［译者］楊成能譯 

［出版地］奉天 

［出版者］萃文齋書店 

［出版日期］1940.10 

［知识责任］稲葉岩吉 著 

［次知识责任］楊成能 譯 

 

 

［正题名］滿洲二十年史 

［第一责任人］淺野虎三郎著 

［出版地］大連 

［出版者］日華實業新報社 

［出版日期］1926.11 

［知识责任］淺野虎三郎 著 

 

 

［正题名］満州産業経済大観 

［第一责任人］齋藤直基知編 

［出版地］東京 

［出版者］日本産業調査会満州総局 

［出版日期］1942.9 

［附注内容］附録：747-789p 

［主题词］満州/年鑑 

［知识责任］齋藤直基知 編 

 

 

［正题名］滿支鐵道發達史 

［第一责任人］吾孫子豐著 



［出版地］東京 

［出版者］内外書房 

［出版日期］1944.1 

［主题词］鉄道/中国/歴史 

［知识责任］吾孫子豊 著 

 

 

［正题名］支那學研究 

［第一责任人］斯文會編 

［出版地］東京 

［出版者］斯文會 

［出版日期］1932.1 

［附注内容］斯文會創立 50 年記念として創刊 

［主题词］中国思想 

 

 

［正题名］支那學研究 

［第一责任人］斯文會編 

［出版地］東京 

［出版者］斯文會 

［出版日期］1933.6 

［附注内容］斯文會創立 50 年記念として創刊 

［主题词］中国思想 

 

 

［正题名］支那學研究 

［第一责任人］斯文會編 

［出版地］東京 

［出版者］斯文會 

［出版日期］1935.2 

［附注内容］斯文會創立 50 年記念として創刊 

［主题词］中国思想 

 

 

［正题名］滿洲貨幣史 

［第一责任人］［満州国］財政部総務司編 

［出版地］新京 

［出版者］［満州国］財政部総務司 

［出版日期］1936.3 

［正题名］土地關係並に慣行篇 

［第一责任人］［滿洲國］實業部臨時産業調査局編 

［出版地］［新京］ 

［出版者］［滿洲國］實業部臨時産業調査局 

［出版地］新京 



［出版者］滿洲圖書 

［出版日期］1937.6 

［丛编题名］産調資料 

［丛编题名］サンチョウ シリョウ 滿洲國實業部臨時産業調査局編 45-8 康徳元年度農村

実態調査報告書 

［附注内容］補遺：齋北·濱北両沿線地方十六縣 

［主题词］農村/満州 

 

 

［正题名］中國人勞働者の賃銀 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社總裁室人事課編輯 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社總裁室人事課 

［出版日期］1929.8 

［丛编题名］滿洲勞働事情 

［丛编题名］マンシュウ ロウドウ ジジョウ 第壹輯 

［知识责任］南滿洲鐵道株式會社總裁室人事課 編輯 

 

 

［正题名］比律賓の通貨·金融 

［第一责任人］東亜研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］東亜研究所 

［出版日期］1943.3 

［丛编题名］資料 

［丛编题名］シリョウ 東亞研究所[編] 丁第 35 号 C 臨時南方調査室資料 第 6 輯 

［附注内容］調査委託者名和田政一 

［主题词］金融 

 

 

［正题名］福澤諭吉 

［第一责任人］石河幹明著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.3 

［知识责任］石河幹明 著 

 

 

［正题名］國民經濟組織の缺陷と世界恐慌 

［第一责任人］エルンスト·ワーゲマン原著 

［译者］小島昌太郎監修邦譯 

［出版地］東京 

［出版者］雄風館書房 

［出版日期］1932.6 



［知识责任］Wagemann 著 

［知识责任］ワーゲマン 原著 

［次知识责任］小島昌太郎 譯 

 

 

［正题名］日露年鑑 

［第一责任人］日露貿易通信社編 

［出版地］東京 

［出版者］日露貿易通信社 

［出版日期］1940.11 

［主题词］ロシア/年鑑 

 

 

［正题名］日露年鑑 

［第一责任人］日露貿易通信社編 

［出版地］東京 

［出版者］日露貿易通信社 

［出版日期］1933 

［主题词］ロシア/年鑑 

 

 

［正题名］河北省棉花調査報告 

［第一责任人］興亜院華北連絡部編 

［出版地］東京 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1940.8 

［丛编题名］調査資料 

［丛编题名］チョウサ シリョウ 第 60 號 

［附注内容］謄写版 

 

 

［正题名］アメリカ資本主義の倫理 

［第一责任人］武藤光朗著 

［出版地］川崎 

［出版者］社會評論社 

［出版日期］1947.4 

［丛编题名］世界政治經濟叢書 

［丛编题名］セカイ セイジ ケイザイ ソウショ 國際聯合研究會編 第 2 巻 

［知识责任］武藤光朗 著 

 

 

［正题名］アメリカ民族圏 

［第一责任人］稲原勝治著 

［出版地］東京 



［出版者］龍吟社 

［出版日期］1943.7 

［知识责任］稲原勝治 著 

 

 

［正题名］第三囘人口問題全國協議會報告書 

［第一责任人］人口問題研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1941.1 

［正题名］外蒙 

［第一责任人］興亞院蒙彊連絡部編 

［出版地］［出版地不明］ 

［出版者］興亞院蒙彊連絡部 

［出版日期］1941.5 

［附注内容］「極秘」の記載あり 

［知识责任］興亞院蒙彊連絡部 編 

 

 

［正题名］日満産業構造論 

［第一责任人］E.シュムペーター著 

［译者］雪山慶正，三浦正訳 

［出版地］東京 

［出版者］慶応書房 

［出版日期］1942.7 

［知识责任］Schumpeter 著 

［知识责任］シュムペーター 著 

［次知识责任］雪山慶正 訳 

［次知识责任］三浦正 訳 

 

 

［正题名］支那赤色圏を行く 

［第一责任人］陳庚雅著 

［译者］池田孝訳 

［出版地］大連 

［出版者］満鉄社員会 

［出版日期］1941.11 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］陳庚雅 著 

［次知识责任］池田孝 訳 

 

 

［正题名］フランス再建 

［第一责任人］井出淺龜著 



［出版地］東京 

［出版者］皇國青年教育協會 

［出版日期］1941.12 

［知识责任］井出浅亀 著 

 

 

［正题名］アメリカの對日輿論 

［第一责任人］エリノーア·タッパー, G·E·マックレイノールヅ共著 

［译者］辻重四郎編訳 

［出版地］京都 

［出版者］大雅堂 

［出版日期］1946.12 

［知识责任］Tupper 著 

［知识责任］McReynolds 著 

［知识责任］タッパー 著 

［知识责任］ マックレイノールヅ 著 

［次知识责任］辻重四郎 編訳 

 

 

［正题名］アメリカ国民性の研究 

［第一责任人］太平洋協会編 

［出版地］東京 

［出版者］太平洋協会 

［出版日期］1943.2 

［丛编题名］アメリカ研究叢書 

［丛编题名］アメリカ ケンキュウ ソウショ 太平洋協會編 

 

 

［正题名］奥元帥傳 

［第一责任人］黒田甲子郎著 

［出版地］東京 

［出版者］國民社 

［出版日期］1933.12 

［附注内容］陸軍大将 鈴木荘六，陸軍大将 山田陸槌監修 

［知识责任］黒田甲子郎 著 

 

 

［正题名］満洲國と協和會 

［第一责任人］満洲評論社編 

［出版地］大連 

［出版者］満洲評論社 

［出版日期］1935.7 

［主题词］満州国/歴史 

［主题词］協和会 



 

 

［正题名］福澤先生を語る 

［第一责任人］高橋義雄編 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.10 

［知识责任］高橋義雄 編 

 

 

［正题名］東洋學叢編 

［第一责任人］静安學社編 

［出版地］東京 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1934.5 

［主题词］東洋学 

 

 

［正题名］團匪賠償金返還經過概要 

［第一责任人］中支建設資料整備事務所編譯部編 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編譯部 

［出版日期］1941.4 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 57 編 

 

 

［正题名］我南洋貿易を阻害する華僑の真相 

［第一责任人］竹井十郎述 

［出版地］東京 

［出版者］東亜経済調査局 

［出版日期］1932.7 

［丛编题名］東亞小冊 

［丛编题名］トウア ショウサツ 第 12 

［知识责任］竹井十郎 述 

 

 

［正题名］日明關係 

［第一责任人］秋山謙藏著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.11 

［丛编题名］岩波講座日本歴史 

［丛编题名］イワナミ コウザ ニホン レキシ 国史研究会編 第 3 回配本 3 



［知识责任］秋山謙藏 著 

 

 

［正题名］日韓關係 

［第一责任人］末松保和著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］岩波講座日本歴史 

［丛编题名］イワナミ コウザ ニホン レキシ 国史研究会編 第 4 回配本 1 

［知识责任］末松保和 著 

 

 

［正题名］産業組合經營 

［第一责任人］佐藤寛次著 

［出版地］東京 

［出版者］高陽書院 

［出版日期］1937.3 

［丛编题名］産業組合全書 

［丛编题名］サンギョウ クミアイ ゼンショ 

［主题词］産業組合 

［知识责任］佐藤寛次 著 

 

 

［正题名］室町時代の日鮮關係 

［第一责任人］中村榮孝著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.2 

［丛编题名］岩波講座日本歴史 

［丛编题名］イワナミ コウザ ニホン レキシ 国史研究会編 

［知识责任］中村栄孝 著 

 

 

［正题名］日滿支の商品 

［第一责任人］向井清二著 

［出版地］新京 

［出版者］満洲事情案内所 

［出版日期］1939.5 

［主题词］商品 

［知识责任］向井清二 著 

 

 

［正题名］フランス敗れたり 



［第一责任人］アンドレ·モーロア 著 

［译者］高野彌一郎譯 

［出版地］東京 

［出版者］大觀堂書店 

［出版日期］1940 

［知识责任］MauroisAndré 著 

［知识责任］モーロア 著 

［知识责任］高野弥一郎 譯 

 

 

［正题名］農民の歌 

［第一责任人］藤井晋著 

［出版地］保定 

［出版者］河北日報社出版部 

［出版日期］1944.12 

［主题词］漢詩/評釈 

［知识责任］藤井晋 著 

 

 

［正题名］江戸時代の日鮮關係 

［第一责任人］中村榮孝著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.5 

［丛编题名］岩波講座日本歴史 

［丛编题名］イワナミ コウザ ニホン レキシ 国史研究会編 

［知识责任］中村栄孝 著 

 

 

［正题名］日唐關係 

［第一责任人］筑波藤磨著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］岩波講座日本歴史 

［丛编题名］イワナミ コウザ ニホン レキシ 国史研究会編 

［知识责任］筑波藤麿 著 

 

 

［正题名］中國遊撃運動現勢 

［第一责任人］水谷國一著 

［译者］南滿洲鐵道株式會社調査部編 

［出版地］大連 

［出版者］南滿洲鐵道 



［出版日期］1939.12 

［丛编题名］満鉄調査研究資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ ケンキュウ シリョウ 第 7 編 

［丛编题名］上海滿鐵調査資料 

［丛编题名］シャンハイ マンテツ チョウサ シリョウ 第 32 編 

［附注内容］表紙に「秘」とあり 

［知识责任］水谷國一 著 

 

 

［正题名］滿洲大豆粕と日本の農村 

［第一责任人］淺野鎌吉著 

［出版地］大連 

［出版者］滿洲特産物研究會 

［出版日期］1924.3 

［附注内容］著者の読みは推定 

［主题词］大豆粕 

［知识责任］淺野鎌吉 著 

 

 

［正题名］満州宗教誌 

［第一责任人］満鉄鉄道総局弘報課編 

［出版地］大連 

［出版者］満鉄社員会 

［出版日期］1940.7 

［丛编题名］滿鐵社員會叢書 

［丛编题名］マンテツ シャインカイ ソウショ 第 41 輯 

［附注内容］資料：p435-436 

［知识责任］南満州鉄道株式会社鉄道総局弘報課 編 

 

 

［正题名］滿洲國境問題 

［第一责任人］増田忠雄著 

［译者］滿鐵弘報課編 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1941.8 

［丛编题名］東亞新書 

［丛编题名］トウア シンショ 滿鐵弘報課編 7 

［主题词］満州/国境 

［知识责任］増田忠雄 著 

 

 

［正题名］滿洲貨幣金融機構論 

［第一责任人］中西仁三著 



［出版地］新京 

［出版者］滿洲有斐閣 

［出版日期］1949.4 

［知识责任］中西仁三 著 

 

 

［正题名］滿洲建國側面史 

［第一责任人］宮内勇編 

［出版地］東京 

［出版者］新經濟社 

［出版日期］1942.12 

［知识责任］宮内勇 編 

 

 

［正题名］滿洲史 

［第一责任人］豊田要三編 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲事情案内所 

［出版日期］1943.12 

［附注内容］編者の読み確定せず 

［主题词］満州/歴史 

［知识责任］豊田要三 編 

 

 

［正题名］北支國際収支推計調査書 

［第一责任人］北支経済調査所編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道調査部 

［出版日期］1940 

［丛编题名］満鉄調査研究資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ ケンキュウ シリョウ 第 25 編 

［丛编题名］北支調査資料 

［丛编题名］ホクシ チョウサ シリョウ 秘第 3 輯 

［主题词］国際収支 

 

 

［正题名］滿洲經濟年報 

［第一责任人］滿鐡經濟調査會編 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1933.12 

［正题名］幕末期東亜外交史 

［第一责任人］大熊眞著 

［出版地］東京 



［出版者］乾元社 

［出版日期］1944.10 

［知识责任］大熊眞 著 

 

 

［正题名］支那貨幣史銭荘攷 

［第一责任人］広畑茂著 

［出版地］東京 

［出版者］建設社 

［出版日期］1933.5 

［主题词］貨幣/制度/中国 

［知识责任］広畑茂 著 

 

 

［正题名］日本経済の現状 

［第一责任人］民主主義科学者協会編著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.8 

［主题词］日本/経済 

 

 

［正题名］現代朝鮮の歴史 

［第一责任人］劉浩一著 

［出版地］京都 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.6 

［主题词］朝鮮/歴史 ーー 

［知识责任］劉浩一 著 

 

 

［正题名］アメリカ経済地理 

［第一责任人］H.H.マッカーティ著 

［译者］横溝直二訳 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1942.10 

［附注内容］参考文献：p[1]-12 

［知识责任］McCarty 著 

［知识责任］マッカーティ 著 

［次知识责任］横溝直二 訳 

 

 

［正题名］支那資源及産業総覧 



［第一责任人］呉承洛著 

［译者］木村増太郎校閲 

［译者］藤枝丈夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］支那文化協会 

［出版日期］1940.8 

［知识责任］呉承洛 著 

［知识责任］藤枝丈夫 校閲 

［次知识责任］木村増太郎 訳 

 

 

［正题名］アメリカ鉄鋼業の発展 

［第一责任人］市川弘勝著 

［出版地］東京 

［出版者］科学主義工業社 

［出版日期］1941.8 

［附注内容］参考文献：p292～293 

［知识责任］市川弘勝 著 

 

 

［正题名］日清役後支那外交史 

［第一责任人］矢野仁一著 

［译者］東方文化学院京都研究所編 

［出版地］京都 

［出版者］東方文化学院京都研究所 

［出版日期］1937.1 

［丛编题名］東方文化学院京都研究所研究報告 

［丛编题名］トウホウ ブンカ ガクイン キョウト ケンキュウジョ ケンキュウ ホウコク 

第 9 冊 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］矢野仁一 著 

 

 

［正题名］マルキシズム駁論 

［第一责任人］鈴木鷲山著 

［出版地］東京 

［出版者］教育研究會 

［出版日期］1926.9 

［知识责任］鈴木鷲山 著 

 

 

［正题名］亞細亞に於て我等相闘はざる可からざるか 

［第一责任人］ナザニェル·ぺツフアー著 

［译者］落合久生譯 



［出版地］北京 

［出版者］新民會中央總會弘報室 

［出版日期］1941.11 

［知识责任］ぺツフアー 著 

［次知识责任］落合久生 譯 

 

 

［正题名］大東亞國土計畫 

［第一责任人］企畫院研究會著 

［出版地］東京 

［出版者］同盟通信社 

［出版日期］1943.6 

［正题名］ロダンの言葉 

［第一责任人］ロダン著 

［译者］ポール·グゼル集録 

［译者］古川達雄譯 

［出版地］東京 

［出版者］二見書房 

［出版日期］1942.8 

［附注内容］原書決定版(1924 年版)の翻訳 

［主题词］美術 

［知识责任］Rodin 著 

［知识责任］ロダン 著 

［次知识责任］Gsell 集録 

［次知识责任］グゼル 集録 

［知识责任］古川達雄 譯 

 

 

［正题名］人生讀本 

［第一责任人］トルストイ著 

［译者］八住利雄譯 

［出版地］東京 

［出版者］成光堂 

［出版日期］1936.6 

［知识责任］トルストイ 著 

［次知识责任］八住利雄 譯 

 

 

［正题名］人生随筆 

［第一责任人］松山悦三編 

［译者］吉田絃二郎，外十餘氏執筆 

［出版地］東京 

［出版者］人生社 

［出版日期］1953.1 



［丛编题名］人生文庫 7 

［知识责任］松山悦三 編 

［次知识责任］吉田絃二郎 執筆 

［次知识责任］外十餘氏 執筆 

 

 

［正题名］人生画訓 

［第一责任人］野間清治編 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄辯會講談社 

［出版日期］1929.1 

［丛编题名］修養全集 

［丛编题名］シュウヨウ ゼンシュウ 第 3 巻 

［知识责任］野間清治 編 

 

 

［正题名］清代滿洲土地政策の研究 

［第一责任人］周藤吉之著 

［出版地］東京 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1944.9 

［丛编题名］東洋學叢書 

［丛编题名］トウヨウガク ソウショ 

［附注内容］文献解説：p467-495 

［主题词］土地政策/中国/歴史 

［知识责任］周藤吉之 著 

 

 

［正题名］日華對譯中華民國習慣調査録 

［第一责任人］中華法令編印館編譯 

［出版地］東京 

［出版者］中華法令編印館 

［出版日期］1943.5 

［正题名］新字鑑 

［第一责任人］鹽谷温著 

［出版地］東京 

［出版者］弘道館 

［出版日期］1939 

［主题词］漢字/辞書 

［知识责任］塩谷温 著 

 

 

［正题名］東亜共栄圏と繊維産業 

［第一责任人］大日本紡績聯合会編 



［出版地］大阪 

［出版者］文理書院 

［出版日期］1941.3 

［主题词］繊維工業 

 

 

［正题名］アジア歴史事典 

［第一责任人］下中邦彦編集 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1960.12 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］アジア/歴史/辞書 

［知识责任］下中邦彦 編集 

 

 

［正题名］宣戰大詔謹解 

［第一责任人］高須芳次郎［ほか］著 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1942.3 

［主题词］詔勅 

［知识责任］高須芳次郎 著 

 

 

［正题名］列國の對支投資 

［第一责任人］シー·エフ·レーマー著 

［译者］東亞經濟調査局訳 

［出版地］東京 

［出版者］東亞經濟調査局 

［出版日期］1934.6 

［丛编题名］経済資料 

［丛编题名］ケイザイ シリョウ 188-190 

［附注内容］索引：p1-26，参考書：p1-19(下巻巻末) 

［主题词］国際投資 

［知识责任］Remer 著 

［知识责任］レーマー 著 

 

 

［正题名］成吉思汗戰史 

［第一责任人］仲小路彰著 

［出版地］東京 

［出版者］戰爭文化研究所 

［出版地］東京 



［出版者］世界創造社 

［出版日期］1939.3 

［丛编题名］世界興廢大戰史 

［丛编题名］セカイ コウハイ タイセンシ 東洋戰史 第 11 卷 

［知识责任］仲小路彰 著 

 

 

［正题名］現代日本經濟の研究 

［第一责任人］河津暹 ［ほか］著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.9 

［丛编题名］経済学全集 

［丛编题名］ケイザイガク ゼンシュウ 第 41 巻 

［知识责任］河津暹 著 

 

 

［正题名］尾崎行雄全集 

［第一责任人］尾崎行雄著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1927.4 

［知识责任］尾崎行雄 著 

 

 

［正题名］尾崎行雄全集 

［第一责任人］尾崎行雄著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1927.2 

［知识责任］尾崎行雄 著 

 

 

［正题名］近代支那教育史 

［第一责任人］陳青之著 

［译者］柳澤三郎譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1939.7 

［知识责任］陳青之 譯 

［次知识责任］柳澤三郎 譯 

 

 

［正题名］考古学研究 



［第一责任人］浜田耕作著 

［出版地］東京 

［出版者］座右寳刊行會 

［出版日期］1939.9 

［主题词］考古学 

［知识责任］濱田耕作 著 

 

 

［正题名］印度統治機構の史的概觀 

［第一责任人］滿鐵東亞經濟調査局編 

［出版地］東京 

［出版者］滿鐵東亞經濟調査局 

［出版日期］1942.3 

［丛编题名］経済資料 

［丛编题名］ケイザイ シリョウ 第 202 

［附注内容］執筆担当：野原史朗 

［主题词］イギリス/植民地/インド 

［主题词］インド/政治/歴史 

［主题词］東インド会社イギリス 

 

 

［正题名］吉林省の鑛産 

［第一责任人］陶昌善著 

［译者］田中作譯 

［出版地］大連 

［出版者］滿蒙文化協會 

［出版日期］1922.6 

［知识责任］陶昌善 著 

［次知识责任］田中作 譯 

 

 

［正题名］日本中小商業の構造 

［第一责任人］竹林庄太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1941.10 

［丛编题名］調査彙報 

［丛编题名］チョウサ イホウ 第 17 輯 

［主题词］中小企業 

［知识责任］竹林庄太郎 著 

 

 

［正题名］支那の毛織工業 

［第一责任人］全国経済委員会編 



［译者］中支建設資料整備委員會［訳編］ 

［出版地］南京 

［出版者］中支建設資料整備事務所編訳部 

［出版日期］1940.12 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 52 編 

［附注内容］原著(1935.8 刊)の飜譯 

［附注内容］飜譯擔當：紺野敏治 

［附注内容］折り込表 8 枚 

［主题词］毛織物 

 

 

［正题名］ 近支那銀問題の検討 

［第一责任人］東亞産業協会編 

［出版地］新京 

［出版者］東亞産業協會 

［出版日期］1935.5 

［丛编题名］産協経報 

［丛编题名］サンキョウ ケイホウ 第 12 號 

［附注内容］康徳 2 年 6 月刊 

 

 

［正题名］支那國立銀行に關する研究 

［第一责任人］レイ·オヴッド·ホール原著 

［译者］南滿洲鐵道株式會社庶務部調査課譯 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道庶務部調査課 

［出版日期］1925.3 

［丛编题名］滿鐵調査資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ シリョウ 第 31 編 

［附注内容］Chapters and documents on Chinese National Banking の翻訳 

［主题词］国立銀行 

［知识责任］Hall 著 

［知识责任］ホール 原著 

 

 

［正题名］支那語の系統 

［第一责任人］宮越健太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.5 

［丛编题名］岩波講座東洋思潮 

［丛编题名］イワナミ コウザ トウヨウ シチョウ 東洋言語の系統 

［主题词］中国語 



［知识责任］宮越健太郎 著 

 

 

［正题名］蒙疆牧野調査報告 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社調査部編 

［出版地］北京 

［出版者］滿鐵北支經濟調査所 

［出版日期］1943.3 

［丛编题名］満鉄調査研究資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ ケンキュウ シリョウ 第 76 編 

［丛编题名］北支調査資料 

［丛编题名］ホクシ チョウサ シリョウ 第 40 輯 

［主题词］牧場 

 

 

［正题名］滿洲工業事情 

［第一责任人］滿洲事情案内所編 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲事情案内所 

［出版日期］1938.5 

［丛编题名］満洲事情案内所報告 

［丛编题名］マンシュウ ジジョウ アンナイジョ ホウコク 43 

［附注内容］調査：河村清 

 

 

［正题名］滿洲事變及上海事變關係發表集 

［第一责任人］外務省情報部編 

［出版地］［東京］ 

［出版者］外務省情報部 

［出版日期］1932.3 

［正题名］滿洲河川誌 

［第一责任人］滿洲事情案内所編 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲事情案内所 

［出版地］東京 

［出版者］東都書籍（発売） 

［出版日期］1940.5 

［丛编题名］満洲事情案内所報告 

［丛编题名］マンシュウ ジジョウ アンナイジョ ホウコク 76 

 

 

［正题名］臺灣都市計畫講習録 

［出版地］臺北 

［出版者］小川廣吉 



［出版日期］1937.12 

［附注内容］臺灣總督府主催 第一回都市計畫講習會:昭和 12 年 1 月 11 日～22 日 於 臺北

市警察會館 

［附注内容］附録 臺灣都市計畫関係法令輯 

 

 

［正题名］ダイヤモンド経済統計年鑑 

［第一责任人］ダイヤモンド社編 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1937.5 

［正题名］ダイヤモンド経済統計年鑑 

［第一责任人］ダイヤモンド社編 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1936.4 

［正题名］國史の研究 

［第一责任人］黒板勝美著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.1 

［知识责任］黒板勝美 著 

 

 

［正题名］國史の研究 

［第一责任人］黒板勝美著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1931.8 

［知识责任］黒板勝美 著 

 

 

［正题名］三民主義 

［第一责任人］グスタフ·アマン著 

［译者］高山洋吉訳 

［出版地］東京 

［出版者］育生社 

［出版日期］1939.11 

［丛编题名］現代支那史 

［丛编题名］ゲンダイ シナシ 1 

［知识责任］Amann 著 

［知识责任］アマン 著 

［次知识责任］高山洋吉 訳 

 



 

［正题名］世界諸民族經濟戰夜話 

［第一责任人］白柳秀湖著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-9 

［知识责任］白柳秀湖 著 

 

 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.4 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.4 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.1 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.1 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.10 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.10 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 



［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.6 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.6 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.6 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.6 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1949.12 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1949.12 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.3 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.3 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.3 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 



［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.3 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.10 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.10 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.6 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.6 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.8 

［正题名］中國人竝滿人ニ對スル證明書發給要領ニ關スル説明及注意事項 

［第一责任人］第二野戰鐵道司令部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］第二野戰鐵道司令部 

［出版日期］1941.1 

［正题名］大東亞古族研究資料 

［第一责任人］天津日本圖書館編 

［出版地］［天津］ 

［出版者］天津日本圖書館 

［出版日期］1944.1 

［正题名］新民會河北省保定道得區學校概况調査表 

［第一责任人］新民會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］新民會 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］各得區食糧收買報告 



［第一责任人］各地區食糧對策調査委員會事務局編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］各地區食糧對策調査委員會事務局 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］北京特别市ニ於ケル食粮事情 

［第一责任人］華北綜合調査研究所緊急食糧對筞調査委員會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北綜合調査研究所緊急食糧對筞調査委員會 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］華北蒙疆ニ於ケル官民氣象機關調査 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］［出版者不详 

［出版日期］19 ? ］ 

［正题名］山西ニ於ケル敵側教育狀况 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.2 

［丛编题名］調査資料 第 89 號 

 

 

［正题名］山西省ニ於ケル雜穀調査 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.11 

［丛编题名］調査資料 第 186 號 

 

 

［正题名］滿鐵直營旅館料金表 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1941.11 

［正题名］主要食糧事情ニ就テ 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版地不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］同盟條約締結ニ伴フ對華協力要綱及第一次促進案 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］大東亞共榮圈經濟ト華北 



［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1942.3 

［正题名］别所局長ト張教育總署長トノ定例會谈要領 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1942.3 

［正题名］華北緊急食糧對筞要綱ニ關スル件 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1942.2 

［正题名］華北農得開發株式會社設立要綱 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1940.12 

［正题名］日滿支貿易連絡協議會關繫書類 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.10 

［正题名］民國二十九年度華北禁烟收入調 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.4 

［正题名］大天津市街計畫ニ於ケル各地區面積及收容人口調査并ニ基地面積調査 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1940.6 

［正题名］昭和十五年度物資動員計畫説明書（電氣事業關繫） 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1940.1 

［正题名］昭和十七年度内閣興亞行政諸費豫算追加要求書 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1942 



［正题名］大天津ニ於ケル輸出入貨物ノ各埠頭别及想定數量ト此カ荷受荷捌ノ相手先（地

场、奥地、他港） 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1940.6 

［正题名］天津ニ海洋港ヲ設クルノ可否并ニ石炭及礦石ノ積出ヲ何地ニ说テ行フヲ可トス

ルカニ付キ研究 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1940.6 

［正题名］華北ニ於ケル教科書編纂ニ關スル調査 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.8 

［正题名］興亞院華北連絡部業務规程 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1942.4 

［正题名］北支各港灣ノ分野并ニ工业地分散配置ノ研究 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1940.6 

［正题名］河北省獻縣教育事業調査 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.2 

［正题名］華北ニ於ケル社會教育狀况調査 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.8 

［正题名］華北農具（在來式）ニ就テ 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1942.1 

［正题名］日滿支産業建設五箇年計畫鹽業（北支） 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.9 

［正题名］華北經濟推移發展ノ回顧ト展望 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1942.8 

［正题名］昭和十四年度工事計畫調書 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1938 

［正题名］敗殘兵及匪賊ニ依ル電氣通信綫路被害 

［第一责任人］蒙疆電氣通信設備株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蒙疆電氣通信設備株式會社 

［出版日期］1938.6 

［正题名］滿洲ノ民謡 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社總裁室弘報課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社總裁室弘報課 

［出版日期］1940.4 

［正题名］日滿支ノ經濟提携 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社總裁室弘報課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社總裁室弘報課 

［出版日期］1940.1 

［正题名］俚諺ョリ觀タル滿支民衆ノ社會相 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社總裁室弘報課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社總裁室弘報課 

［出版日期］1940.3 

［正题名］民國三十三年度下半期燕京道施策ニ伴フ宣傳計画 

［第一责任人］河北省合作社聯合會北京地區办事处編 

［出版地］［北京 ］ 

［出版者］河北省合作社聯合會北京地區办事处 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］民國三十三年下半期燕京道施策ニ關スル要望事項 

［第一责任人］河北省合作社聯合會北京地區办事处編 

［出版地］［北京］ 

［出版者］河北省合作社聯合會北京地區办事处 

［出版日期］1944.8 

［正题名］上海ノ石炭近况 



［第一责任人］上海總領事館經濟部編 

［出版地］上海 

［出版者］上海總領事館經濟部 

［出版日期］1941.9 

［正题名］昭和十八年華北農産物增産對策要綱 

［第一责任人］北京大日本帝國大使館編 

［出版地］北京 

［出版者］北京大日本帝國大使館 

［出版日期］1942.12 

［正题名］喇嘛教概説 

［第一责任人］橋本光寶著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］橋本光寶 著 

 

 

［正题名］使趙鎮現勢調査報告 

［第一责任人］高木奥平編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1944.8 

［知识责任］高木奥平 編 

 

 

［正题名］華北政務委員會民國三十三年度歲入概算參考書 

［第一责任人］華北政務委員會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北政務委員會 

［出版日期］ ［19 ?］ 

［正题名］察南、晋北、蒙古聯盟 

［第一责任人］蒙疆聯合委員會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蒙疆聯合委員會 

［出版日期］1952.7 

［正题名］業務概况報告書 

［第一责任人］蒙疆銀行編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蒙疆銀行 

［出版日期］1952.6 

［正题名］平綏沿綫之天主教會 

［第一责任人］雷潔瓊著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 



［出版日期］1949 

［知识责任］雷潔瓊 著 

 

 

［正题名］五色國旗ト黨旗ノ檢討 

［第一责任人］池宗墨述 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1940.2 

［知识责任］池宗墨 述 

 

 

［正题名］張家口金融概况 

［第一责任人］蒙疆聯合委員會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蒙疆聯合委員會 

［出版日期］1952.7 

［正题名］北支蒙疆間經濟調整ニ關スル取極事項 

［第一责任人］甲、乙集團司令部同編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］甲、乙集團司令部 

［出版日期］1939.4 

［正题名］北滿農村經濟資料 

［第一责任人］哈爾濱鐵路局産業处編 

［出版地］哈爾濱 

［出版者］哈爾濱鐵路局産業处 

［出版日期］1937.3 

［正题名］北支ニ於ケル重要物資需給狀况ト今後ノ施策 

［第一责任人］物資調整部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］物資調整部 

［出版日期］1942.9 

［正题名］江蘇省蘇北地方棉花調査書 

［第一责任人］華北棉産改進會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北棉産改進會 

［出版日期］1940.5 

［正题名］北支建設問題と大東亞共荣に關する一考察 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1943.11 

［正题名］北支棉作經營調査 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 



［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1942.4 

［正题名］外國爲替蕒買的别分類表 

［第一责任人］蒙疆銀行管理課編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］北滿農村經濟調査 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］江蘇省ノ地誌 

［第一责任人］田中酉藏編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東亞研究所 

［出版日期］1940.10 

［知识责任］田中酉藏 編 

 

 

［正题名］日滿支産業建設五ケ年計畫（北支） 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.10 

［正题名］支那文化ト滿洲 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社總裁室弘報課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社總裁室弘報課 

［出版日期］1939.8 

［正题名］華北ニ於ケル日本人學校教員調査 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1940.12 

［正题名］關東洲ニ於ケル小作農收支計畫書 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］外蒙共和國ノ牧畜 

［第一责任人］滿鐵·北滿經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵·北滿經濟調査所 

［出版日期］1937.10 

［丛编题名］北經蘇聯資料 第 104 號 



 

 

［正题名］事變前後ノ印度事情 

［第一责任人］瀧照道著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］瀧照道 著 

 

 

［正题名］昭和二十一年度改定歲入出總豫算 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］自一九三七年至一九三八年北支に於ける日本の宣傳 

［第一责任人］情報部第三課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］情報部第三課 

［出版日期］1940.1 

［正题名］回教ノ側面觀 

［第一责任人］石川安之助著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1938.6 

［知识责任］石川安之助 著 

 

 

［正题名］北支ニ於ケル物資需給ノ實情ニ就テ 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］軍占據地域治安肅正要綱 

［第一责任人］北支那方面軍司令部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北支那方面軍司令部 

［出版日期］1938.7 

［正题名］軍管理工場運營要領 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］中原開發株式會社定款（案） 

［第一责任人］中原開發株式會社編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 



［出版日期］19 ?］ 

［正题名］中原開發株式會社設立計畫書 

［第一责任人］中原開發株式會社編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1941.5 

［正题名］華北興業株式會社設立計畫案 

［第一责任人］華北興業株式會社編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］華北興業株式會社 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］華北新建設促進ニ關スル報告書 

［第一责任人］北支那開發株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北支那開發株式會社 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］北支食糧問題について 

［第一责任人］國策研究會北京事務局編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］國策研究會北京事務局 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］一七五一六於阪谷公館 

 

 

［正题名］共産軍ノ農民工作ニ就テ 

［第一责任人］滿鐵·北支事務局調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵·北支事務局調査部 

［出版日期］1939.1 

［正题名］營業收支明細書 

［第一责任人］北支開發株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北支開發株式會社 

［出版日期］1941 

［正题名］滿洲及滿洲人 

［第一责任人］佐藤愼一郎著 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲事情案内所 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲書籍配給（發賣） 

［出版日期］1940.8 

［知识责任］佐藤慎一郎 著 

 

 



［正题名］マルクス=ュンゲルス选集 

［第一责任人］マルクス=しニン主義研究所編集 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.8 

［正题名］棉花棉實收買對策要綱 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1943.9 

［正题名］民國三十年度委托采种圃事業成績概要 

［第一责任人］指導部繁殖科編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］指導部繁殖科 

［出版日期］1942.1 

［正题名］棉花增産計劃表 

［第一责任人］華北棉産改進會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北棉産改進會 

［出版日期］1944.3 

［正题名］山東省超重點縣ニ於ケル棉花ノ作付并ニ流通ニ關スル調査報告書 

［第一责任人］華北棉産改進會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北棉産改進會 

［出版日期］1944.3 

［正题名］華北緊急食糧對策 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1942.2 

［正题名］華北ニ於ケル物價構成ノ特質 

［第一责任人］華北棉産改進會調査科編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北棉産改進會調査科 

［出版日期］1944.11 

［正题名］生産者か肯定スル棉花價格ノ在リ方ニ就テ 

［第一责任人］華北棉産改進會業務部調査科編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北棉産改進會業務部調査科 

［出版日期］1944.12 

［正题名］民國二十九年ヲ中心トセル濟南根棧調査報告 

［第一责任人］滿鐵·北支經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵·北支經濟調査所 

［出版日期］1942.5 

［正题名］極東航業事情 



［第一责任人］北滿經濟調査所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北滿經濟調査所 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］日滿支産業建設五年計畫 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.9 

［正题名］各省農工雇傭習慣及需給狀况 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］時刻改正ニ對スル機關車并乘務員ノ査定 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］株式會社興中公司事業概要 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1938.4 

［正题名］滿鐵育成學校要覽 

［第一责任人］滿鐵總裁室人事課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵總裁室人事課 

［出版日期］1939.5 

［正题名］國綫動力車竝同乘務員配置運用計畫 

［第一责任人］鐵道總局輸送局運轉課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］鐵道總局輸送局運轉課 

［出版日期］1936.11 

［正题名］毛澤東ノ「新民主主議論」 

［第一责任人］毛澤東著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1943.8 

［知识责任］毛澤東 著 

 

 

［正题名］黄淮地帶の農作物調査 

［第一责任人］金陵大學農業經學部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］金陵大學農業經學部 



［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］滿洲畜産株式會社ノ使命ト業况 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］山西省農業事情調査報告書 

［第一责任人］華北産業科學研究所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北産業科學研究所 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］中國北部及西北部の土壤 

［第一责任人］華北産業科學研究所編 

［出版地］北京 

［出版者］華北産業科學研究所 

［出版者］華北農事試驗場 

［出版日期］1942.4 

［丛编题名］調査資料 第 22 

 

 

［正题名］感狀輯録 

［第一责任人］偕行社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］偕行社 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］鹽田調査圖五种 

［第一责任人］劉樹香等調査 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］満華職員録 

［第一责任人］満蒙資料協会編 

［出版地］東京 

［出版者］満蒙資料協会 

［出版日期］1941 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］満蒙資料協会 編 

 

 

［正题名］満洲紳士録 

［第一责任人］滿蒙資料協會編 

［出版地］東京 

［出版者］満蒙資料協会 

［出版日期］1943.12 

［正题名］張家口概况 



［第一责任人］蒙疆調査聯合會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蒙疆調査聯合會 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］中國共産黨中央執行委員會第二次全軆會議决議全文 

［第一责任人］滿鐵調査課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵調査課 

［出版日期］1930.7 

［正题名］大東亞省關繫例规 

［第一责任人］北京大日本帝國大使館編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北京大日本帝國大使館 

［出版日期］1942.11 

［正题名］日滿ニ於ケル獸毛獸皮需給概况 

［第一责任人］地方部商工課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］地方部商工課 

［出版日期］1936.2 

［正题名］北支棉作經營調査 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.10 

［正题名］膠州灣ノ海産生物 

［第一责任人］興亞院青島出張所編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院青島出張所 

［出版日期］1940.10 

［正题名］海龍地方ニ於ケル農業事情 

［第一责任人］滿鐵·海龍農事試作場編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵·海龍農事試作場 

［出版日期］1935.8 

［正题名］京漢綫農業概况 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］經理规程 

 

 

［正题名］經理事務规定 

［第一责任人］華北棉産改進會編 

［出版地］［出版地不详］ 



［出版者］華北棉産改進會 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］敦化縣農業概况 

［第一责任人］吉林滿鐵事務所敦化農事試作場編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］吉林滿鐵事務所敦化農事試作場 

［出版日期］1935.7 

［正题名］陰山山脉北部ニ於ケル農業事情 

［第一责任人］滿鐵·北支事務局調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵·北支事務局調査部 

［出版日期］1938.10 

［正题名］滿洲問題其ノ他雜著摘要 

［第一责任人］文化事業部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］文化事業部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］支那ニ於ケル豚毛 

［第一责任人］特務部第二課農業班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］特務部第二課農業班 

［出版日期］1938.9 

［正题名］大天津都市計畫大綱案 

［第一责任人］佐藤俊久編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］興亞院］ 

［出版日期］1940.6 

［正题名］農業經營改善指導調査報告書 

［第一责任人］木村修三等編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］上海大日本帝國大使館事務所 

［出版日期］1942.11 

［正题名］北支五省礦業概要 

［第一责任人］日滿實業協會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］日滿實業協會 

［出版日期］1937.10 

［正题名］興亞院内示豫算及各部要求豫算比較表 

［第一责任人］北支開發會社資金課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北支開發會社資金課 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］蒙疆經濟統計月表 

［第一责任人］華北交通株式會社編 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北交通株式會社 

［出版日期］1940.9 

［正题名］蒙疆電氣通信設備株式會社社員録 

［第一责任人］蒙疆電氣通信設備株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蒙疆電氣通信設備株式會社 

［出版日期］1938.6 

［正题名］大同炭下花園炭配給狀况 

［第一责任人］興中公司張家口支社石炭課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興中公司張家口支社石炭課 

［出版日期］1938.5 

［正题名］華北石炭販蕒股份有限公司ト蒙疆礦産販蕒股份有限公司トノ关系ニ关スル伴 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］昭和十五年度内地對支貿易收支計畫第二次案 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］興亞院希望事項 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］調査事務处理要領 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1940 

［正题名］中北支ニ於ケル文化機關調査 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1940.11 

［丛编题名］調査資料 第 81 號 

 

 

［正题名］事變下ノ天津貿易ニ就テ 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 



［出版日期］［19 ?］ 

［丛编题名］參考資料 第 7 號 

 

 

［正题名］山東棉産調査報告 

［第一责任人］野中時雄編 

［出版地］天津 

［出版者］天津事務所 

［出版日期］1936.4 

［正题名］民國三十年度華北政務委員會庫款收支實績 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1942.9 

［正题名］北京ノニ圖書館 

［第一责任人］總裁室弘報課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］總裁室弘報課 

［出版日期］1940.6 

［丛编题名］弘報資料 第 98 號 

 

 

［正题名］事務分掌暫行内规 

［第一责任人］興中公司編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興中公司 

［出版日期］1939.1 

［正题名］管内産業概要 

［第一责任人］牡丹江鐵道局産業課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］牡丹江鐵道局産業課 

［出版日期］1938.9 

［正题名］北京地區食糧業現况報告 

［第一责任人］北京地區食糧對微調査委員會事務局編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北京地區食糧對微調査委員會事務局 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］蒙地及佃户 

［第一责任人］土默特特别旗公署編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］土默特特别旗公署 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］機秘密書類处理规程 

［第一责任人］蒙古聯合自治政府編 



［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蒙古聯合自治政府 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］政務概况書 

［第一责任人］蒙古聯合自治政府編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蒙古聯合自治政府 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］蒙古共和國之養馬業 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］蒙疆ニ於ケル國防用資源調査様式表 

［第一责任人］蓮沼兵團調査班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蓮沼兵團調査班 

［出版日期］1938.2 

［正题名］察南實業銀行營業概况報告 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］察綏蒙漢間ノ墾務紛糾問題 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］熱河省内各地方情况政治狀况ニ關スル譯文報告書 

［第一责任人］陳肇新編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］蒙疆資源一覽表 

［第一责任人］蓮沼兵團參謀部調査班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蓮沼兵團參謀部調査班 

［出版日期］1938.4 

［正题名］蒙疆ニ於ケル國防用資源調査品目録 

［第一责任人］蓮沼兵團調査班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蓮沼兵團調査班 

［出版日期］1938.2 

［正题名］昭和十五年度物動計畫非計畫産業各分科需要額調 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 



［出版日期］1940.1 

［正题名］滿洲支那ニ於ケル重要資源對日供給數量ノ目標ニ关ケル件 

［第一责任人］興亞院編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院 

［出版日期］1941.8 

［正题名］農村指導要綱 

［第一责任人］興亞院編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］銅ノ特别回收ニ關スル件 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］參戰華北經濟財政政策展望 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1942.1 

［正题名］黄砂ニ就テ 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］黄河ノ森林治水 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］總領事館及領事領館ノ物資動員計畫關繫事務ニ關スル件 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］陸運戰時规格 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］昭和十六年度開發資金指導計畫 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1941 

［正题名］北支那開發株式會社监督ニ關スル命令書改正案 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 



［出版日期］19 ?］ 

［正题名］華北交通請員墾谈會議事録 

［第一责任人］工務局，建設局編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］工務局 

［出版者］建設局 

［出版日期］1941.2 

［正题名］青島財政報告 

［第一责任人］青島市政公署編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］青島市政公署 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］滿洲事變ノ回顧ト在滿日本ノ責務 

［第一责任人］稻村中佐講 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］山西省公署第一五七次省政會議議事録（要旨） 

［第一责任人］山西省顧問室編 

［出版地］太原 

［出版者］山西省顧問室 

［出版日期］1943.2 

［正题名］北支羊毛生産力擴充五ケ年計畫大綱 

［第一责任人］華北綿羊改進會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北綿羊改進會 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］支那羊毛ト羊毛工業 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］晋察冀邊區に於ける憲政運動 

［第一责任人］中央滅共委員會調査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］中央滅共委員會調査部 

［出版日期］1940.8 

［正题名］中華民國新民會冀寧道總會組織处工作參考 

［第一责任人］新民會冀寧道總會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］新民會冀寧道總會 

［出版日期］1943.8 

［正题名］第一次財務局長會議咨問事項答申書 

［第一责任人］朔縣財務局編 

［出版地］［出版地不详］ 



［出版者］朔縣財務局 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］東四旗别租徵收地調査表 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］熱河蒙旗關繫書 

［第一责任人］熱河省民政廳旗務科編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］熱河省民政廳旗務科 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］街鎮鄉村製關繫 

［第一责任人］蒙古自治政府製編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蒙古自治政府製 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］鐵道防衛特别訓練實施綱要 

［第一责任人］關東軍野戰鐵道司令部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］關東軍野戰鐵道司令部 

［出版日期］1943.8 

［正题名］陸軍建築ノ本義及其他二种 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］工場服務并取締规程 

［第一责任人］北支那方面軍經理部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北支那方面軍經理部 

［出版日期］1939.9 

［正题名］北支管下第一回領事館兵事主任會議 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］日本ノ出血戰綫ト敵米ノ人的資源及其他三种 

［第一责任人］北支開發勞務本部宣傳班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北支開發勞務本部宣傳班 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］地上方向探知機誤差消去法ニ就テ 

［第一责任人］參謀本部航空部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］參謀本部航空部 

［出版日期］1944.1 



［正题名］航空保安勤務ノ參考 

［第一责任人］參謀本部航空部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］參謀本部航空部 

［出版日期］1944.5 

［正题名］歸順匪團处理ニ關スル规定 

［第一责任人］北支那方面軍司令部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北支那方面軍司令部 

［出版日期］1938.6 

［正题名］地方行政指導要領 

［第一责任人］天津陸軍特務機關編 

［出版地］天津 

［出版者］天津陸軍特務機關 

［出版日期］1938.4 

［正题名］北支六港輸入額調 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］天津 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1940.2 

［正题名］支那羊毛ニ關スル研究 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1938 

［正题名］朝鮮新地志 

［第一责任人］足立栗園著 

［出版地］大阪 

［出版者］積善館本店 

［出版日期］1910.12 

［正题名］協同組合設立ノ急務ト其ノ性格及組織方針 

［第一责任人］察哈爾盟公署編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］察哈爾盟公署 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］地方行政十种 

［第一责任人］察南自治政府編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］察南自治政府 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］内蒙古各市县教堂土地取是状况表 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］アジアの諸民族 



［第一责任人］厚生省人口問題研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1942.5 

［正题名］石景山製鐵股份有限公司（假稱）設立要綱案 

［第一责任人］北支那開發株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北支那開發株式會社 

［出版日期］1940.3 

［正题名］國土計畫十ケ年計畫實施各論其三 

［第一责任人］佐藤囑託著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1941.7 

［正题名］柳泉炭礦視察記 

［第一责任人］小山貞知著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1942.2 

［正题名］客貨車現在輛數表 

［第一责任人］華北交通株式會社運輸局編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北交通株式會社運輸局 

［出版日期］1941.3 

［正题名］車輛現在輛數表 

［第一责任人］華北交通株式會社運輸局編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北交通株式會社運輸局 

［出版日期］1940.12 

［正题名］鐵道車輛現在數輛表 

［第一责任人］華北交通株式會社運輸局編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北交通株式會社運輸局 

［出版日期］1943.4 

［正题名］晋北管内各宗教現况調査表 

［第一责任人］晋北政廳思想廳文教科軆教股編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］晋北政廳思想廳文教科軆教股 

［出版日期］［19 ? 

［正题名］北支蒙疆ニ於ケル畜産狀况調査 

［第一责任人］華北蛋業協會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北蛋業協會 

［出版日期］［19 ?］ 



［正题名］河北省合作社事業計劃書 

［第一责任人］河北省合作社聊合會北京地區辦事处編 

［出版地］石家庄 

［出版者］河北省合作社聊合會北京地區辦事处 

［出版日期］1943 

［正题名］産金「コスト」 調査表 

［第一责任人］鐘實北支礦業株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］鐘實北支礦業株式會社 

［出版日期］1941.3 

［正题名］外國爲替蕒買實績表 

 

 

［正题名］外國通貨蕒買實績表 

［第一责任人］蒙疆銀行審査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蒙疆銀行審査部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］外國爲替蕒買實績表 

 

 

［正题名］外國通貨蕒買實績表 

［第一责任人］蒙疆銀行審査部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蒙疆銀行審査部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］北票綫、口朝綫及大鄭綫方麵産羊毛買付竝齣迴狀况視察報告書 

［第一责任人］滿蒙毛織株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿蒙毛織株式會社 

［出版日期］1934.6 

［正题名］天津米業實態調査概括表 

［第一责任人］滿鐵北支經濟調査所天津分室編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵北支經濟調査所天津分室 

［出版日期］1942.10 

［正题名］蒙疆汽車公司事業概况報告五种 

［第一责任人］蒙疆汽車公司編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蒙疆汽車公司 

［出版日期］1938.7 

［正题名］實行資金計劃書 

［第一责任人］柳泉炭礦股份有限公司編 

［出版地］［出版地不详］ 



［出版者］柳泉炭礦股份有限公司 

［出版日期］1943 

［正题名］特殊會社ノ事業概况ニ關スル件 

［第一责任人］横井時哉著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿洲畜産株式會社 

［出版日期］1938.6 

［知识责任］横井時哉 著 

 

 

［正题名］山東省超重點縣ニ於ケル棉花ノ作付并ニ流通ニ關スル調査報告書（其ノ一） 

［第一责任人］華北棉産改進會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北棉産改進會 

［出版日期］1944.5 

［正题名］頤中四社ノ軍管理經營ニ關シ希望スル重要事項 

［第一责任人］津島壽一著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］1932.7］ 

［知识责任］津島壽一 著 

 

 

［正题名］華北電信事業調査書 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］昭和十五年度資金計劃决定ニ伴フ對支投資ノ實施ニ關スル件 

［第一责任人］對支投資資金統製委員會干事會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］對支投資資金統製委員會干事會 

［出版日期］1940 

［正题名］華北麥粉製造協會定款案 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］畜産關繫調査 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］蒙疆畜産概况 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 



［出版日期］19 ?］ 

［正题名］華北國際貿易 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］專門學校程度以上卒業者名簿 

［第一责任人］人事局人事課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］人事局人事課 

［出版日期］1939.8 

［正题名］北京市及四郊第二次治安强化運動全期間成績檢討竝本運動第三期工作經過狀况 

［第一责任人］北京陸軍特務機關編 

［出版地］北京 

［出版者］北京陸軍特務機關 

［出版日期］1941.9 

［正题名］學事視察旅行報告書 

［第一责任人］橋川時雄編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］橋川時雄 編 

 

 

［正题名］山東省東臨道超重點縣棉花出迴流動圖 

［第一责任人］華北棉産改進會業務部調査科編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北棉産改進會業務部調査科 

［出版日期］1944.5 

［正题名］河北省冀南道超重點縣棉花齣迴流動圖 

［第一责任人］華北棉産改進會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北棉産改進會 

［出版日期］1944.5 

［正题名］國際運輸株式會社張家口支店營業概况 

［第一责任人］國際運輸株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］國際運輸株式會社 

［出版日期］1938.6 

［正题名］重點縣設置參考資料 

［第一责任人］農産物增産對策部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］農産物增産對策部 

［出版日期］1942.12 

［正题名］職員住所録 



［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1941.1 

［正题名］華北合作事業總會一斑 

［第一责任人］華北合作事業總會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北合作事業總會 

［出版日期］1942.1 

［正题名］江蘇省銅山縣柳泉炭田調査報告 

［第一责任人］松澤勳編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞院 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］松澤勳 編 

 

 

［正题名］察哈爾蒙地ノ開放ト關繫章程 

［第一责任人］蒙政部調査科編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］蒙政部調査科 

［出版日期］1935.8 

［正题名］北京日華商工協會成立特刊 

［第一责任人］北京日華商工協會編 

［出版地］北京 

［出版者］北京日華商工協會 

［出版日期］1939.6 

［正题名］事業費預算明細書 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］1941］ 

［正题名］開發關繫會社昭和十七年度資金計畫竝事業計畫書 

［第一责任人］華北交通株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北交通株式會社 

［出版日期］1942 

［正题名］中國抗日救國人民戰綜ニ就テ 

［第一责任人］滿鐵弘報課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵弘報課 

［出版日期］1936.10 

［正题名］黄河上流水運調査 

［第一责任人］大宰松三郎編 

［出版地］［出版地不详 



［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］大宰松三郎 編 

 

 

［正题名］北支ニ於ケル工業、交通、通信、電氣、貿易狀况 

［第一责任人］産業部總務課編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］産業部 

［出版日期］1940.12 

［正题名］日本建築 

［第一责任人］田邊泰，服部勝吉著 

［出版地］東京 

［出版者］彰國社 

［出版日期］1944.5 

［知识责任］田邊泰 著 

［知识责任］服部勝吉 著 

 

 

［正题名］日本建築 

［第一责任人］田邊泰，服部勝吉著 

［出版地］東京 

［出版者］龍吟社 

［出版日期］1944.7 

［知识责任］田邊泰 著 

［知识责任］服部勝吉 著 

 

 

［正题名］日本建築 

［第一责任人］田邊泰，服部勝吉著 

［出版地］東京 

［出版者］龍吟社 

［出版日期］1944.9 

［知识责任］田邊泰 著 

［知识责任］服部勝吉 著 

 

 

［正题名］日本建築 

［第一责任人］田邊泰，服部勝吉著 

［出版地］東京 

［出版者］龍吟社 

［出版日期］1944.7 

［知识责任］田邊泰 著 

［知识责任］服部勝吉 著 



 

 

［正题名］日本建築 

［第一责任人］田邊泰，服部勝吉著 

［出版地］東京 

［出版者］彰國社 

［出版日期］1944.2 

［知识责任］田邊泰 著 

［知识责任］服部勝吉 著 

 

 

［正题名］日本建築 

［第一责任人］田邊泰，服部勝吉著 

［出版地］東京 

［出版者］彰國社 

［出版日期］1944.2 

［知识责任］田邊泰 著 

［知识责任］服部勝吉 著 

 

 

［正题名］日本建築 

［第一责任人］田邊泰，服部勝吉著 

［出版地］東京 

［出版者］彰國社 

［出版日期］1943.5 

［知识责任］田邊泰 著 

［知识责任］服部勝吉 著 

 

 

［正题名］日本建築 

［第一责任人］田邊泰，服部勝吉著 

［出版地］東京 

［出版者］彰國社 

［出版日期］1943.4 

［知识责任］田邊泰 著 

［知识责任］服部勝吉 著 

 

 

［正题名］MG 中隊員らの見た南京事件の実相 

［第一责任人］下里正樹著 

［出版地］[京都] 

［出版者］平和のための京都の戦争展実行委員会 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 (発売) 



［出版日期］1988.7 

［丛编题名］隠された聯隊史 

［丛编题名］カクサレタ レンタイシ 下里正樹著 続 

［附注内容］共同刊行：日本機関紙協会京滋地方本部 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］下里正樹 著 

 

 

［正题名］臺灣對中華民國、滿洲國、香港及南洋貿易一覽 

［第一责任人］臺灣總督府財務局税務課編 

［出版地］台北 

［出版者］臺灣總督府財務局 

［出版日期］1944.10 

［正题名］元山東鉄道三大機関の現状 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社庶務部調査課編 

［出版地］大連 

［出版者］南満洲鉄道庶務部調査課 

［出版日期］1928.8 

［丛编题名］滿鐵調査資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ シリョウ 第 81 編 

［附注内容］***遡及入力をもとにした流用入力である 

［主题词］鉄道/中国 

［主题词］石炭/鉱山 

［主题词］港湾 

［知识责任］南満州鉄道株式会社庶務部調査課 編 

 

 

［正题名］佛領印度支那研究 

［第一责任人］逸見重雄著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1941.6 

［知识责任］逸見重雄 著 

 

 

［正题名］元帥加藤友三郎傳 

［第一责任人］加藤元帥傳記編纂委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］宮田光雄 

［出版日期］1928.8 

［正题名］華北農事試驗場要覽 

［第一责任人］華北農事試験場編 

［出版地］北京 

［出版者］華北農事試驗場 



［出版日期］1943.9 

［正题名］開發關繫會社に於ける善隣工作の現况 

［第一责任人］木下寬祐編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］北支那開發株式會社 

［出版日期］1944.7 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ガリレイ著 

［译者］岡邦雄譯 

［第一责任人］サアン·シモン著 

［译者］安谷寬一譯 

［第一责任人］ュング著 

［译者］中村古峽譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.4 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］ガリレイ 著 

［知识责任］シモン 著 

［知识责任］ュング 著 

［次知识责任］岡邦雄 訳 

［次知识责任］安谷寬一 訳 

［次知识责任］中村古峽 譯 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］スビノザ著 

［译者］中山昌樹譯 

［第一责任人］ブレンタノ著 

［译者］佐藤慶二譯 

［第一责任人］コへン著 

［译者］今田竹千代譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.12 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］スビノザ 著 

［知识责任］ブレンタノ 著 

［知识责任］コへン 著 

［次知识责任］中山昌樹 訳 

［次知识责任］佐藤慶二 訳 

［次知识责任］中村古峽 譯 

 

 



［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］野々村戒三譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.4 

［主题词］哲学/叢書 

［次知识责任］野々村戒三 譯 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］カンパネラ著 

［译者］加藤朝島譯 

［第一责任人］モーア著 

［译者］村山勇三譯 

［第一责任人］モリス著 

［译者］村山勇三譯 

［第一责任人］べーコン著 

［译者］大户徹誠譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.8 

［主题词］哲学/叢書 

［次知识责任］野々村戒三 譯 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ネットラウ著 

［译者］新居格訳 

［第一责任人］ソレル著 

［译者］百瀬二郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1930 

［附注内容］マックス·ネットラウ,ジョルジ·ソレルの肖像あり 

［附注内容］付：ソレルに関する文書 

［知识责任］Nettlau 著 

［知识责任］ネットラウ 著 

［知识责任］Sorel 著 

［知识责任］ソレル 著 

［知识责任］百瀬二郎 訳 

［次知识责任］新居格 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 



［第一责任人］キエルケゴール著 

［译者］宮原晃一郎訳 

［第一责任人］ベルグソン著 

［译者］広瀬哲士訳 

［第一责任人］オーエン著 

［译者］加藤一夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1930.10 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］キエルケゴール 著 

［知识责任］ベルグソン 著 

［知识责任］オーエン 著 

［次知识责任］広瀬哲士 訳 

［次知识责任］加藤一夫 訳 

［次知识责任］宮原晃一郎 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］山口剛編 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.7 

［知识责任］山口剛 編 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ベネヂット·クローチエ著 

［译者］長谷川誠也，大槻憲二訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1930.4 

［主题词］美学 

［知识责任］Croce 著 

［知识责任］クローチエ 著 

［次知识责任］長谷川誠也 訳 

［次知识责任］大槻憲二 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］エピクテータス著 

［译者］佐久間政一譯 

［第一责任人］アウレリウス著 

［译者］村山勇三譯 



［第一责任人］セネカ著 

［译者］加藤朝鳥譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1927.7 

［知识责任］エピクテータス 著 

［知识责任］エピクテータス 著 

［知识责任］セネカ 著 

［次知识责任］村山勇三 譯 

［次知识责任］加藤朝鳥 譯 

［次知识责任］佐久間政一 譯 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ジェームズ著 

［译者］岡島亀次郎訳 

［第一责任人］ヘーゲル著 

［译者］岩崎勉訳 

［第一责任人］バクーニン著 

［译者］麻生義訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.4 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］James 著 

［知识责任］ジェームズ 著 

［知识责任］Hegel 著 

［知识责任］ヘーゲル 著 

［知识责任］Bakunin 

［知识责任］ジェームズ 著 

［知识责任］麻生義 訳 

［知识责任］岩崎勉 訳 

［次知识责任］岡島亀次郎 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ディヴィド リカアドウ著 

［译者］吉田秀雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.1 

［附注内容］原書：ゴナアー版 

［知识责任］ディヴィド リカアドウ 著 

［次知识责任］吉田秀雄 訳 



 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］タゴール著 

［译者］古館清太郎訳 

［第一责任人］ガンデイ著 

［译者］高田雄種訳 

［第一责任人］胡適著 

［译者］柳田泉訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.7 

［附注内容］建説的文学革命論は標題紙による 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］タゴール 著 

［知识责任］ガンデイ 著 

［知识责任］胡適 著 

［次知识责任］柳田泉 訳 

［次知识责任］胡適 訳 

［次知识责任］古館清太郎 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ペーリー著 

［译者］加藤一夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.11 

［附注内容］責任表示は上巻による 

［知识责任］Perry 著 

［知识责任］ペーリー 著 

［次知识责任］加藤一夫 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ベートスン著 

［译者］小酒井不木訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1928.9 

［附注内容］附：實験遺傳學概論 

［知识责任］Bateson 著 

［知识责任］ベートスン 著 

［次知识责任］小酒井不木 訳 



 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］アリストテレス著 

［译者］岩崎勉訳 

［第一责任人］ライブニッツ著 

［译者］松永材訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.3 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Leibniz 著 

［知识责任］アリストテレス 著 

［次知识责任］松永材 訳 

［知识责任］Aristotle 著 

［知识责任］ライブニッツ 著 

［次知识责任］岩崎勉 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ピアソン著 

［译者］平林初之輔譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1930.3 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Pearson 著 

［知识责任］ピアソン 著 

［次知识责任］平林初之輔 譯 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］プラトーン著 

［译者］村松正俊訳 

［第一责任人］デカルト著 

［译者］三宅茂訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1928.3 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］DescartesRené 著 

［知识责任］プラトーン 著 

［知识责任］三宅茂 訳 

［知识责任］Plato 著 



［知识责任］デカルト 著 

［次知识责任］村松正俊 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ジョン·ラスキン著 

［译者］賀川豊彦譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.4 

［附注内容］原本 ：『ヴェニスの石』全 3 巻 

［知识责任］Ruskin 著 

［知识责任］ラスキン 著 

［次知识责任］賀川豊彦 譯 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ジョン·ラスキン著 

［译者］賀川豊彦譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.9 

［附注内容］原本 ：『ヴェニスの石』全 3 巻 

［知识责任］Ruskin 著 

［知识责任］ラスキン 著 

［次知识责任］賀川豊彦 譯 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ギュイヨオ著 

［译者］西宮藤朝譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.5 

［知识责任］Guyau 著 

［知识责任］ギュイヨオ 著 

［次知识责任］西宮藤朝 譯 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］アインスタイン著 

［译者］石原純訳 

［第一责任人］マックス·プランク著 

［译者］石原純訳 



［第一责任人］マックス·プランク著 

［译者］石原純訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1930.12 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Einstein 著 

［知识责任］アインスタイン 著 

［知识责任］Planck 著 

［知识责任］プランク 著 

［知识责任］プランク 著 

［次知识责任］石原純 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］オーギュスト·コント著 

［译者］石川三四郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.1 

［附注内容］コントの肖像あり 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Comte 著 

［知识责任］コント 著 

［次知识责任］石川三四郎 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ベンサム著 

［译者］田制佐重訳 

［第一责任人］ミル著 

［译者］高橋久則訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1928.8 

［主题词］西洋哲学/歴史/近世 

［知识责任］Bentham 著 

［知识责任］ベンサム 著 

［知识责任］Mill 著 

［知识责任］ミル 著 

［次知识责任］高橋久則 訳 

［次知识责任］田制佐重 訳 

 

 



［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］パスカル著 

［译者］柳田泉訳 

［第一责任人］オーガスチン著 

［译者］宮原晃一郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1928.7 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Pascal 著 

［知识责任］パスカル 著 

［次知识责任］宮原晃一郎 訳 

［知识责任］Augustine 著 

［知识责任］オーガスチン 著 

［次知识责任］柳田泉 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］マックス·アドラー著 

［译者］井原糺譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.6 

［附注内容］春秋社版 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Adler 著 

［知识责任］アドラー 著 

［次知识责任］井原糺 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］バビット著 

［译者］葛川篤訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.8 

［知识责任］Babbitt 著 

［知识责任］バビット 著 

［次知识责任］葛川篤 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］チヤールズ·ロバアト·ダーヰン著 

［译者］内山賢次譯 



［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1927.9 

［附注内容］奥付の著作者および發行者: 神田豊穗 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Darwin 著 

［知识责任］ダーヰン 著 

［次知识责任］内山賢次 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ヴィンチ著 

［译者］加藤朝鳥訳 

［第一责任人］ゲーテ著 

［译者］秋田忠義訳 

［第一责任人］シラア著 

［译者］佐久間政一訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1930.8 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Leonardo 著 

［知识责任］ヴィンチ 著 

［知识责任］Goethe 著 

［知识责任］ゲーテ 著 

［知识责任］Schiller 著 

［知识责任］ヴィンチ 著 

［次知识责任］秋田忠義 訳 

［次知识责任］佐久間政一 訳 

［次知识责任］加藤朝鳥 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］井菎節三編 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1927.5 

［主题词］日本思想 

［知识责任］井箆節三 編 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ニウトン著 

［译者］岡邦雄訳 



［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1930.5 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Newton 著 

［知识责任］ニウトン 著 

［次知识责任］岡邦雄 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ニーチエ著 

［译者］加藤一夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.2 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Nietzsche 著 

［知识责任］ニーチエ 著 

［次知识责任］加藤一夫 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ベーコン著 

［译者］岡島亀次郎譯 

［第一责任人］デカルト著 

［译者］村松正俊譯 

［第一责任人］ルソオ著 

［译者］加藤一夫譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1927.11 

［主题词］西洋哲学/歴史/近世 

［知识责任］Bacon 著 

［知识责任］ベーコン 著 

［知识责任］DescartesRené 著 

［知识责任］デカルト 著 

［知识责任］Rousseau 著 

［知识责任］ルソオ 著 

［知识责任］加藤一夫 譯 

［知识责任］村松正俊 譯 

［次知识责任］岡島亀次郎 譯 

 

 

［正题名］世界大思想全集 



［第一责任人］トルストイ著 

［译者］柳田泉訳 

［第一责任人］トルストイ著 

［译者］加藤一夫訳 

［第一责任人］トルストイ著 

［译者］古館清太郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1928.5 

［知识责任］Tolstoy 著 

［知识责任］トルストイ 著 

［次知识责任］加藤一夫 訳 

［次知识责任］古館清太郎 訳 

［次知识责任］柳田泉 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ジヤン·ジャック·ルソオ著 

［译者］平林初之輔譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1927.6 

［附注内容］春秋社版 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Rousseau 著 

［知识责任］ルソオ 

［次知识责任］平林初之輔 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］マルクス著 

［译者］安倍浩訳 

［第一责任人］エンゲルス著 

［译者］安倍浩訳 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］青野季吉訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1928.1 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Engels 著 

［知识责任］エンゲルス 著 

［知识责任］LeninVladimirich 著 



［知识责任］レーニン 著 

［次知识责任］青野季吉 訳 

［次知识责任］安倍浩 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1930.11 

［知识责任］友松円諦 編 

［知识责任］田島徳音 編 

［知识责任］東海裕山 編 

［知识责任］林岱雲 編 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ベルンシュタイン著 

［译者］松下芳男訳 

［第一责任人］カウツキー著 

［译者］山川均訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1928.10 

［知识责任］Bernstein 著 

［知识责任］ベルンシュタイン 著 

［知识责任］Kautsky 著 

［知识责任］カウツキー 著 

［知识责任］山川均 訳 

［次知识责任］松下芳男 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ヘーゲル著 

［译者］鬼頭英一訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.3 

［知识责任］Hegel 著 

［知识责任］ヘーゲル 著 

［次知识责任］鬼頭英一 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］モンテスキウ著 



［译者］木村幹訳 

［第一责任人］マキアヴェリー著 

［译者］橋田東聲訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1928.12 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Montesquieu 著 

［知识责任］モンテスキウ 著 

［知识责任］MachiavelliNiccolò 著 

［知识责任］モンテスキウ 著 

［次知识责任］橋田東声 訳 

［次知识责任］木村幹 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ペーター著 

［译者］佐久間政一訳 

［第一责任人］アーノルド著 

［译者］中林詳一訳 

［第一责任人］ラスキン著 

［译者］宮嶋新三郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.12 

［知识责任］Pater 著 

［知识责任］ペーター 著 

［知识责任］Arnold 著 

［知识责任］アーノルド 著 

［知识责任］Ruskin 著 

［知识责任］ラスキン 著 

［知识责任］宮島新三郎 訳 

［次知识责任］佐久間政一 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ソロー著 

［译者］古館清太郎訳 

［第一责任人］ホイットマン著 

［译者］古館清太郎訳 

［第一责任人］カアペンタア著 

［译者］宮島新三郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 



［出版日期］1930.6 

［知识责任］Thoreau 著 

［知识责任］ソロー 著 

［知识责任］Whitman 著 

［知识责任］ホイットマン 著 

［知识责任］Carpenter 著 

［知识责任］カアペンタア 著 

［次知识责任］宮島新三郎 訳 

［次知识责任］古館清太郎 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］シュパン著 

［译者］向井鍈一訳 

［第一责任人］フィアカント著 

［译者］谷藤重吉訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.9 

［知识责任］Spann 著 

［知识责任］シュパン 著 

［知识责任］Vierkandt 著 

［知识责任］フィアカント 著 

［知识责任］谷藤重吉 訳 

［次知识责任］向井鍈一 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］リッケルト著 

［译者］山本泰教訳 

［第一责任人］フッセル著 

［译者］鬼頭英一訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.8 

［知识责任］Rickert 著 

［知识责任］リッケルト 著 

［知识责任］Husserl 著 

［知识责任］フッセル 著 

［知识责任］鬼頭英一 訳 

［次知识责任］山本泰教 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 



［第一责任人］コール著 

［译者］村上啓夫訳 

［第一责任人］ラッセル著 

［译者］村上啓夫訳 

［第一责任人］ケルゼン著 

［译者］堀真琴訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.5 

［附注内容］非売品 

［主题词］国家 

［知识责任］Russell 著 

［知识责任］コール 著 

［知识责任］Cole 著 

［知识责任］ラッセル 著 

［知识责任］Kelsen 著 

［知识责任］ケルゼン 著 

［次知识责任］堀真琴 訳 

［次知识责任］村上啓夫 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ペスタロッチ著 

［译者］田制佐重譯 

［第一责任人］フレーベル著 

［译者］田制佐重譯 

［第一责任人］ナトルプ著 

［译者］田制佐重譯 

［第一责任人］デューイ著 

［译者］田制佐重譯 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1927.8 

［附注内容］ナトルプとデューイの肖像あり 

［知识责任］ペスタロッチ 著 

［知识责任］フレーベル 著 

［知识责任］ナトルプ 著 

［知识责任］デューイ 著 

［次知识责任］田制佐重 譯 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］スティルネル著 

［译者］辻潤訳 



［第一责任人］スティルネル著 

［译者］辻潤訳 

［第一责任人］プレカアノフ著 

［译者］辻潤訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1928.6 

［主题词］西洋哲学/歴史/近世 

［知识责任］Stirner 著 

［知识责任］スティルネル 著 

［知识责任］PlekhanovGeorgiǐ Valentinovich 著 

［知识责任］プレカアノフ 著 

［次知识责任］辻潤 訳 

 

 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.8 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.2 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.1 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.9 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.6 

［正题名］東洋文化史大系 

［第一责任人］小沼勝衛編 

［出版地］東京 

［出版者］誠文堂新光社 



［出版日期］1939.1 

［主题词］東洋/文化/歴史 

［知识责任］小沼勝衛 編 

 

 

［正题名］極東國際關係史 

［第一责任人］H·B·モース，H·F·マクネーア著 

［译者］喜入虎太郎，浅野晃譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1941.1 

［知识责任］Morse 著 

［知识责任］モース 著 

［知识责任］MacNair 

［知识责任］マクネーア 著 

［次知识责任］喜入虎太郎 訳 

［次知识责任］浅野晃 訳 

 

 

［正题名］農村社會生活篇 

［第一责任人］實業部臨時産業調査局編 

［出版地］新京 

［出版者］實業部臨時産業調査局 

［出版日期］1937.6 

［丛编题名］産調資料 

［丛编题名］サンチョウ シリョウ 滿洲國實業部臨時産業調査局編 45-9 農村實態調査報

告書 康徳元年度 

［附注内容］執筆者：愛甲勝矢 

［主题词］農村/満州 

［知识责任］實業部臨時産業調査局 編 

［知识责任］愛甲勝矢 執筆 

 

 

［正题名］經濟十年史 

［第一责任人］エコノミスト編輯部編 

［出版地］東京 

［出版者］大村書店 

［出版日期］1934.5 

［附注内容］昭和 11 年(1936 年)刊のものもあるが『帝國圖書館和漢圖書書名目録第六編』

によるとそちらは「普及版」となっているので別書誌を作成した 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］日露外交史 



［第一责任人］沼田市郎著 

［出版地］東京 

［出版者］大阪屋號書店 

［出版日期］1943.5 

［知识责任］沼田市郎 著 

 

 

［正题名］講和公法及講和史 

［第一责任人］兵藤爲三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］八尾書店 

［出版日期］1895.3 

［附注内容］校閲：末松謙澄 

［知识责任］兵藤為三郎 著 

 

 

［正题名］濰縣土布業調査報告書 

［第一责任人］北支經濟調査所篇 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社北支経済調査所編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道調査部 

［出版日期］1943.5 

［附注内容］「秘」の記載あり 

 

 

［正题名］北支那の地理 

［第一责任人］佐々木清治著 

［出版地］東京 

［出版者］賢文館 

［出版日期］1937.10 

［知识责任］佐々木清治 著 

 

 

［正题名］満蒙の風俗習慣 

［第一责任人］川瀬偲郎著 

［出版地］東京 

［出版者］富山房 

［出版日期］1939.9 

［知识责任］川瀬偲郎 著 

 

 

［正题名］聯合國の對日獨賠償方針 

［第一责任人］国際時事研究所編 

［出版地］東京 



［出版者］平和書房 

［出版日期］1947.1 

［附注内容］附録：賠償関係公文及び声明資料 

［主题词］賠償問題 

 

 

［正题名］晴れの商船士官 

［第一责任人］藤田伝雄著 

［出版地］東京 

［出版者］輝文堂書房 

［出版日期］1944.8 

［知识责任］藤田伝雄 著 

 

 

［正题名］北支那經濟の新動向 

［第一责任人］松崎雄二郎著 

［出版地］東京 

［出版者］大日本雄辯會講談社 

［出版日期］1942.8 

［主题词］中国北部/経済 

［知识责任］松崎雄二郎 著 

 

 

［正题名］決戦下の日本糧食 

［第一责任人］川島四郎著 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1943.4 

［知识责任］川島四郎 著 

 

 

［正题名］決戰迫る歐州戰局 

［第一责任人］甲斐静馬著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1942.7 

［附注内容］広告頁に『朝日時局新輯』の記述あり 

［知识责任］甲斐静馬 著 

 

 

［正题名］米英の船舶抗戰力 

［第一责任人］工藤敏郎著 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 



［出版日期］1943.10 

［知识责任］工藤敏郎 著 

 

 

［正题名］ 近の印度 

［第一责任人］島田巽著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1942.6 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］島田巽 著 

 

 

［正题名］オーストラリア 

［第一责任人］和田俊二著 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1942.5 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］和田俊二 著 

 

 

［正题名］ビルマ 

［第一责任人］朝日新聞社東亜部編 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1942.5 

［知识责任］朝日新聞社東亜部 編 

 

 

［正题名］労務調整令·国民勤労報国協力令 

［第一责任人］農林省農政局編 

［出版地］［東京 

［出版者］農林省農政局 

［出版日期］1942］ 

［附注内容］記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］南進基地臺灣 

［第一责任人］宮崎小市著 

［出版地］東京 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］宮崎小市 著 



 

 

［正题名］太平洋諸島要圖 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版地］大阪 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1943.10 

［知识责任］朝日新聞社東亜部 編 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］イムマヌエル·カント著 

［译者］安藤春雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.12 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Kant 著 

［知识责任］カント 著 

［次知识责任］安藤春雄 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］シャルル·フーリエ著 

［译者］安谷寛一訳 

［第一责任人］プルウドン著 

［译者］石川三四郎訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1930.7 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］フーリエ 著 

［知识责任］プルウドン 著 

［次知识责任］石川三四郎 訳 

［次知识责任］安谷寛一 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］トマス·カーライル著 

［译者］柳田泉訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1930.6 

［主题词］哲学/叢書 



［知识责任］Carlyle 著 

［知识责任］カーライル 著 

［次知识责任］柳田泉 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ゴッドウイン著 

［译者］加藤一夫訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1930.9 

［知识责任］Godwin 著 

［知识责任］ゴッドウイン 著 

［次知识责任］加藤一夫 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ショペンハウエル著 

［译者］河合哲雄訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.2 

［知识责任］Schopenhauer 著 

［知识责任］ショペンハウエル 著 

［次知识责任］河合哲雄 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］エドウヰン·スロッソン著 

［译者］須澤官一郎，蝋山芳郎共訳 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1934.1 

［知识责任］Slosson 著 

［知识责任］スロッソン 著 

［次知识责任］須澤官一郎 訳 

［次知识责任］蝋山芳郎 訳 

 

 

［正题名］世界大思想全集 

［第一责任人］ゴットホールド·イ·レッシング著 

［译者］柳田泉訳 

［第一责任人］ジャコモ·レオパルヂ著 

［译者］柳田泉訳 



［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1927.4 

［主题词］哲学/叢書 

［知识责任］Lessing 著 

［知识责任］レッシング 著 

［知识责任］Leopardi 著 

［知识责任］レオパルヂ 著 

［次知识责任］柳田泉 訳 

 

 

［正题名］佛印華僑の統治政策 

［第一责任人］ルヴァスール著 

［译者］成田節男譯 

［出版地］東京 

［出版者］東洋書館 

［出版日期］1944.4 

［知识责任］Levasseur 著 

［知识责任］ルヴァスール 著 

［次知识责任］成田節男 譯 

 

 

［正题名］南方經濟資源總攬 

［第一责任人］蒲池清著 

［出版地］東京 

［出版者］東亜政經社 

［出版日期］1942.9 

［知识责任］蒲池清 著 

 

 

［正题名］南方經濟資源總攬 

［第一责任人］濱田恒一著 

［出版地］東京 

［出版者］東亜政經社 

［出版日期］1944.9 

［知识责任］濱田恒一 著 

 

 

［正题名］南方經濟資源總攬 

［第一责任人］宫原武雄著 

［出版地］東京 

［出版者］東亜政經社 

［出版日期］1944.8 

［知识责任］宫原武雄 著 



 

 

［正题名］南方經濟資源總攬 

［第一责任人］大谷敏治著 

［出版地］東京 

［出版者］東亜政經社 

［出版日期］1943.1 

［知识责任］大谷敏治 著 

 

 

［正题名］南方經濟資源總攬 

［第一责任人］伊東敬著 

［出版地］東京 

［出版者］東亜政經社 

［出版日期］1943.6 

［知识责任］伊東敬 著 

 

 

［正题名］元帥公爵大山巖 

［第一责任人］大山元帥傳編纂委員編 

［出版地］東京 

［出版者］大山元帥傳刊行会 

［出版日期］1935.3 

［正题名］元帥伊東祐亨 

［第一责任人］小笠原長生著 

［出版地］東京 

［出版者］南方出版社 

［出版日期］1942.7 

［知识责任］小笠原長生 著 

 

 

［正题名］元帥上原勇作伝 

［第一责任人］荒木貞夫編 

［出版地］東京 

［出版者］元帥上原勇作伝記刊行会 

［出版日期］1937.10 

［附注内容］価格：上下揃(5 圓 5 拾銭) 

［知识责任］荒木貞夫 編 

 

 

［正题名］河北省、山東省に於ける重要古蹟古物 

［第一责任人］興亞宗教協會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］興亞宗教協會 



［出版日期］1941.8 

［正题名］地方税研究 

［第一责任人］田中廣太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］帝國地方行政學會 

［出版日期］1933.9 

［附注内容］第 3 巻の出版者: 良書普及會 

［主题词］租税 

［知识责任］田中廣太郎 著 

 

 

［正题名］植民史 

［第一责任人］細川嘉六著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1941.9 

［丛编题名］現代日本文明史 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン ブンメイシ 第 10 巻 

［附注内容］巻末:参考文献一覧 

［主题词］日本/文化 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］細川嘉六 著 

 

 

［正题名］支那經濟史考證 

［第一责任人］加藤繁著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1953.4 

［丛编题名］東洋文庫論叢 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ ロンソウ 第 34 下 

［知识责任］加藤繁 著 

 

 

［正题名］ドーソン蒙古史 

［第一责任人］ドーソン 著 

［译者］田中萃一郎譯 

［出版地］東京 

［出版者］三田史學會 

［出版地］東京 

［出版者］丸善(発売) 

［出版日期］1933.10 

［知识责任］d'Ohsson 著 

［知识责任］ドーソン 著 



［次知识责任］田中萃一郎 譯 

 

 

［正题名］防毒指導一般要領 

［第一责任人］華北交通株式會社編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］華北交通株式會社 

［出版日期］1940.10 

［正题名］比律賓と日本 

［第一责任人］松波仁一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］丸善 

［出版日期］1921.11 

［知识责任］松波仁一郎 著 

 

 

［正题名］仏領印度支那貿易概観 

［第一责任人］繊維製品輸出振興株式会社企画部編 

［出版地］大阪 

［出版者］大同書院 

［出版日期］1942.7 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］インドシナ/貿易 

［主题词］日本/貿易/インドシナ 

［知识责任］繊維製品輸出振興株式会社企画部 編 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版地］東京 

［出版者］漱石全集刊行會 

［出版日期］1936.4 

［附注内容］解説：小宮豊隆 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版地］東京 

［出版者］漱石全集刊行會 

［出版日期］1935.10 

［附注内容］解説：小宮豊隆 

［知识责任］夏目漱石 著 

 



 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版地］東京 

［出版者］漱石全集刊行會 

［出版日期］1936.6 

［附注内容］解説：小宮豊隆 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版地］東京 

［出版者］漱石全集刊行會 

［出版日期］1935.12 

［附注内容］解説：小宮豊隆 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版地］東京 

［出版者］漱石全集刊行會 

［出版日期］1936.5 

［附注内容］解説：小宮豊隆 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］滿蒙特殊權益論 

［第一责任人］信夫淳平著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1932.4 

［主题词］国際政治 

［知识责任］信夫淳平 著 

 

 

［正题名］日本經濟史 

［第一责任人］竹越與三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.12 

［知识责任］竹越與三郎 著 

 



 

［正题名］日本經濟史 

［第一责任人］竹越與三郎著 

［出版地］東京 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.8 

［知识责任］竹越與三郎 著 

 

 

［正题名］しーニン主義の諸問題 

［第一责任人］イ·スターリン著 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］外國語圖書出版所 

［出版日期］1948 

［正题名］米国戦争資源の分析 

［第一责任人］ブルックス·エメニー著 

［译者］一原有常訳 

［出版地］東京 

［出版者］紀元社 

［出版日期］1942 

［丛编题名］世界経済選書 

［丛编题名］セカイ ケイザイ センショ 4 

［主题词］アメリカ合衆国/資源 

［知识责任］Emeny 著 

［知识责任］エメニー 著 

［次知识责任］一原有常 訳 

 

 

［正题名］支那民事慣習調査報告 

［第一责任人］[中華]民國司法行政部編 

［译者］清水金二郎，張源祥共譯 

［出版地］京都 

［出版者］大雅堂 

［出版日期］1944.10 

［附注内容］民商事習慣調査報告録(中華民國司法行政部 民国 19 年刊)の翻訳 

［附注内容］中巻の書名: 「支那満洲民事慣習調査報告」 

［主题词］民法/中国 

［主题词］慣習法 

［次知识责任］清水金二郎 譯 

［次知识责任］張源祥 譯 

 

 

［正题名］伊藤博文伝 

［第一责任人］春畝公追頌會編 



［出版地］東京 

［出版者］統正社 

［出版日期］1944.2 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

 

 

［正题名］明治大正産業發達史 

［第一责任人］高橋亀吉著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.2 

［附注内容］年表：p705-720 

［附注内容］参考書目：p721-731 

［知识责任］高橋亀吉 著 

 

 

［正题名］外交餘録 

［第一责任人］石井菊次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.6 

［知识责任］石井菊次郎 著 

 

 

［正题名］西域史研究 

［第一责任人］白鳥庫吉著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1944.4 

［丛编题名］白鳥博士東洋史論集 

［丛编题名］シラトリ ハクシ トウヨウシ ロンシュウ 第 2 卷 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］西域/歴史 

［知识责任］白鳥庫吉 著 

 

 

［正题名］米國の太平洋政策 

［第一责任人］國際關係研究會編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1942.8 

［主题词］国際政治 

 

 



［正题名］伊藤博文秘録 

［第一责任人］平塚篤編 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.3 

［附注内容］監修：伊藤博邦 

［知识责任］平塚篤 編 

 

 

［正题名］ 近世界外交史 

［第一责任人］ブランデルブルヒ著 

［译者］芦田均編著 

［出版地］東京 

［出版者］明治図書 

［出版日期］1937.2 

［知识责任］Brandenburg 著 

［知识责任］ブランデルブルヒ 著 

［次知识责任］芦田均 編著 

 

 

［正题名］ 近世界外交史 

［第一责任人］ブランデルブルヒ著 

［译者］芦田均編著 

［出版地］東京 

［出版者］明治図書 

［出版日期］1934.3 

［知识责任］Brandenburg 著 

［知识责任］ブランデルブルヒ 著 

［次知识责任］芦田均 編著 

 

 

［正题名］ 近世界外交史 

［第一责任人］ブランデルブルヒ著 

［译者］芦田均編著 

［出版地］東京 

［出版者］明治図書 

［出版日期］1936.4 

［知识责任］Brandenburg 著 

［知识责任］ブランデルブルヒ 著 

［次知识责任］芦田均 編著 

 

 

［正题名］山本条太郎 

［第一责任人］山本条太郎翁伝記編纂会編 



［出版地］東京 

［出版者］山本条太郎翁伝記編纂会 

［出版日期］1939.8 

［附注内容］伝記：山本条太郎の肖像あり 

［附注内容］付：年譜 

［知识责任］山本条太郎 編 

 

 

［正题名］山本条太郎 

［第一责任人］山本条太郎翁伝記編纂会編 

［出版地］東京 

［出版者］山本条太郎翁伝記編纂会 

［出版日期］1939.8 

［附注内容］伝記：山本条太郎の肖像あり 

［附注内容］付：年譜 

［知识责任］山本条太郎 編 

 

 

［正题名］蒙古地誌 

［第一责任人］柏原孝久，濱田純一著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1919.12 

［附注内容］付圖：東部内蒙古古地圖：梯尺百五十万分之一 (79×105cm) 

［主题词］蒙古/地誌 

［知识责任］柏原孝久 著 

［知识责任］浜田純一 著 

 

 

［正题名］蒙古地誌 

［第一责任人］柏原孝久，濱田純一著 

［出版地］東京 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1919.12 

［附注内容］付圖：東部内蒙古古地圖：梯尺百五十万分之一 (79×105cm) 

［主题词］蒙古/地誌 

［知识责任］柏原孝久 著 

［知识责任］浜田純一 著 

 

 

［正题名］吉田松陰全集 

［第一责任人］山口縣教育會編纂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1936.1 

［正题名］吉田松陰全集 

［第一责任人］山口縣教育會編纂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.10 

［正题名］吉田松陰全集 

［第一责任人］山口縣教育會編纂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.3 

［正题名］吉田松陰全集 

［第一责任人］山口縣教育會編纂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.5 

［正题名］吉田松陰全集 

［第一责任人］山口縣教育會編纂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.11 

［正题名］吉田松陰全集 

［第一责任人］山口縣教育會編纂 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.4 

［正题名］蒙古事情 

［第一责任人］滿洲事情案内所編 

［出版地］新京 

［出版者］滿洲事情案内所 

［出版日期］1940.10 

［丛编题名］満洲事情案内所報告 

［丛编题名］マンシュウ ジジョウ アンナイジョ ホウコク 84 

［附注内容］当所既刊の「蒙古事情」を改訂し、 近の蒙古への適応性を付与したもの 

［附注内容］執筆担当者：加藤六蔵 

［知识责任］加藤六蔵 執筆 

 

 

［正题名］大連を中心として觀たる銀市場と銀相場の研究 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社總務部調査課編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道 

［出版日期］1930.11 

［丛编题名］滿鐵調査資料 



［丛编题名］マンテツ チョウサ シリョウ 第 142 編 

［附注内容］付属資料：「大連を中心として觀たる銀市場と銀相場の研究補遺」 別冊 12p 

［附注内容］擔當者：南郷龍音 

 

 

［正题名］満洲に於ける農業金融 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社.庶務部調査課編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南満洲鉄道庶務部調査課 

［出版日期］1929.9 

［丛编题名］滿鐵調査資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ シリョウ 第 107 編 

［主题词］農業金融 

［知识责任］南満州鉄道株式会社.庶務部調査課 編 

 

 

［正题名］滿洲國財政の將來性 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社経済調査会編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐡道經濟調査會 

［出版日期］1936.9 

［丛编题名］立案調査書類 

［丛编题名］リツアン チョウサ ショルイ 南滿洲鉄道経済調査会 第 28 編第 2 巻 

 

 

［正题名］現代日本經濟の研究 

［第一责任人］河津暹 ［ほか］著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.5 

［丛编题名］経済学全集 

［丛编题名］ケイザイガク ゼンシュウ 第 42 巻 

［知识责任］河津暹 著 

 

 

［正题名］彰徳縣第十區武官村 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社調査部編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南滿洲鐵道調査部 

［出版日期］1942 

［丛编题名］満鉄調査研究資料 

［丛编题名］マンテツ チョウサ ケンキュウ シリョウ 第 52 編 

［丛编题名］北支調査資料 

［丛编题名］ホクシ チョウサ シリョウ 第 25 輯 農家經濟調査報告 



 

 

［正题名］日本近世饑饉志 

［第一责任人］小野武夫著 

［出版地］東京 

［出版者］學藝社 

［出版日期］1935.3 

［主题词］飢饉 

［知识责任］小野武夫 著 

 

 

［正题名］日清戦役国際法論 

［第一责任人］有賀長雄著 

［出版地］東京 

［出版者］哲学書院 

［出版日期］1896.8 

［知识责任］有賀長雄 著 

 

 

［正题名］日本戦時経済研究 

［第一责任人］岩崎松義，細野孝一編 

［出版地］東京 

［出版者］伊藤書店 

［出版日期］1942.1 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

［知识责任］岩崎松義 編 

［知识责任］細野孝一 編 

 

 

［正题名］日本農業恐慌研究 

［第一责任人］小野道雄［ほか］共著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1932.9 

［主题词］農業恐慌 

［知识责任］小野道雄 著 

 

 

［正题名］大日本憲政史 

［第一责任人］大津淳一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］寶文館 

［出版日期］1928.2 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 



［主题词］議会政治/歴史 

［知识责任］大津淳一郎 著 

 

 

［正题名］大隈重信 

［第一责任人］渡辺幾治郎著 

［出版地］東京 

［出版者］照林堂書店 

［出版日期］1943.9 

［附注内容］配給元：日本出版配給株式会社 

［附注内容］大隈重信の肖像あり 

［知识责任］渡辺幾治郎 著 

 

 

［正题名］大南洋諸島の全貌 

［第一责任人］フェリックス·M.キージング著 

［译者］日本外政協会太平洋問題調査部訳 

［出版地］東京 

［出版者］同盟通信社 

［出版日期］1943.7 

［主题词］太平洋諸島 

［知识责任］Keesing 著 

［知识责任］キージング 著 

 

 

［正题名］アイヌ政策史 

［第一责任人］高倉新一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.12 

［附注内容］引用書目解説: p635-671 

［附注内容］索引：巻末 p1-8 

［主题词］アイヌ 

［主题词］民族問題/日本 

［知识责任］高倉新一郎 著 

 

 

［正题名］アメリカの生産能力 

［第一责任人］E·G·ノース著 

［译者］武石勉訳 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1942.12 

［知识责任］Nourse 著 



［知识责任］ノース 著 

［次知识责任］武石勉 訳 

 

 

［正题名］アメリカの生産能力 

［第一责任人］E·G·ノース著 

［译者］武石勉訳 

［出版地］東京 

［出版者］博文館 

［出版日期］1942.11 

［知识责任］Nourse 著 

［知识责任］ノース 著 

［次知识责任］武石勉 訳 

 

 

［正题名］敬語史論考 

［第一责任人］石坂正藏著 

［出版地］大阪 

［出版者］大八洲出版 

［出版日期］1944.8 

［附注内容］標題紙に文進堂版と有り。 

［主题词］日本語/敬語 

［知识责任］石坂正藏 著 

 

 

［正题名］ビスマルクの外交政策 

［第一责任人］鹿島守之助著 

［出版地］東京 

［出版者］巌松堂書店 

［出版日期］1939.4 

［知识责任］鹿島守之助 著 

 

 

［正题名］ビスマルクの外交 

［第一责任人］時野谷常三郎著 

［出版地］京都 

［出版者］大八洲出版 

［出版日期］1937.9 

［主题词］ドイツ/外交関係/歴史 

［知识责任］時野谷常三郎 著 

 

 

［正题名］ハリスペリー侵略外交顛末 

［第一责任人］丸山国雄著 



［出版地］東京 

［出版者］龍吟社 

［出版日期］1944.10 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［知识责任］丸山国雄 著 

 

 

［正题名］ニッポン 

［第一责任人］ブルーノ·タウト著 

［译者］森儁郎譯 

［出版地］東京 

［出版者］明治書房 

［出版日期］1941.3 

［知识责任］Taut 著 

［知识责任］タウト 著 

［次知识责任］森儁郎 訳 

 

 

［正题名］西南記傳 

［第一责任人］黒龍會編 

［出版地］東京 

［出版者］黒龍會 

［出版日期］1908.12 

［主题词］明治維新 

［主题词］西南戦争 

 

 

［正题名］西南記傳 

［第一责任人］黒龍會編 

［出版地］東京 

［出版者］黒龍會 

［出版日期］1909.11 

［主题词］明治維新 

［主题词］西南戦争 

 

 

［正题名］西南記傳 

［第一责任人］黒龍會編 

［出版地］東京 

［出版者］黒龍會 

［出版日期］1909.11 

［主题词］明治維新 

［主题词］西南戦争 

 



 

［正题名］西南記傳 

［第一责任人］黒龍會編 

［出版地］東京 

［出版者］黒龍會 

［出版日期］1911.4 

［主题词］明治維新 

［主题词］西南戦争 

 

 

［正题名］西南記傳 

［第一责任人］黒龍會編 

［出版地］東京 

［出版者］黒龍會 

［出版日期］1911.4 

［主题词］明治維新 

［主题词］西南戦争 

 

 

［正题名］外國人の對支經濟活動の法的根據 

［第一责任人］齋藤良衞著 

［出版地］東京 

［出版者］外務省通商局 

［出版日期］1937.11 

［知识责任］斎藤良衛 著 

 

 

［正题名］外國人の對支經濟活動の法的根據 

［第一责任人］齋藤良衞著 

［出版地］東京 

［出版者］外務省通商局 

［出版日期］1937.11 

［知识责任］斎藤良衛 著 

 

 

［正题名］外國人の對支經濟活動の法的根據 

［第一责任人］齋藤良衞著 

［出版地］東京 

［出版者］外務省通商局 

［出版日期］1937.11 

［知识责任］斎藤良衛 著 

 

 

［正题名］外國人の對支經濟活動の法的根據 



［第一责任人］齋藤良衞著 

［出版地］東京 

［出版者］外務省通商局 

［出版日期］1937.11 

［知识责任］斎藤良衛 著 

 

 

［正题名］外國人の對支經濟活動の法的根據 

［第一责任人］齋藤良衞著 

［出版地］東京 

［出版者］外務省通商局 

［出版日期］1937.11 

［知识责任］斎藤良衛 著 

 

 

［正题名］トルゲート族 

［第一责任人］辰已篤夫譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.11 

［正题名］トルゲート族 

［第一责任人］辰已篤夫譯 

［出版地］東京 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.11 

［正题名］ドイツを興す人々 

［第一责任人］福永春吉著 

［出版地］東京 

［出版者］新興亞社 

［出版日期］1941.11 

［知识责任］福永春吉 著 

 

 

［正题名］ビルマ陣中記 

［第一责任人］辻義夫著 

［出版地］東京 

［出版者］非凡閣 

［出版日期］1944.3 

［知识责任］辻義夫 著 

 

 

［正题名］満洲建國五年小史 

［第一责任人］國務院總務廳情報處編 

［出版地］東京 



［出版者］国務院総務庁情報所 

［出版日期］1937.6 

［主题词］満州国/歴史 

［知识责任］国務院総務庁情報所 編 

 

 

［正题名］敬仰乃木將軍 

［第一责任人］長谷川正道著 

［出版地］東京 

［出版者］宮越太陽堂書房 

［出版日期］1942.9 

［知识责任］長谷川正道 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史 

［第一责任人］成瀬秀雄，仁藤潔共著 

［出版地］東京 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1939.11 

［丛编题名］日本歴史全書 

［丛编题名］ニホン レキシ ゼンショ 第 11 

［主题词］資本主義/日本/歴史 

［知识责任］成瀬秀雄 著 

［知识责任］仁藤潔 著 

 

 

［正题名］アメリカの致命線 

［第一责任人］河村政平著 

［出版地］東京 

［出版者］文松堂書店 

［出版日期］1944.1 

［知识责任］河村政平 著 

 

 

［正题名］日本財政論 

［第一责任人］大内兵衞著 

［出版地］東京 

［出版者］改造社 

［出版日期］1937.4 

［丛编题名］経済学全集 

［丛编题名］ケイザイガク ゼンシュウ 第 22 巻 

［附注内容］附録：日本公債統計表·及統計圖表 

［知识责任］大内兵衛 著 

 



 

［正题名］アメリカに於ける勞動協約の實際 

［第一责任人］厚生省勞政局調査課編 

［出版地］東京 

［出版者］勞務行政研究所 

［出版日期］1946.12 

［正题名］新民會河北省冀東道順義縣學校概况表 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1944.9 

［正题名］昭和十六年度對滿支輸入計劃綱領 

［第一责任人］内閣議會决定編 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］内閣議會决定 

［出版日期］1941］ 

［正题名］愛護村ニ於ケル農事實行合作社設立要綱（案） 

［第一责任人］鐵道總會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］鐵道總會 

［出版日期］1937.9 

［正题名］無錫ノ銀號 

［第一责任人］一条雄司編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿鐵上海事務所 

［出版日期］1942.2 

［正题名］民國五年度中國、交通兩銀行兑换停止騷動記 

［第一责任人］三宅儀明編 

［出版地］上海 

［出版者］中國通信社東京支局 

［出版日期］1936.6 

［丛编题名］中通資料 第 46 號 

［知识责任］三宅儀明 編 

 

 

［正题名］極東大學講稿 

［第一责任人］キェネル著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］キェネル 著 

 

 

［正题名］極東大學講稿 

［第一责任人］キェネル著 



［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］キェネル 著 

 

 

［正题名］極東大學講稿 

［第一责任人］キェネル著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］キェネル 著 

 

 

［正题名］極東大學講稿 

［第一责任人］キェネル著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［知识责任］キェネル 著 

 

 

［正题名］東亞共榮圈西太平洋大地圖 

［第一责任人］小川彦平著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］滿蒙圖繪 

［第一责任人］篠田六三著 

［出版地］大連 

［出版者］大阪屋號 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］東部内矇古冩真帖 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］大東亞共榮圈精圖 

［第一责任人］吉田喜太郎著 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［正题名］關·滿·支向物資統製法令便覽 

［第一责任人］滿鐵東京支社鐵道課編 

［出版地］東京 



［出版者］滿鐵東京支社鐵道課 

［出版日期］1939.11 

［正题名］釜山經濟概覽 

［第一责任人］釜山經濟調査會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］釜山經濟調査會 

［出版日期］1935.10 

［正题名］朝鮮及滿蒙に於ける北陸道人史 

［第一责任人］荻野勝重編 

［出版地］京城府 

［出版者］北陸道人史編纂社 

［出版日期］1927.4 

［正题名］『滿映ニュース』1 至 199 号（含臨時號竝特報） 

［第一责任人］滿洲映畫協會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］滿洲映畫協會 

［出版日期］［19 ?］ 

［丛编题名］滿映調査資料 第 1 輯 

 

 

［正题名］標準式ローマ字制定七十周年記念講演集 

［第一责任人］標準式ローマ字會編 

［出版地］東京 

［出版者］標準式ローマ字會 

［出版日期］1957.12 

［正题名］津浦鐵道調査報告 

［第一责任人］支那駐屯軍司令部乙囑托班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］支那駐屯軍司令部乙囑托班 

［出版日期］1937.5 

［丛编题名］北支·産業調査書類 第五编第三卷第三号 

 

 

［正题名］膠濟鐵道調査報告 

［第一责任人］支那駐屯軍司令部乙囑托班編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］支那駐屯軍司令部乙囑托班 

［出版日期］1937.5 

［丛编题名］北支·産業調査書類 第五编第四卷第四号 

 

 

［正题名］スターリン傳略 

［第一责任人］アしキサンドロフ編 

［出版地］［出版地不详］ 



［出版者］外國語圖書出版所 

［出版日期］1947 

［知识责任］アしキサンドロフ 編 

 

 

［正题名］日本文化の源泉 

［第一责任人］濱田耕作著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.5 

［丛编题名］岩波講座東洋思潮 

［丛编题名］イワナミ コウザ トウヨウ シチョウ 東洋文化の源泉及び交流 

［知识责任］濱田耕作 著 

 

 

［正题名］滿洲會社興信録 

［第一责任人］松本万藏編 

［出版地］大連 

［出版者］日清興信所 

［出版日期］1923.11 

［知识责任］松本万藏 編 

 

 

［正题名］滿洲農業移民方策關繫資料 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會 

［出版日期］［19 ?］ 

［丛编题名］立案調査書類 第二編 第一卷第四號 

 

 

［正题名］滿洲農業移民方策關繫資料 

［第一责任人］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社經濟調査會 

［出版日期］［19 ?］ 

［丛编题名］立案調査書類 第二編 第一卷第三號 

 

 

［正题名］清朝時代に於ける満洲の農業関係 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社経済調査会第一部編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南満州鉄道 

［出版日期］1933.7 



［主题词］土地制度/満州 

［知识责任］南満州鉄道株式会社経済調査会第一部 編 

 

 

［正题名］新修支那省别全志 

［第一责任人］支那省别全志刊行會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東亞同文會 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］新修支那省别全志 

［第一责任人］支那省别全志刊行會編 

［出版地］［出版地不详］ 

［出版者］東亞同文會 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］日露戰役の世界史的意義 

［第一责任人］伊東六十次郎著 

［出版地］［奉天］ 

［出版者］満洲成年養生会 

［出版日期］1930.12 

［附注内容］発売:弘文堂書店 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］伊東六十次郎 著 

 

 

［正题名］京都大学人文科学研究所要覧 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1955.12 

［正题名］大倉山学院紀要 

［第一责任人］大倉山學院編 

［出版地］東京 

［出版者］大倉山文化科學研究所 

［出版日期］1956.11 

［知识责任］大倉山學院 編 

 

 

［正题名］礬土頁岩調査資料 

［第一责任人］南満州鉄道株式会社調査部編 

［出版地］［大連］ 

［出版者］南満州鉄道調査部 

［出版日期］1937.12 

［丛编题名］支那·立案調査書類 

［丛编题名］シナ·リツアン チョウサ ショルイ 第 4 編第 6 巻 

［附注内容］極秘 



 

 

［正题名］浙江省平陽縣の明礬石 

［第一责任人］中支建設資料整備事務所訳編 

［出版地］上海 

［出版者］中支建設資料整備事務所 

［出版日期］1941.3 

［丛编题名］編譯彙報 

［丛编题名］ヘンヤク イホウ 中支建設資料整備委員會[編] 第 66 編 

［附注内容］タイトルは背による 

［附注内容］『浙江平陽縣之明礬石』の全訳 

［附注内容］折り込図 2 枚 

［附注内容］參考書名：p54-56 

 

 

［正题名］露西亜ニ於ケル外國資本 

［第一责任人］外務省情報部編 

［出版地］東京 

［出版者］外務省情報部 

［出版日期］1923.7 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］外務省情報部 編 

 

 

［正题名］滿洲に於ける石鹼 

［第一责任人］満州組合聯合會商業研究部編 

［出版地］大連 

［出版者］満洲輸入組合聯合会 

［出版日期］1936.9 

［丛编题名］調査 

［丛编题名］チョウサ 第 7 輯 

［附注内容］昭和 10 年 11 月調査 

［附注内容］調査·執筆：相京實 

［附注内容］奥付の著作者：東一郎 

［附注内容］表紙の責任表示: 満州組合聯合會商業研究部 

 

 

［正题名］滿洲に於ける農地集中分散の研究 

［第一责任人］梶原子治著 

［出版地］新京 

［出版者］満州事情案内所 

［出版日期］1942.10 

［知识责任］梶原子治 著 

 



 

［正题名］支那研究 

［第一责任人］東亞同文書院支那研究部編 

［出版地］上海 

［出版者］東亞同文書院支那研究部 

［出版日期］1928.12 

［正题名］續歷史の研究 

［第一责任人］J·アーノルド，トインビー著 

［译者］長谷川松治訳 

［出版地］東京 

［出版者］社會思想研究會出版 

［出版日期］1958.11 

［知识责任］アーノルド 著 

［知识责任］トインビー 著 

［次知识责任］長谷川松治 訳 

 

 

［正题名］滿洲地志 

［第一责任人］守田利遠編述 

［出版地］東京 

［出版者］丸善株式會社 

［出版日期］1907.9 

［正题名］蘇聯邦要覧 

［第一责任人］角谷健次編 

［出版地］東京 

［出版者］日蘇通信社 

［出版日期］1938.5 

［主题词］ロシア/年鑑 

［知识责任］角谷健次 編 

 

 

［正题名］シャム篇 

［第一责任人］佐田弘治郎著 

［出版地］東京 

［出版者］滿鐵東亞經濟調査局 

［出版日期］1941.1 

［正题名］朝鮮、滿洲、台灣植民地號 

［第一责任人］佐野信郎編 

［出版地］大連 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1923.12 

［正题名］東洋史講座 

［第一责任人］高桑駒吉著 

［出版地］東京 



［出版者］雄山閣 

［出版日期］1941.1 

［知识责任］高桑駒吉 著 

 

 

［正题名］通訊 

［第一责任人］上海日本總領事館特别調査班編 

［出版地］上海 

［出版者］上海日本總領事館特别調査班 

［出版日期］1941.1 

［正题名］鐵軌から觀た滿蒙 

［第一责任人］西坂實福編 

［出版地］大連 

［出版者］東亞情報編纂會 

［出版日期］1931.2 

［知识责任］西坂實福 編 

 

 

［正题名］露、佛、白、伊ノ對支利權調査 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1926.11 

［正题名］労働年鑑 

［第一责任人］桂労働関係研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］桂労働關繫研究所 

［出版日期］1961.12 

［正题名］外國地名、人名辭典 

［第一责任人］坂本健一著 

［译者］新學會社編譯 

［出版地］東京 

［出版者］新學會社 

［出版日期］1897.6 

［知识责任］坂本健一 著 

 

 

［正题名］歷史の研究 

［第一责任人］むさし書房編集部編 

［出版地］大阪 

［出版者］むさし書房 

［出版日期］1959.3 

［正题名］奉天市ニ於ケル物品小蕒業ノ整備ニ就テ 

［第一责任人］吉村繁男编 

［出版地］東京 



［出版者］奉天市公署 

［出版日期］1943.11 

［知识责任］吉村繁男 编 

 

 

［正题名］雜志重要記事索引 

［第一责任人］古山勝夫著 

［出版地］東京 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社 

［出版日期］1938.4 

［知识责任］古山勝夫 著 

 

 

［正题名］嵐縣地方社會經濟狀况并に共産黨工作概况調査報告 

［第一责任人］北支經濟調査所編 

［出版地］東京 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社調査部 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］渤海國の石燈籠について 

［第一责任人］池内宏著 

［出版地］東京 

［出版者］東亞考古學會 

［出版日期］1933.11 

［知识责任］池内宏 著 

 

 

［正题名］滿洲國特許法规類集 

［第一责任人］發明公報協會編 

［出版地］東京 

［出版者］發明公報協會 

［出版日期］1943.1 

［正题名］營業案内 

［第一责任人］日本電綫製造株式會社編 

［出版地］東京 

［出版者］日本電綫製造株式會社 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］ペンちゃんの中国旅行 

［第一责任人］今井誉次郎著 

［译者］須田寿絵 

［出版地］東京 

［出版者］牧書店 

［出版日期］1962 

［知识责任］今井誉次郎 著 

［次知识责任］須田寿 絵 



 

 

［正题名］臺灣省伸び行く臺灣 

［第一责任人］林肇著 

［出版地］東京 

［出版者］經政春秋社 

［出版日期］1936.3 

［知识责任］林肇 著 

 

 

［正题名］東亞經濟墾谈會創立總會并發會式報告 

［第一责任人］東亞經濟墾谈會編 

［出版地］東京 

［出版者］東亞經濟墾谈會 

［出版日期］1939.7 

［正题名］中共の経済力 

［第一责任人］前田寿夫著 

［出版地］東京 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1965.8 

［主题词］中国/経済 

［知识责任］前田寿夫 著 

 

 

［正题名］北畠親房 

［第一责任人］野村愛正著 

［出版地］東京 

［出版者］偕成社 

［出版日期］1944.4 

［知识责任］野村愛正 著 

 

 

［正题名］世相史 

［第一责任人］柳田國男, 大藤時彦著 

［出版地］東京 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1943.1 

［丛编题名］現代日本文明史 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン ブンメイシ 第 18 卷 

［主题词］日本/文化 

［知识责任］柳田国男 著 

［知识责任］大藤時彦 著 

 

 



［正题名］事變下の北支農村 

［第一责任人］北支經濟調査所編 

［出版地］東京 

［出版者］南滿洲鐵道株式會社調査部 

［出版日期］［19 ?］ 

［丛编题名］滿鐵調査研究資料 56 

 

 

［正题名］山東問題細目措置ニ關スル參考資料 

［第一责任人］外務省亜細亜局編 

［出版地］［東京 

［出版者］外務省亞細亞局］ 

［出版日期］1921.11 

［附注内容］出版者は第 2 號による 

［知识责任］外務省亜細亜局 編 

 

 

［正题名］歷史之教授 

［第一责任人］新見吉治述 

［出版地］東京 

［出版者］六盟館 

［出版日期］［19 ?］ 

［正题名］昭和二十六·九年度東洋史研究文獻類目 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1966 

［正题名］昭和三十·三十二年度東洋史研究文獻類目 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1966 

［正题名］昭和十七·二十五年度東洋史研究文獻類目 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1966 

［正题名］昭和三十五·三十六年度東洋史研究文獻類目 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1966 

［正题名］昭和三十三·三十四年度東洋史研究文獻類目 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1966 

［正题名］昭和九·十二年度東洋史研究文獻類目 

［出版地］［出版地不详 



［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1966 

［正题名］昭和十三·十六年度東洋史研究文獻類目 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详］ 

［出版日期］1966 

［正题名］奉天省管内匪賊團名簿 

［第一责任人］奉天省警務廳編 

［出版地］東京 

［出版者］奉天省警務廳 

［出版日期］1933.11 

［正题名］山東産業開發五箇年計劃要綱（農畜産部門） 

［第一责任人］滿鐵經濟調査委員會編 

［出版地］東京 

［出版者］滿鐵經濟調査委員會 

［出版日期］1937.6 

［正题名］滿洲國年報 

［第一责任人］國務院統計處編纂 

［出版地］［新京］ 

［出版者］國務院統計處 

［出版日期］1933.11 

［附注内容］出版地は印刷所による 

［附注内容］大同 2 年 11 月発行 

［主题词］満州/年鑑 

 

 

［正题名］昭和 32 年度文部省研究費による研究報告集録 

［第一责任人］研究報告集録編集委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本学術振興会 

［出版日期］1958.11 

［主题词］抄録 

 

 

［正题名］昭和 32 年度文部省科学研究費 

［第一责任人］研究報告集録編集委員会編 

［出版地］東京 

［出版者］日本学術振興会 

［出版日期］1958.12 

［主题词］抄録 

 

 

［正题名］我カ南進政策ヲ繞ル緬甸ノ政治經濟動向 

［第一责任人］滿鐵調査部編 



［出版地］東京 

［出版者］滿鐵調査部 

［出版日期］1941 

［丛编题名］世界情勢調査委員會 昭和十六度第一回报告 第三部资料篇二ノ七 

 

 

［正题名］我カ南進政策ヲ繞ル泰國ノ政治經濟動向 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］滿鐵調査部 

［出版日期］1941 

［丛编题名］世界情勢調査委員會 昭和十六度第一回报告 第三部资料篇二ノ二 

 

 

［正题名］我カ南進政策ヲ繞ル蘭印ノ政治經濟動向 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］滿鐵調査部 

［出版日期］1941 

［丛编题名］世界情勢調査委員會 昭和十六度第一回报告 第三部资料篇二ノ五 

 

 

［正题名］我カ南進政策ヲ繞ル比島ノ政治經濟動向 

［第一责任人］滿鐵調査部編 

［出版地］東京 

［出版者］滿鐵調査部 

［出版日期］1941 

［丛编题名］世界情勢調査委員會 昭和十六度第一回报告 第三部资料篇二ノ四 

 

 

［正题名］第四次朝鮮總督府統計年報 

［第一责任人］朝鮮總督府編 

［出版地］東京 

［出版者］朝鮮總督府 

［出版日期］1911.3 

［正题名］北支資源統計圖鑑 

［出版地］東京 

［出版者］大陸資源調査會 

［出版日期］1940.2 

［正题名］東洋文庫 

［第一责任人］東洋文庫編 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1983.4 



［主题词］東洋文庫 

 

 

［正题名］澁澤栄一傳記資料 

［第一责任人］渋沢青淵記念財団竜門社編纂 

［出版地］東京 

［出版者］渋沢栄一伝記資料刊行会 

［出版日期］1964.3 

［正题名］澁澤栄一傳記資料 

［第一责任人］渋沢青淵記念財団竜門社編纂 

［出版地］東京 

［出版者］渋沢栄一伝記資料刊行会 

［出版日期］1964.5 

［正题名］精密世界地図帖 

［第一责任人］佐々木恭一,山崎富伝共編 

［出版地］東京 

［出版者］国際地学協会 

［出版日期］1944.1 

［主题词］地図 

［知识责任］佐々木恭一 編 

［知识责任］山崎富伝 編 

 

 

［正题名］滿洲帝國分省地圖並地名總攬 

［第一责任人］國際地學協會編 

［出版地］大阪 

［出版者］國際地學協會 

［出版日期］1943.3 

［主题词］満州国/地図 

 

 

［正题名］隨想保定 

［第一责任人］渡邊龍策著 

［出版地］東京 

［出版者］東方研究室 

［出版日期］1943.2 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.6 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 



［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.6 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.6 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.6 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.6 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.3 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.3 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.3 

［正题名］マルクス=ェンゲルス選集 

［第一责任人］マルクスーしーニン選集刊行會編 

［出版地］東京 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.3 

［正题名］北支礦山調査報告（第四隊）附圖 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［丛编题名］北支·産業調査書類 第三編 第四卷，别冊 

［附注内容］本函有地图：15 张 

 



 

［正题名］北支礦山調査報告（第二隊）附圖 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［丛编题名］北支·産業調査書類 第三編 第二卷，别冊 

［附注内容］本函有地图：25 张 

 

 

［正题名］北支礦山調査報告（第一隊）附圖 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［丛编题名］北支·産業調査書類 第三編 第一卷，别冊 

［附注内容］本函有地图：36 张 

 

 

［正题名］北支礦山調査報告（第三隊）附圖 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［丛编题名］北支·産業調査書類 第三編 第三卷，别冊 

［附注内容］本函有地图：36 张 

 

 

［正题名］滿洲農業移民主筞 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［附注内容］本函有地图：15 张 

 

 

［正题名］滿洲國防資源調査第二班報告 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［附注内容］本函有地图：36 张 

 

 

［正题名］滿洲國防資源調査第二班報告 

［出版地］［出版地不详 

［出版者］出版者不详 

［出版日期］19 ?］ 

［附注内容］本函有地图：31 张 



 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.10 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.10 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］町田義一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.10 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］金原賢之助著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.10 

［知识责任］金原賢之助 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］伊藤秀一著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.10 

［知识责任］伊藤秀一 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.10 

［知识责任］加田哲二 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］野村兼太郎著 

［出版地］東京 



［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.10 

［知识责任］野村兼太郎 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］高村象平著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.10 

［知识责任］高村象平 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］伊藤秀一著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.10 

［知识责任］伊藤秀一 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］伊藤秀一著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.10 

［知识责任］伊藤秀一 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］伊藤秀一著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.2 

［知识责任］伊藤秀一 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］藤林敬三著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.2 

［知识责任］藤林敬三 著 

 



 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］金原賢之助著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.2 

［知识责任］金原賢之助 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］橋本勝彦，加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.5 

［知识责任］橋本勝彦 著 

［知识责任］加田哲二 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］野村兼太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.5 

［知识责任］野村兼太郎 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］高木壽一著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.11 

［知识责任］高木壽一 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］板倉卓造，西澤英一著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.11 

［知识责任］板倉卓造 著 

［知识责任］西澤英一 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 



［第一责任人］伊藤秀一，伊東岱吉著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.3 

［知识责任］伊藤秀一 著 

［知识责任］伊東岱吉 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］伊藤秀一，小高泰雄著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.12 

［知识责任］伊藤秀一 著 

［知识责任］小高泰雄 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］園乾治著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.12 

［知识责任］園乾治 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］增井幸雄著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.1 

［知识责任］增井幸雄 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］氣賀勘重，氣賀健三著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.1 

［知识责任］氣賀勘重 著 

［知识责任］氣賀健三 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］野村兼太郎著 



［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.6 

［知识责任］野村兼太郎 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］金原賢之助著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.6 

［知识责任］金原賢之助 著 

 

 

［正题名］北支合作社調査 

［第一责任人］興亞院華北連絡部編 

［出版地］東京 

［出版者］興亞院華北連絡部 

［出版日期］1942.1 

［正题名］山東の一集市鎭の社會的構造 

［第一责任人］國立北京大學附設農村經濟研究所編 

［出版地］北京 

［出版者］國立北京大學附設農村經濟研究所 

［出版日期］1942.5 

［丛编题名］研究資料 

［丛编题名］ケンキュウ シリョウ 第 8 號 

［附注内容］執筆：西山武一 

 

 

［正题名］山東省ニ於ケル主要农产物（棉花、小麥、雜穀）生産竝出迴事情 

［第一责任人］滿鐵·北支經濟調査所編 

［出版地］東京 

［出版者］滿鐵·北支經濟調査所 

［出版日期］1942.10 

［正题名］北支経済開発論 

［第一责任人］松崎雄二郎著 

［出版地］東京 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1940 

［主题词］中国北部/開発計画 

［主题词］山東省/産業 

［知识责任］松崎雄二郎 著 

 

 



［正题名］日支事變勃發後の華北農産物流通過程の動向 

［第一责任人］國立北京大學附設農村經濟研究所編 

［出版地］北京 

［出版者］國立北京大學附設農村經濟研究所 

［出版日期］1943 

［丛编题名］農研研究報告 

［丛编题名］ノウケン ケンキュウ ホウコク 第 2 輯 

［知识责任］國立北京大學附設農村經濟研究所 編 

 

 

［正题名］支那新通貨工作論 

［第一责任人］今村忠男著 

［出版地］東京 

［出版者］商工行政社 

［出版地］東京 

［出版者］高山書院 (發賣) 

［出版日期］1939 

［附注内容］附録：p623-683 

［知识责任］今村忠男 著 

 

 

［正题名］北支の農村 

［第一责任人］みづの·かほる著 

［出版地］北京 

［出版者］華北交通社員會 

［出版日期］1941.11 

［丛编题名］華北交通社員会叢書 

［丛编题名］カホク コウツウ シャインカイ ソウショ 1 

［附注内容］著者のヨミは確定ではない 

［知识责任］かほる 著 

［知识责任］水野薫 著 

 

 

［正题名］土地と権力 

［第一责任人］田中恭子著 

［出版地］名古屋 

［出版者］名古屋大学出版会 

［出版日期］1996.6 

［附注内容］引用文献：各章末 

［主题词］農地改革 

［主题词］農村/中国 

［主题词］農業政策/中国/歴史 

［主题词］土地改良/中国 

［知识责任］田中恭子 著 



 

 

［正题名］「満洲国」から新中国へ 

［第一责任人］松本俊郎著 

［出版地］名古屋 

［出版者］名古屋大学出版会 

［出版日期］2000.7 

［附注内容］参考文献：p351-368 

［附注内容］欧文書名は標題紙裏より 

［主题词］鉄鋼業/歴史 

［主题词］鉄鋼業/中国/歴史 

［知识责任］松本俊郎 著 

 

 

［正题名］太平洋問題調査会の研究 

［第一责任人］片桐庸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］慶應義塾大学出版会 

［出版日期］2003.10 

［主题词］太平洋問題調査会 

［知识责任］片桐庸夫 著 

 

 

［正题名］伝統中国の地域像 

［第一责任人］山本英史編 

［出版地］東京 

［出版者］慶應義塾大学出版会 

［出版日期］2000.6 

［丛编题名］慶應義塾大学地域研究センター叢書 

［丛编题名］ケイオウ ギジュク ダイガク チイキ ケンキュウ センター ソウショ CAS 

［附注内容］参考文献：各章末 

［附注内容］英文 Contents (Images of regions in traditional China)巻末 

［附注内容］人名·史料名索引：p374-386 

［知识责任］山本英史 編 

 

 

［正题名］近代日本人のアメリカ観 

［第一责任人］澤田次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］慶応義塾大学出版会 

［出版日期］1999.11 

［附注内容］Japanese images of America : from the Russo-Japanese war to the Pacific War(標題

紙裏による) 

［附注内容］参考文献：各章末 



［主题词］日本/対外関係/アメリカ合衆国/歴史 

［知识责任］澤田次郎 著 

 

 

［正题名］現代中国の履歴書 

［第一责任人］山本英史著 

［出版地］東京 

［出版者］慶應義塾大学出版会 

［出版日期］2003.5 

［附注内容］関連歴史年表：p191-209 

［知识责任］山本英史 著 

 

 

［正题名］中国文化大革命再論 

［第一责任人］国分良成編著 

［出版地］東京 

［出版者］慶應義塾大学出版会 

［出版日期］2003.6 

［丛编题名］慶應義塾大学地域研究センター叢書 

［丛编题名］ケイオウ ギジュク ダイガク チイキ ケンキュウ センター ソウショ 

［主题词］中国文化大革命 

［主题词］中国文化大革命 

［知识责任］国分良成 編著 

 

 

［正题名］近代東アジアの政治変動と日本の外交 

［第一责任人］波多野勝著 

［出版地］東京 

［出版者］慶應通信 

［出版日期］1995.9 

［附注内容］著者の同題学位論文(慶應義塾大学法学部,1994)をもとにしたもの 

［知识责任］波多野勝 著 

 

 

［正题名］日中関係の基本構造 

［第一责任人］家近亮子著 

［出版地］京都 

［出版者］晃洋書房 

［出版日期］2003.11 

［附注内容］参考文献：節末 

［主题词］日本/対外関係/中国/歴史 

［知识责任］家近亮子 著 

 

 



［正题名］中国国民革命 

［第一责任人］栃木利夫，坂野良吉著 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1997.12 

［附注内容］参考文献一覧：p409-416 

［主题词］中国国民革命 

［知识责任］栃木利夫 著 

［知识责任］坂野良吉 著 

 

 

［正题名］雪の山道 

［第一责任人］江藤千秋著 

［出版地］東京 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］2003.10 

［附注内容］参考文献：p301-304 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］江藤千秋 著 

 

 

［正题名］戦争と平和の黙示録 

［第一责任人］上林貞治郎著 

［出版地］八尾 

［出版者］大阪経済法科大学出版部 

［出版日期］1991.10 

［知识责任］上林貞治郎 著 

 

 

［正题名］日本の近代と資本主義 

［第一责任人］中村政則編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1992.11 

［主题词］日本/経済/歴史 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］中村政則 編 

 

 

［正题名］アジアと日本 

［第一责任人］荒野泰典，石井正敏，村井章介編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 



［出版日期］1992.5 

［丛编题名］アジアのなかの日本史 

［丛编题名］アジア ノ ナカ ノ ニホンシ 荒野泰典，石井正敏，村井章介編 1 

［附注内容］執筆者：荒野泰典ほか 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］日本/対外関係/アジア/歴史 

［知识责任］荒野泰典 編 

［知识责任］村井章介 編 

［知识责任］石井正敏 編 

 

 

［正题名］戦間期中国「自立への模索」 

［第一责任人］久保亨著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1999.6 

［附注内容］文献：p284-296 

［附注内容］英文タイトル(標題紙裏):China's quest for sovereignty in the inter-war period : 

tariff policy and economic development 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］経済政策/中国 

［主题词］関税 

［主题词］貿易政策/中国/歴史 

［知识责任］久保亨 著 

 

 

［正题名］盧溝橋事件の研究 

［第一责任人］秦郁彦著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1996.12 

［主题词］盧溝橋事件 

［知识责任］秦郁彦 著 

 

 

［正题名］青年君主昭和天皇と元老西園寺 

［第一责任人］永井和著 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学学術出版会 

［出版日期］2003.7 

［附注内容］注：各章末 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］永井和 著 



 

 

［正题名］台湾の歴史 

［第一责任人］末光欣也著 

［出版地］台北 

［出版者］致良出版社 

［出版日期］2004.9 

［知识责任］末光欣也 著 

 

 

［正题名］上海 

［第一责任人］根橋正一著 

［出版地］竜ケ崎 

［出版者］流通経済大学出版会 

［出版日期］1999.2 

［附注内容］文献：p218-229 

［主题词］上海 

［知识责任］根橋正一 著 

 

 

［正题名］中国革命と国際環境 

［第一责任人］高橋伸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］慶応義塾大学出版会 

［出版日期］1996.4 

［主题词］中国革命 

［主题词］中国共産党 

［知识责任］高橋伸夫 著 

 

 

［正题名］清代政治思想と阿片戰争 

［第一责任人］大谷敏夫著 

［出版地］東京 

［出版者］同朋舍 

［出版日期］1995.2 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 49 

［知识责任］大谷敏夫 著 

 

 

［正题名］満州事変前夜における在間島日本総領事館文書 

［第一责任人］大阪経済法科大学間島史料研究会編 

［出版地］八尾 

［出版者］大阪経済法科大学出版部 

［出版日期］1999.10 



［丛编题名］[大阪経済法科大学]アジア研究所研究叢書 

［丛编题名］オオサカ ケイザイ ホウカ ダイガク アジア ケンキュウジョ ケンキュウ 

ソウショ 1 

［附注内容］発行者: 大阪経済法科大学アジア研究所 

［主题词］植民地行政 

［主题词］中国東北部 

［主题词］間島 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以降/史料 

［主题词］満州/歴史/史料 

［主题词］朝鮮人満州在留 

［知识责任］大阪経済法科大学間島史料研究会 編 

 

 

［正题名］東アジアの中の中国史 

［第一责任人］浜口允子, 岸本美緒著 

［出版地］東京 

［出版者］放送大学教育振興会 

［出版日期］2003.3 

［丛编题名］放送大学教材 

［丛编题名］ホウソウ ダイガク キョウザイ 1577417-1-0311 

［附注内容］参考文献：p180-186 

［主题词］中国/歴史 

［主题词］中国/外国関係/アジア東部/歴史 

［知识责任］浜口允子 著 

［知识责任］岸本美緒 著 

 

 

［正题名］チャイナドレスをまとう女性たち 

［第一责任人］謝黎著 

［出版地］東京 

［出版者］青弓社 

［出版日期］2004.9 

［附注内容］著者の博士学位論文「服飾からみた近·現代上海における「伝統」の操作 : 

旗袍をまとう女性たち」 (昭和女子大学, 2004.3 提出) に加筆·修正したもの 

［附注内容］参考文献：p211-220 

［主题词］服装/歴史 

［主题词］婦人/歴史 

［知识责任］謝黎 著 

 

 

［正题名］満鉄調査部事件の真相 

［第一责任人］小林英夫，福井紳一著 

［出版地］東京 

［出版者］小学館 



［出版日期］2004.12 

［附注内容］満鉄調査部事件関係年表：p264-265 

［附注内容］主要引用·参考文献：p266-269 

［主题词］南満洲鉄道 

［主题词］満鉄調査部事件 

［知识责任］小林英夫 著 

［知识责任］福井紳一 著 

 

 

［正题名］現代中国政治 

［第一责任人］毛里和子著 

［出版地］名古屋 

［出版者］名古屋大学出版会 

［出版日期］2004.12 

［附注内容］中国政治略年表(1949-2004)：巻末 p32-37 

［附注内容］参考文献·使用文献リスト：巻末 p14-31 

［附注内容］人名索引·事項索引：巻末 p1-11 

［知识责任］毛里和子 著 

 

 

［正题名］中国残留日本人の研究 

［第一责任人］呉万虹著 

［出版地］東京 

［出版者］日本図書センター 

［出版日期］2004.6 

［丛编题名］学術叢書 

［丛编题名］ガクジュツ ソウショ 

［附注内容］参考文献：p255-258 

［主题词］移民·植民 

［主题词］満州 

［主题词］日本人中国在留 

［主题词］引揚者問題 

［主题词］移民·植民日本/満州 

［主题词］引揚者 

［主题词］日本人中国在留 

［知识责任］呉万虹 著 

 

 

［正题名］戦後中国の憲政実施と言論の自由 1945-49 

［第一责任人］中村元哉著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］2004.8 

［附注内容］欧文タイトルは標題紙裏による 



［附注内容］史料·文献一覧：p225-242 

［主题词］言論の自由 

［知识责任］中村元哉 著 

 

 

［正题名］いま問われる日露戦争 

［第一责任人］読売新聞社編 

［出版地］東京 

［出版者］読売新聞東京本社 

［出版日期］2004.10 

［丛编题名］読売ぶっくれっと 

［丛编题名］ヨミウリ ブックレット no.36 

［主题词］日露戦争 

 

 

［正题名］清代上海沙船航運業史の研究 

［第一责任人］松浦章著 

［出版地］吹田 

［出版者］関西大学出版部 

［出版日期］2004.11 

［丛编题名］關西大學東西學術研究所研究叢刊 

［丛编题名］カンサイ ダイガク トウザイ ガクジュツ ケンキュウジョ ケンキュウ ソウ

カン 25 

［主题词］海運/中国 

［知识责任］松浦章 著 

 

 

［正题名］日本と中国における「西洋」の発見 

［第一责任人］銭国紅著 

［出版地］東京 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］2004.10 

［知识责任］銭国紅 著 

 

 

［正题名］日中戦争と上海、そして私 

［第一责任人］古厩忠夫著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］2004.9 

［附注内容］古厩忠夫略歴：p497-498 

［附注内容］古厩忠夫著作一覧：p499-509 

［附注内容］参考文献あり 

［主题词］中国/歴史/民国時代 



［主题词］中国/歴史 

［知识责任］古厩忠夫 著 

 

 

［正题名］近代東アジア国際関係史 

［第一责任人］衞藤瀋吉著 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］2004.8 

［附注内容］参考文献：p253-266 

［附注内容］英文タイトルは標題紙裏による 

［知识责任］衛藤瀋吉 著 

 

 

［正题名］戦間期の日本外交 

［第一责任人］イアン·ニッシュ著 

［译者］関静雄訳 

［出版地］京都 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］2004.10 

［丛编题名］MINERVA 日本史ライブラリー 

［丛编题名］MINERVA ニホンシ ライブラリー 16 

［附注内容］参考文献：巻末 p7-21 

［知识责任］Nish 著 

［知识责任］ニッシュ 著 

［次知识责任］関静雄 訳 

 

 

［正题名］石原莞爾満州備忘ノート 

［第一责任人］早瀬利之著 

［出版地］東京 

［出版者］光人社 

［出版日期］2004.10 

［附注内容］参考文献：p324-325 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］満州-歴史 

［知识责任］早瀬利之 著 

 

 

［正题名］日本外交の国際認識と秩序構想 

［第一责任人］日本国際政治学会編 

［出版地］国立 

［出版者］日本国際政治学会 

［出版地］東京 



［出版者］有斐閣(発売) 

［出版日期］2004.11 

［丛编题名］国際政治 

［丛编题名］コクサイ セイジ 139 号 

［附注内容］英文目次·要約：巻末 p1-16 

 

 

［正题名］清末中琉日関係史の研究 

［第一责任人］西里喜行著 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学学術出版会 

［出版日期］2005.2 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 66 (新装版 4) 

［附注内容］英文タイトルは巻末による 

［附注内容］英文目次, 中文提要：巻末 

［知识责任］西里喜行 著 

 

 

［正题名］戦後日本の国際関係 

［第一责任人］藤田宏郎編著 

［出版地］京都 

［出版者］晃洋書房 

［出版日期］2004.1 

［附注内容］関連年表：p[247]-266 

［知识责任］藤田宏郎 編著 

 

 

［正题名］日本の東アジア構想 

［第一责任人］添谷芳秀，田所昌幸編 

［出版地］東京 

［出版者］慶應義塾大学出版会 

［出版日期］2004.2 

［丛编题名］現代東アジアと日本 

［丛编题名］ゲンダイ ヒガシアジア ト ニホン 1 

［附注内容］各章末：参考文献と解題 

［知识责任］添谷芳秀 編 

［知识责任］田所昌幸 編 

 

 

［正题名］中国政治と東アジア 

［第一责任人］国分良成編 

［出版地］東京 

［出版者］慶應義塾大学出版会 



［出版日期］2004.3 

［丛编题名］現代東アジアと日本 

［丛编题名］ゲンダイ ヒガシアジア ト ニホン 2 

［附注内容］参考文献と解題：各章末 

［知识责任］国分良成 編 

 

 

［正题名］“近代”のかたち 

［第一责任人］有田和夫著 

［出版地］東京 

［出版者］研文出版 

［出版日期］2004.9 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 93 

［附注内容］文献あり 

［主题词］中国思想/歴史 

［主题词］日本思想/歴史 

［主题词］中国思想/歴史/清時代 

［主题词］中国思想/歴史/民国時代 

［知识责任］有田和夫 著 

 

 

［正题名］満洲の日本人 

［第一责任人］塚瀬進著 

［出版地］東京 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］2004.9 

［附注内容］注記：p207-233 

［主题词］日本人満州在留 

［主题词］移民·植民日本/満州 

［主题词］日本人満州在留 

［知识责任］塚瀬進 著 

 

 

［正题名］アジア冷戦史 

［第一责任人］下斗米伸夫著 

［出版地］東京 

［出版者］中央公論新社 

［出版日期］2004.9 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 1763 

［附注内容］アジア冷戦史略年表：p209-210 

［附注内容］参考文献：p211-217 

［知识责任］下斗米伸夫 著 



 

 

［正题名］孫文を守ったユダヤ人 

［第一责任人］ダニエル·S·レヴイ著 

［译者］吉村弘訳 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房出版 

［出版日期］2001.4 

［知识责任］レヴイ 著 

［知识责任］Levy 著 

［次知识责任］吉村弘 訳 

 

 

［正题名］日露戦争スタディーズ 

［第一责任人］小森陽一，成田龍一編著 

［译者］木下直之［ほか］著 

［出版地］東京 

［出版者］紀伊國屋書店 

［出版日期］2004.2 

［附注内容］日露戦争ブックガイド 50：p[234]-237 

［附注内容］日露戦争関連年表：p[238]-253 

［主题词］日露戦争 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］小森陽一 編著 

［知识责任］成田龍一 編著 

［次知识责任］木下直之 著 

 

 

［正题名］中国近世財政史の研究 

［第一责任人］岩井茂樹著 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学学術出版会 

［出版日期］2004.2 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 64 新装版 2 

［附注内容］欧文タイトルは巻末による 

［附注内容］参考文献一覧：p526-542 

［主题词］財政/中国 

［知识责任］岩井茂樹 著 

 

 

［正题名］雲南と近代中国 

［第一责任人］石島紀之著 

［出版地］東京 



［出版者］青木書店 

［出版日期］2004.3 

［丛编题名］シリーズ中国にとっての 20 世紀 

［丛编题名］シリーズ チュウゴク ニ トッテ ノ 20 セイキ 

［附注内容］欧文タイトルは標題紙裏による 

［附注内容］文献一覧：p299-313 

［知识责任］石島紀之 著 

 

 

［正题名］清代アヘン政策史の研究 

［第一责任人］井上裕正著 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学学術出版会 

［出版日期］2004.2 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 63 (新装版 1) 

［附注内容］清代アヘン政策略史：p297-302 

［附注内容］《清代鸦片政策史的研究》提要：p318-325 

［附注内容］contents：p326-328 

［主题词］阿片 

［知识责任］井上裕正 著 

 

 

［正题名］近代中国における政党·社会·国家 

［第一责任人］深町英夫著 

［出版地］八王子 

［出版者］中央大学出版部 

［出版日期］1999.3 

［附注内容］文献目録：p279-290 

［主题词］中国/政治·行政/歴史 

［主题词］中国国民党 

［知识责任］深町英夫 著 

 

 

［正题名］開国日本と横浜中華街 

［第一责任人］西川武臣，伊藤泉美著 

［出版地］東京 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］2002.10 

［丛编题名］あじあブックス 

［丛编题名］アジア ブックス 045 

［附注内容］参考文献：p222-226 

［主题词］中国人日本在留/歴史 

［知识责任］西川武臣 著 



［知识责任］伊藤泉美 著 

 

 

［正题名］二十世紀日中関係史 

［第一责任人］衞藤瀋吉著 

［出版地］東京 

［出版者］東方書店 

［出版日期］2004.8 

［丛编题名］衞藤瀋吉著作集 

［丛编题名］エトウ シンキチ チョサクシュウ 衞藤瀋吉著 衞藤瀋吉著作集編集委員会編 

第 3 巻 

［主题词］国際政治 

［知识责任］衛藤瀋吉 著 

 

 

［正题名］宋教仁研究 

［第一责任人］片倉芳和著 

［出版地］東京 

［出版者］清流出版 

［出版日期］2004.6 

［附注内容］宋教仁(1882-1913)年譜稿：p315-339 

［知识责任］片倉芳和 著 

 

 

［正题名］汪精衞と蒋汪合作政権 

［第一责任人］土屋光芳著 

［出版地］東京 

［出版者］人間の科学新社 

［出版日期］2004.11 

［丛编题名］明治大学社会科学研究所叢書 

［丛编题名］メイジ ダイガク シャカイ カガク ケンキュウジョ ソウショ 

［附注内容］標題紙の出版者表示：人間の科学社 

［附注内容］参考文献あり 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史/民国時代 

［知识责任］土屋光芳 著 

 

 

［正题名］馬賊で見る「満洲」 

［第一责任人］澁谷由里著 

［出版地］東京 

［出版者］講談社 

［出版日期］2004.12 

［丛编题名］講談社選書メチエ 

［丛编题名］コウダンシャ センショ メチエ 317 



［附注内容］中国近代史·日中関係史関連年表，張作霖関連年表：p6-[7] 

［附注内容］参考文献：p224-235 

［主题词］馬賊 

［知识责任］渋谷由里 著 

 

 

［正题名］中国に捧げた青春の記大陸回顧 

［第一责任人］亀井人司著 

［出版地］東京 

［出版者］新風舎 

［出版日期］2004.6 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］亀井人司 著 

 

 

［正题名］琉球·沖縄史研究序説 

［第一责任人］山下重一著 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］2004.12 

［知识责任］山下重一 著 

 

 

［正题名］南京事件「証拠写真」を検証する 

［第一责任人］東中野修道，小林進，福永慎次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］草思社 

［出版日期］2005.2 

［附注内容］南京事件関連文献·映画·主要参考文献一覧：p252-257 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］南京事件 

［主题词］日中戦争 

［主题词］南京大虐殺 

［知识责任］東中野修道 著 

［知识责任］小林進 著 

［知识责任］福永慎次郎 著 

 

 

［正题名］日中関係をどう構築するか 

［第一责任人］毛里和子，張蘊嶺編 

［译者］天児慧著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2004.3 



［知识责任］毛里和子 編 

［知识责任］張蘊嶺 編 

［次知识责任］天児慧 著 

 

 

［正题名］昭和天皇「謝罪詔勅草稿」の発見 

［第一责任人］加藤恭子著 

［出版地］東京 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］2003.12 

［附注内容］参考文献：p246-253 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 1945 年以後 

［主题词］詔勅 

［知识责任］加藤恭子 著 

 

 

［正题名］文化大革命と中国の社会構造 

［第一责任人］楊麗君著 

［出版地］東京 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］2003.12 

［附注内容］博士論文『文革期における派閥分化と集団的暴力行為』 (一橋大学 2002 年) 

に加筆·修正を加えたもの 

［附注内容］参考文献：巻末 pxi-xxii 

［主题词］中国文化大革命 

［主题词］中国文化大革命 

［知识责任］楊麗君 著 

 

 

［正题名］中台関係の現実と展望 

［第一责任人］愛知大学国際問題研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］東方書店 

［出版日期］2004.2 

［正题名］中国外交と国連の成立 

［第一责任人］西村成雄編 

［出版地］京都 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］2004.7 

［主题词］国際連合 

［知识责任］西村成雄 編 

 

 

［正题名］20 世紀中国の政治空間 



［第一责任人］西村成雄著 

［出版地］東京 

［出版者］青木書店 

［出版日期］2004.6 

［丛编题名］シリーズ中国にとっての 20 世紀 

［丛编题名］シリーズ チュウゴク ニ トッテ ノ 20 セイキ 

［附注内容］文献一覧：p307-326 

［附注内容］欧文タイトルは標題紙裏による 

［知识责任］西村成雄 著 

 

 

［正题名］留日中華学生名簿 

［第一责任人］日華学会編 

［出版地］東京 

［出版者］日華学会 

［出版日期］1929.9 

［主题词］外国留学 

［知识责任］日華学会 編 

 

 

［正题名］比較史のアジア 

［第一责任人］三浦徹，岸本美緒，関本照夫編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］2004.2 

［丛编题名］イスラーム地域研究叢書 

［丛编题名］イスラーム チイキ ケンキュウ ソウショ 4 

［附注内容］欧文タイトルは標題紙裏による 

［附注内容］参考文献：各項末 

［主题词］東洋史 

［知识责任］三浦徹 編 

［知识责任］岸本美緒 編 

［知识责任］関本照夫 編 

 

 

［正题名］中国近代外交の形成 

［第一责任人］川島真著 

［出版地］名古屋 

［出版者］名古屋大学出版会 

［出版日期］2004.2 

［附注内容］人名索引：巻末 p1-3 

［附注内容］事項索引：巻末 p4-11 

［附注内容］参考史料·文献：巻末 p12-32 

［知识责任］川島真 著 



 

 

［正题名］日清戦争の軍事戦略 

［第一责任人］斎藤聖二著 

［出版地］東京 

［出版者］芙蓉書房出版 

［出版日期］2003.12 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］斎藤聖二 著 

 

 

［正题名］現代アジア 

［第一责任人］間山隆志編 

［出版地］東京 

［出版者］現代アジア研究会 

［出版日期］1982.3 

［知识责任］間山隆志 編 

 

 

［正题名］中国近代化の動態構造 

［第一责任人］森時彦編 

［出版地］京都 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］2004.2 

［丛编题名］京都大學人文科學研究所研究報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ ケンキュウ ホウコク 

［附注内容］中文タイトルは標題紙裏による 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］中国 1912- 中華民国/歴史 

［知识责任］森時彦 編 

 

 

［正题名］東京大学東洋文化研究所所蔵伊藤義教文庫目録 

［第一责任人］青木健，永ノ尾信悟編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター 

［出版日期］2004.1 

［丛编题名］東洋学研究情報センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ケンキュウ ジョウホウ センター ソウカン 3 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］蔵書目録 

［知识责任］青木健 編 

［知识责任］永ノ尾信悟 編 

 



 

［正题名］東京大学東洋文化研究所所蔵清朝建築関係史料目録 

［第一责任人］大田省一，井上直美編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター 

［出版日期］2004.3 

［丛编题名］東洋学研究情報センター叢刊 

［丛编题名］トウヨウガク ケンキュウ ジョウホウ センター ソウカン 4 

［主题词］建築/中国/歴史/清時代/史料/書目 

［知识责任］大田省一 編 

［知识责任］井上直美 編 

 

 

［正题名］日本所在朝鮮戸籍関係資料解題 

［第一责任人］東洋文庫東北アジア研究班（朝鮮）編纂 

［出版地］東京 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］2004.3 

［正题名］中国年鑑 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版地］東京 

［出版者］創土社 

［出版日期］2004.8 

［附注内容］奥付の責任者表示：中国研究所著，武照舎編集·制作(2001 年版- ) 

［主题词］中国/年鑑 

 

 

［正题名］図説アーネスト·サトウ 

［第一责任人］横浜開港資料館編 

［出版地］横浜 

［出版者］有隣堂 

［出版日期］2001.12 

［附注内容］アーネスト·サトウ著作目録：p117-120 

［附注内容］アーネスト·サトウ年譜：p121-123 

［附注内容］题名不是取自题名页 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］2004.3 

［主题词］東洋学/書目 

 



 

［正题名］アジア史料の情报资源化と国际的利用 

［第一责任人］東京大學史料編纂所編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大學史料編纂所 

［出版日期］2004.12 

［正题名］重慶国民政府史の研究 

［第一责任人］石島紀之，久保亨編 

［出版地］東京 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］2004.12 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］日中戦争 

［主题词］日中戦争 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］石島紀之 編 

［知识责任］久保亨 編 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］野村兼太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.2 

［知识责任］野村兼太郎 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］町田義一郎著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.5 

［知识责任］町田義一郎 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］三邊金藏，小高泰雄著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.9 

［知识责任］三邊金藏 著 

［知识责任］小高泰雄 著 

 

 



［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］園乾治著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.9 

［知识责任］園乾治 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］奥田忠雄著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.12 

［知识责任］奥田忠雄 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］園乾治著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.6 

［知识责任］園乾治 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.2 

［知识责任］加田哲二 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］金原賢之助著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.2 

［知识责任］金原賢之助 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］小泉信三著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 



［出版日期］1933.9 

［知识责任］小泉信三 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.9 

［知识责任］加田哲二 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］寺尾琢磨著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.11 

［知识责任］寺尾琢磨 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］奥井复太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.3 

［知识责任］奥井复太郎 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］藤林敬三著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.12 

［知识责任］藤林敬三 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］濱田恒一著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.12 

［知识责任］濱田恒一 著 

 

 



［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］奥井复太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.3 

［知识责任］奥井复太郎 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］金原賢之助著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.1 

［知识责任］金原賢之助 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］高木壽一著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.1 

［知识责任］高木壽一 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］小島榮治著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.1 

［知识责任］小島榮治 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］伊藤秀一著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.9 

［知识责任］伊藤秀一 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 



［出版日期］1933.9 

［知识责任］加田哲二 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］野村兼太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.9 

［知识责任］野村兼太郎 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］野村兼太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.11 

［知识责任］野村兼太郎 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］野村兼太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.3 

［知识责任］野村兼太郎 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］寺尾琢磨著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.3 

［知识责任］野村兼太郎 著 

 

 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］小高泰雄著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.6 

［知识责任］小高泰雄 著 

 

 



［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.11 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1932.12 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.1 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.2 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.5 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.6 

［正题名］世界經濟問題講座 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版地］東京 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1933.9 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］井汲卓一著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.5 

［知识责任］井汲卓一 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 



［第一责任人］服部之總著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.5 

［知识责任］服部之總 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］平野義太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.5 

［知识责任］平野義太郎 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］山田盛太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.5 

［知识责任］山田盛太郎 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］小川信一著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.5 

［知识责任］小川信一 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.5 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］小川信一著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.5 

［知识责任］小川信一 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 



［第一责任人］小林良正著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.6 

［知识责任］小林良正 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］大塚金之助，渡邊謙吉著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.6 

［知识责任］大塚金之助 著 

［知识责任］渡邊謙吉 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］小川信一著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.6 

［知识责任］小川信一 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］田中康夫著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.6 

［知识责任］田中康夫 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］井汲卓一著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.6 

［知识责任］井汲卓一 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］大塚金之助著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1932.6 

［知识责任］大塚金之助 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.8 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］伊豆公夫，羽仁五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.8 

［知识责任］伊豆公夫 著 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］玉城肇著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.8 

［知识责任］玉城肇 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］小林良正著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.8 

［知识责任］小林良正 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］平野義太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.8 

［知识责任］平野義太郎 著 

 



 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］服部之總著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.8 

［知识责任］服部之總 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.9 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.8 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］山田盛太郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.8 

［知识责任］山田盛太郎 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］山田勝次郎著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.8 

［知识责任］山田勝次郎 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］丸山一郎著 

［出版地］東京 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.8 

［知识责任］丸山一郎 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］木村恒夫著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.8 

［知识责任］木村恒夫 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史講座 

［第一责任人］相川春喜著 

［出版地］東京 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.8 

［知识责任］相川春喜 著 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1972.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1973.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1971.3 

［主题词］東洋学/書目 

 



 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1969.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1970.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1966.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1966.10 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1968.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 



［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1967.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1984.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1985.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1986.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1987.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1988.3 

［主题词］東洋学/書目 

 



 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1988.12 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1990.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1974.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1975.9 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1976.9 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 



［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1977.9 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1978.10 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1979.10 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1980.12 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1982.1 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1983.3 

［主题词］東洋学/書目 

 



 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1987.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］2003.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1991.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1992.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1993.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 



［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1988.12 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1993.5 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1994.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1995.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1996.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1996.12 

［主题词］東洋学/書目 

 



 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1998.2 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1998.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1999.2 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］東洋學文獻類目 

［第一责任人］京都大學人文科學研究所［編］ 

［出版地］京都 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］2000.3 

［主题词］東洋学/書目 

 

 

［正题名］中国方面海軍作戦 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1974.3 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 72 

［附注内容］1：付(図表 5 枚 袋入): 中国本土図ほか 

［附注内容］2：付(図表 5 枚 袋入): 漢口遡江作戦経過図ほか 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/空戦 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/海戦 



 

 

［正题名］中国方面海軍作戦 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1975.1 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 79 

［附注内容］1：付(図表 5 枚 袋入): 中国本土図ほか 

［附注内容］2：付(図表 5 枚 袋入): 漢口遡江作戦経過図ほか 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/空戦 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/海戦 

 

 

［正题名］満州方面陸軍航空作戦 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1972.2 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 53 

［附注内容］付（図表 11 枚 袋入）：満州国地図ほか 

［附注内容］题名不是取自题名页 

［主题词］日本/陸軍/歴史 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/空戦 

［主题词］満州事変 

 

 

［正题名］中國方面陸軍航空作戦 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1974.7 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 74 

［附注内容］付（図表 11 枚 袋入）：中国本土図ほか 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/空戦 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］北支の治安戦 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 



［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1968.8 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 18 

［附注内容］1：付（図表 9 枚 袋入）：北支那方面軍兵力配置要図ほか 

［附注内容］2：付（図表 9 枚 袋入）：北支那北部河北省地図ほか 

［主题词］日本/陸軍/歴史 

［主题词］軍政/中国 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］北支の治安戦 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1971.10 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 50 

［附注内容］1：付（図表 9 枚 袋入）：北支那方面軍兵力配置要図ほか 

［附注内容］2：付（図表 9 枚 袋入）：北支那北部河北省地図ほか 

［主题词］日本/陸軍/歴史 

［主题词］軍政/中国 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］昭和二十年の支那派遣軍 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1973.3 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 64 

［附注内容］1：付（図表 7 枚 袋入）：第 20 軍,第 23 軍南部粤漢鉄道打通作戦経過概要図

ほか 

［附注内容］2：付（図表 9 枚 袋入）：昭和 20 年初頭における支那派遣軍の態勢ほか 

［主题词］日本/陸軍/歴史 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/空戦 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］陸戦 

 

 

［正题名］陸軍軍戦備 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史部著 

［出版地］東京 



［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1979.7 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 99 

［附注内容］付（図 4 枚 袋入）：陸軍常備団隊配備表ほか 

［主题词］軍備/日本/歴史 

［主题词］陸軍 

 

 

［正题名］大本営海軍部大東亜戦争開戦経緯 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史部著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1979.8 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 100 

［附注内容］引用参考文献一覧：1：p403-410. 2：p573-580 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］大本営海軍部大東亜戦争開戦経緯 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史部著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1979.9 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 101 

［附注内容］引用参考文献一覧：1：p403-410. 2：p573-580 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］大本營陸軍部 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1970.6 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 35 

［附注内容］付（図表 8 枚 袋入）： 昭和十六年十二月一日における全般態勢図ほか 

［主题词］戦争/歴史 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］陸戦 

［主题词］陸軍 

 



 

［正题名］大本營陸軍部 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1975.3 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 82 

［附注内容］付（図表 3 枚 袋入）：アジア大陸，太平洋，印度洋方面一般図ほか 

［主题词］戦争/歴史 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］陸戦 

［主题词］陸軍 

 

 

［正题名］大本營陸軍部 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1972.10 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 59 

［附注内容］付（図表 9 枚 袋入）：アジア大陸,太平洋,印度洋方面一般図ほか 

［主题词］戦争/歴史 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］陸戦 

［主题词］陸軍 

 

 

［正题名］大本營陸軍部 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1967.9 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 8 

［附注内容］付（図表 4 枚 袋入）：満洲国地図ほか 

［主题词］戦争/歴史 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］陸戦 

［主题词］陸軍 

 

 

［正题名］大本營陸軍部 



［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1968.11 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 20 

［附注内容］付（図表 8 枚 袋入）：極東,南西太平洋素図ほか 

［主题词］戦争/歴史 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］陸戦 

［主题词］陸軍 

 

 

［正题名］香港·長沙作戦 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1971.7 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 47 

［附注内容］付（図 11 枚 袋入） 

［主题词］日本/陸軍/歴史 

［主题词］軍備/日本/歴史 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］昭和十七、八年の支那派遣軍 

［第一责任人］防衛庁防衛研修所戦史室著 

［出版地］東京 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1972.5 

［丛编题名］戦史叢書 

［丛编题名］センシ ソウショ 55 

［附注内容］付（図表 12 枚 袋入）：支那東部図ほか 

［主题词］日本/陸軍/歴史 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/空戦 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］陸戦 

 

 

［正题名］社会主義運動 

［第一责任人］山辺健太郎編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 



［出版日期］1968.6 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 20 

［主题词］社会主義/日本/歴史 

［知识责任］山辺健太郎 編·解説 

 

 

［正题名］社会主義運動 

［第一责任人］山辺健太郎編·解説 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1967.6 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 19 

［主题词］社会主義/日本/歴史 

［知识责任］山辺健太郎 編·解説 

 

 

［正题名］台湾 

［第一责任人］山辺健太郎編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 21 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［主题词］日本/歴史/大正時代/史料 

［知识责任］山辺健太郎 編 

 

 

［正题名］台湾 

［第一责任人］山辺健太郎編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1971.12 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 22 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［主题词］日本/歴史/大正時代/史料 

［知识责任］山辺健太郎 編 

 

 

［正题名］国家主義運動 

［第一责任人］高橋正衛編 



［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1974.2 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 23 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［主题词］日本/歴史/大正時代/史料 

［知识责任］高橋正衛 編 

 

 

［正题名］大本営 

［第一责任人］稲葉正夫編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1967.3 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 37 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］稲葉正夫 編 

 

 

［正题名］索引 

［第一责任人］北野民夫編 

［出版地］東京 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1980.2 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 别卷 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］北野民夫 編 

 

 

［正题名］満鉄 
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