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蔵書番号 書名 著者・編者名 出版地：出版社 刊行年 ページ数 形態、注記 備考

N-010001 孫文から尾崎秀実へ 中村新太郎著 東京: 日中出版 1975 317p 　
N-010002 日本軍と戦った日本兵　わが若き日の生きがい 水野靖夫著 東京: 白石書店 1974 219p 巻末: 中国略図; 年表: p.212-219
N-010003 ワイルド・スワン　上, 中, 下 ユン・チアン著; 土屋京子訳 東京: 講談社 1998 3冊 （講談社文庫）
N-010004 戦争　血と涙で綴った証言　上巻, 下巻 朝日新聞テーマ談話室編 東京: 朝日ソノラマ 1987 2冊 折り込図各1枚
N-010005 日本の阿片戦略　隠された国家犯罪 倉橋正直著 東京: 共栄書房 1996 281p 　
N-010006 秦漢帝国 西嶋定生著 東京: 講談社 1975

（第2
刷）

x, 490, 10p 図版3枚 年表: pp. 485-490. 索引: 巻末　第1刷は1974（中国の歴史　2)

N-010007 近代革命とアジア 河野健二編 名古屋: 名古屋大学出版会 1987 274p 　
N-010008 翻身　ある中国農村の革命の記録　Ⅰ-Ⅱ W. ヒントン著; 加藤祐三[ほか]訳 東京: 平凡社 1972 2冊 　
N-010009 東洋学の創始者たち: 白鳥庫吉　内藤湖南　服部宇之

吉　狩野直喜　桑原隲蔵　　　池内宏
吉川幸次郎編 東京: 講談社 1976 320p 年譜: 各章末

N-010010 地下党機関は活動する　第一部 A. F. フヨードロフ（Fedorov, A. F. 著）; 中
城竜雄編訳

東京 : 真理社 1951 224p 　

N-010011 中国　生活の質 ウィルフレッド・バーチェット（Burchett,
Wilfred G.）著; 杉山市平訳

東京: 筑摩書房 1975 369p, 図版16p, 折り込地
図1枚

協力: ルウイ・アレイ　原書名: China: the quality of life.

N-010012 上海東亜同文書院　日中を架けんとした男たち 栗田尚弥著 東京: 新人物往来社 1993 299p, 図版[4]p 東亜同文書院関係略年表: pp.290-296
N-010013 丁玲の自伝的回想 [丁玲著]; 中島みどり編訳 東京: 朝日新聞社 1982 275p 著者の肖像あり（朝日選書　199）
N-010014 支那・上海の經濟的諸相 杉村廣藏著 東京: 岩波書店 1942 4, 283p 　
N-010015 「上海東亜同文書院」風雲録　日中共存を追い続けた五

〇〇〇人のエリートたち
西所正道著 東京: 角川書店 2001 323p 主要参考文献: pp.319-323

N-010016 悲しみの海を越えて 伊藤克著 東京: 講談社 1982 367p 著者の肖像あり
N-010017 中国社会風俗史 尚秉和著; 秋田成明編訳 東京: 平凡社 1969 4, 384p 注: 各章末挿図あり　尚秉和『歴代社会風俗事物考』の部分訳（東洋文

庫 ; 151)

N-010018 道教 アンリ・マスペロ（Maspero, Henri）著; 川
勝義雄訳

東京: 平凡社 1978 　370, 26p 著者の肖像あり, 文献一覧: pp. 349-357, 中国史年表: pp. 358-361, 索
引: 巻末pp.1-26　原書名: Mélanges posthumes sur les religions et
l'histoire de la Chine: Le taoïsme（東洋文庫　329）

N-010019 東亜同文書院生 山本隆著 東京: 河出書房新社 1977 270p 　
N-010020 アジア経済をどう捉えるか 渡辺利夫著 東京: 日本放送出版協会 1989 206p 文献案内: p203-206（NHKブックス　568）
N-010021 湘桂公路　一九四五年 阪本楠彦著 東京: 筑摩書房 1986 245p 　
N-010022 明治維新と戦後改革　近現代史論 中村政則著 東京: 校倉書房 1999 367p 　
N-010023 経済発展と民主主義 中村政則著 東京: 岩波書店 1993 xv, 232p （岩波市民大　　学人間の歴史を考える/宮本憲一[ほか]編　11)
N-010024 生きて生き抜く　中西功を偲んで 　 　 [刊行年

不明]
 52p 中西功論文著作目録（pp. 45-50）　中西功年譜（pp. 51-52）

N-010025 太平洋戦争史論 藤原彰著 東京: 青木書店 1982 224p （青木現代叢書）
N-010026 新来・定住外国人がわかる事典 駒井洋編者代表 東京: 明石書店 1997 288p 編集委員: 石井由香ほか, 執筆者: 青木秀男ほか　付: 参考文献
N-010027 新華僑　世界経済を席捲するチャイナ・ドラゴン 莫邦富著 東京: 河出書房新社 1993 336p 参考文献: p. 332
N-010028-1 日中戦争日記 第1巻　杭州湾上陸　1984　254p, 図版[2]p　著者の肖像あり

N-010028-2 日中戦争日記 第4巻　華南掃蕩戦　1985　278p

N-010028-3 日中戦争日記 第5巻, 第6巻, 第7巻　警備戦　上, 中, 下　1985-1986　3冊

N-010029 中国革命と日本人 川合貞吉著 東京: 新人物往来社 1976 261p 　
N-010030 橘樸 山本秀夫著 東京: 中央公論社 1977 406p, 1枚 参考文献・橘樸年譜: pp. 394-403（中公叢書）
N-010031 天皇制と軍隊 藤原彰著 東京: 青木書店 1978 viii, 227p （青木現代叢書）
N-010032 島原のからゆきさん　奇僧・広田言証と大師堂 倉橋正直著 東京: 共栄書房 1993 238p 　
N-010033 北のからゆきさん 倉橋正直著 東京: 共栄書房 1989 253p 　
N-010034 からゆきさんの唄 倉橋正直著 東京: 共栄書房 1990 240p 　
N-010035 落地生根　神戸華僑と神阪中華会館の百年 中華会館編 東京: 研文出版 2000 460, xxiip, 図版[8]p 神戸華僑史年表: pp. [413]-437 ; 神戸華僑華人に関す　　る文献目録:

pp. [439]-458　中国文タイトル: 落地生根 : 神戸華僑與神阪中華会館
百年史　英文タイトル: Roots in a new homeland : a hundred years of
Chinese in Kobe-Osaka and their association　別タイトル: 落地生根
神戸華僑與神阪中華会館百年史

N-010036 中国人特派員が書いた日本 北京中日新聞事業促進会編; 関直美訳 川口: 日本僑報社 1999 367p 監修: 林国本　原著は「中国駐日記者回眸東京」1998年版（中国青年
出版社刊）

N-010037 東洋社会と西欧思想 島恭彦著; 斉藤孝解説 東京: 筑摩書房 1989 iv, 221, iip （筑摩叢書　330）
N-010038 ふたつの近代　ドイツと日本はどう違うか 望田幸男著 東京: 朝日新聞社 1988 238p （朝日選書　367）
N-010039 アジア特派員五十年　国造りへの挑戦と蹉跌のドラマを

見る
丸山静雄[著] 東京: 青木書店 1988 274p 年表・アジア五十年: pp. 262-265　丸山静雄著作リスト: pp. 266-267

N-010040 近代東アジア史像の再構成 中村哲著 東京: 桜井書店 2000 213p 参考文献あり
N-010041 環日本海地域社会の変容　「満蒙」・「間島」と「裏日本」 芳井研一著 東京: 青木書店 2000 315, ix p 　

N-010042 日本流行歌史　新版 古茂田信男[ほか]編 東京: 社会思想社 1994-
1995

3冊 上: 1868-1937　　中: 1938-1959　　下: 1960-1994    「日本流行歌史」
改訂版(1980)の新版　年表編: 上: 巻末pp. [19]-50. 中: 巻末pp. [15]-
41. 下: 巻末pp.[19]-97　各巻末: 主要人名・事項索引, 曲名索引, 歌い
出し索引

N-020001 現代政党学　政党システム論の分析枠組み　新装版 G.サルトーリ著; 岡沢憲芙, 川野秀之訳 東京: 早稲田大学出版部 1992 xix, 595, 7p 　
N-020002 中国諜報機関　現代中国　【闇の抗争史】 ロジェ・ファリゴ, レミ・クーファー著; 黄昭

堂訳
東京: 光文社 1990 310p 原著(1987)の英訳:The Chinese 　　　secret service, London: Headline

book pub. PLC, 1989]の抄訳　原書名: 　　　Kang sheng: et les services
secrets chinois.

N-020003 中国経済の離陸　社会主義の再生をめざして 凌星光著 東京: サイマル出版会 1989 4, 289p 　
N-020004 社会と国家 加藤哲郎著 東京: 岩波書店 1992 xi, 266p （岩波市民大学人間の　　歴史を考える/宮本憲一[ほか]編　9）
N-020005 図説韓国の歴史 姜徳相（강덕상), 鄭早苗（정조묘), 中山

清隆編; 金両基（김양기）監修

東京: 河出書房新社 1988 142p 歴史年表: pp. 138-142　文献:巻末

N-020006 朝鮮の近代 糟谷憲一著 東京: 山川出版社 1996 90p, 図版1枚 参考文献: pp.88-90（世界史リブレット　43）
N-020007 国民国家を問う 歴史学研究会編 東京: 青木書店 1994 x, 241p 参考文献:各章末
N-020008 現代中国論 竹内好著 東京: 勁草書房 1964 235p （中国新書　1）
N-020009 国家と社会 猪口孝著 東京: 東京大学出版会 1988 x, 213, 8p 文献案内: pp.194-209（現代政治学叢書  /猪口孝編　1）
N-020010 転形期　戦後日記抄 竹内好著 東京: 創樹社 1974 310p 　
N-020011 清末民国初政治評論集 西順蔵, 島田虔次編; 堀川哲男[ほか]訳 東京: 平凡社 1971 533, 10p 年表: 巻末:pp. 1-10（中国古典文学大系　第58巻）

N-020012 地球時代の民族=文化理論　脱「国民文化」のために 西川長夫著 東京: 新曜社 1995 224, 24p 日本人論・日本文化論関連年表: 巻末pp. 1-24　「国境の越え方: 比較
文化論序説」(筑摩書房, 1992.1)の続編

N-020013 アジアの世界 　 東京: 大月書店 1984 256, 5p （第三世界を知る/江口朴郎, 岡倉古志郎, 鈴木正四監修　1）
N-020014 世界史の現段階と日本 江口朴郎著 東京: 岩波書店 1986 203p （世界歴史叢書）
N-020015 現代の中国　東大教授訪中団報告 福武直編; 福武直[など]執筆 東京: 東京大学出版会 1977 384p 　
N-020016 独断！　中国関係名著案内 高島俊男著 東京: 東方書店 1991 x, 276p 　
N-020017 理論構造と基本概念 服部文男編集 東京: 青木書店 1977 vii, 360p （講座史的唯物論と現代　2）
N-020018-1 卡子　出口なき大地　1948年満州の夜と霧 1984 1冊 　
N-020018-2 卡子　出口なき大地　続　失われた時を求めて 1985 1冊 　
N-020019 人民の沈黙　わたしの中国記 松井やより著 東京: すずさわ書店 1980 382p 　
N-020020 混迷する中国経済　天安門カントリーリスク 渡辺長雄著 東京: 有斐閣 1991 xiii, 332p 参考文献: pp. 328-332
N-020021 朝鮮史 武田幸男編 東京: 山川出版社 2000 vi, 436, 84p, 図版[4]p 年表: 巻末pp. 28-46　参考文献: 巻末pp. 47-66（新版世界各国史　2）

N-020022 日中戦争 児島襄著 東京: 文藝春秋 1988 1冊 （文春文庫　141-33)
N-020023 貧農に訴える レーニン著; レーニン全集刊行委員会訳 東京: 大月書店 1954 109p （国民文庫　121）
N-020024 帝国主義　資本主義の最高の段階としての レーニン著; 宇高基輔訳 東京: 岩波書店 1956 231, 10p （岩波文庫 ; 白-146, 5644-5645）
N-020025-1 唐詩選　上
N-020025-2 唐詩選　中
N-020025-3 唐詩選　下
N-020026 日本にかんするテーゼ集 コミンテルン著; 石堂清倫, 山辺健太郎

編
東京: 青木書店 1961 257p （青木文庫　315）

N-020027 チャイコフスキー物語 園部四郎著 東京: 岩波書店 1949 5, 204p, 図版1枚 チャイコフスキー年譜・主要作品表: pp. [197]-204（岩波新書　青版-
18）

N-020028 太平洋戰爭陸戰概史 林三郎著 東京: 岩波書店 1951 2, 307p, 折り込図1枚 （岩波新書　青版-59）
N-020029 憲法を読む 小林直樹著 東京: 岩波書店 1966 v, 243, 3p （岩波新書　青版591）
N-020030 マルクス・レーニン主義の文化論 蔵原惟人著 東京: 新日本出版社 1966 197p （新日本新書　21）
N-020031 物価を考える 都留重人著 東京: 岩波書店 1967 v, 211p （岩波新書　青-631）
N-020032 銀行 安原米四郎著 東京: 岩波書店 1954 ii, 183p （岩波新書　青-178）
N-020033 マルクス・エンゲルス小伝 大内兵衛著 東京: 岩波書店 1964 vii, 203, 4p （岩波新書　青-543）
N-020034 中国史を学びつつ 堀敏一著 [東久留米]: 堀敏一 1984 183p 私家版　製作: 刀水書房
N-020035 農村は変わる 並木正吉著 東京: 岩波書店 1960 vi, 195p （岩波新書　青-388）
N-020036 北京三里屯第三小学校 浜口允子著 東京: 岩波書店 1976 vii, 219p （岩波新書　青-964）
N-020037 イギリスとアジア　近代史の原画 加藤祐三著 東京: 岩波書店 1980 ii, 233, 6p 　巻末: 参考文献（岩波新書　黄-108）
N-020038 沖繩からの報告 瀬長亀次郎著 東京: 岩波書店 1959 viii, 323, 7p （岩波新書　　青-353）
N-020039 民族の悲劇　沖縄県民の抵抗 瀬長亀次郎著 京都: 三一書房 1959 252p （三一新書　162）
N-020040 中国革命の起源　1915-1949 ルシアン・ビアンコ（Bianco, Lucien）著;

坂野正高訳; 坪井善明補訳
東京: 東京大学出版会 1989 xiii, 310p 文献解題: pp. 279-302　原書名: Les origines de la révolution chinoise.

N-020041 中国華北農村経済研究序説 内山雅生著; 金沢大学経済学部編 金沢: 金沢大学経済学部 1990 237p 主要参考文献目録: pp. 231-237（金沢大学経済学部研究叢書　4）
N-020042 中国農村変革再考　伝統農村と変革 小林弘二編 東京: アジア経済研究所 1987 　336p （研究双書 /アジア経済研究所[編]　363）
N-020043 アヘン戦争から辛亥革命　日本人の中国観と中国人の

日本観
王暁秋著; 中曽根幸子, 田村玲子訳; 監
訳: 小島晋治

東京: 東方書店 1991 xi, 264p 近代中日歴史対照略年表(一八四〇-一九一九年): pp. 251-261　近代
中日啓示録（北京出版社1987年刊）の部分訳

N-020044 現代日本社会 東京大学社会科学研究所編 [東京]: 東京大学社会科学研究
所

1991 ix, 398p 奥付の編者表示:東京大学社会科学研究所「現代日本社会」研究会;
製作:東京大学出版会  4　歴史的前提

N-020045 道教の本　不老不死をめざす仙道呪術の世界  東京: 学習研究社 1992 223p 道教ブックガイド: p. 223（New sight mook. Books Esoterica 4）
N-020046 中国の家・村・神々　近代華北農村社会論 路遥, 佐々木衞編 東京: 東方書店 1990 xi, 203p 文献: 章末
N-020047 中国　民主化運動の歴史 姫田光義著 東京: 青木書店 1990 208, 6p 参考文献: pp. 206-208 ; 日録: 北京・天津の66日: 巻末pp. 1-6
N-020048 農民が語る中国現代史　華北農村調査の記録 三谷孝編 東京: 内山書店 1993 295p, 図版[4]p 注記: 華北農村調査関係参考文献: pp. 45-46
N-020049 周縁からの中国　民族問題と国家 毛里和子著 東京: 東京大学出版会 1998 xii, 309, 33p 中国民族問題略年表: 巻末pp. 14-23　付表: 少数民族の人口推移　参

考文献: 巻末pp. 26-33

N-020050 アジア史からの問い　アイデンティティー複合と地域社
会

史学会編 東京: 山川出版社 1991 v, 252p 　

N-020051 中国革命と毛沢東思想　中国革命史の再検討 中西功著 東京: 青木書店 1969 354p 　
N-020052 新アジア学 板垣雄三, 荒木重雄編 東京: 亜紀書房 1987 xii,416p 文献: 章末
N-020053 東北アジア史の再発見　歴史像の共有を求めて 古厩忠夫編 東京: 有信堂高文社 1994 xv, 247p 環日本海地域交流略年表（山口博, 古厩忠夫作成): pp. 242-247（環日

本海叢書/  渋谷武, 多賀秀敏監修　3）

N-020054-1 中国現代史入門　上 　
N-020054-2 中国現代史入門　下
N-020055 村から中国を読む　華北農村五十年史 三谷孝[ほか]著 東京: 青木書店 2000 vi, 352, ix p 参考文献: pp. 349-352　引用・参考文献: 各章末　年表: 巻末pp. vi-ix

N-020056 中国-民主と自由の軌跡　天安門事件の歴史的背景 六四中国近現代史研究者声　　明有志
連絡会編; 西村成雄[ほか]編; 石島紀之
[ほか]執筆

東京: 青木書店 1989 　286p 　

N-030001 東洋の家と官僚 東洋文化研究會議編 東京: 生活社 1948 5, 296p 　
N-030002 中国の1万2967人に聞きました。　「日中国交正常化30

周年記念」・アンケート調査
国際交流研究所; 大森和夫, 弘子編著 川口: 日本僑報 2002 524p 協力: 中国日語教学研究会, 遼寧師範大学

N-030003 伝統中国　「盆地」「宗族」にみる明清時代 上田信著 東京: 講談社 1995 249p 　参考文献: pp. 239-241　索引: 巻末（講談社選書メチエ　35）
N-030004 歴史のなかの現代中国 山田辰雄編 東京: 勁草書房 1996 vi, 394p （慶應義塾大学　　地域研究センター叢書　4）
N-030005 中国革命の嵐の中で 中西功著 東京: 青木書店 1974 v, 296p 中西功略年譜・中西功著作目録: pp. 286-294
N-030006 知の帝国主義　オリエンタリズムと中国像 ポール A.コーエン（Cohen, Paul 　　A.）

著; 佐藤慎一訳
東京: 平凡社 1988 332p 文献: pp. 294-309　　Discovering history in China: American historical

writi ng on the recent 　　Chinese past, New York, Columbia University
Press, 1984の全訳（テオリア叢書）

N-030007 大陸侵攻と戦時体制  東京: 第一法規出版 1983 xii, 282p （昭和史の軍部と政治/三宅正樹[ほか]編集　2）
N-030008 漢奸裁判史　1946-1948 益井康一著 東京: みすず書房 1977 xiv, 352, viiip, 図版[8]p 関係年表: pp. 335-351
N-030009 日中戦争見聞記　1939年のアジア コリン・ロス著; 金森誠也, 安藤勉訳 東京: 新人物往来社 1990 218p （日本見聞記シリーズ　22）
N-030010 国家戦略の分裂と錯誤　下　支那事変－太平洋戦争  東京: PHP研究所 1986 1冊 （日本近代と戦争/長谷川慶太郎責任編集; 近代戦史研究会編　4）
N-030011 中国の社会福祉の歴史 星斌夫著 東京: 山川出版社 1988 298p  
N-030012 現代史におけるアジア　帝国主義と日本の戦争責任 荒井信一著 東京: 青木書店 1977 238p 　
N-030013 アジア　1945年　「大東亜共栄圏」潰滅のとき 中村平治, 桐山昇編; 岩田功吉[ほ　　か]

執筆
東京: 青木書店 1985 x, 220, v p 参考文献: pp. 215-220　巻末: 略年表

N-030014 国際政治の理論 山本吉宣編; 山本吉宣[ほか]執筆 東京: 東京大学出版会 1989 vii, 365p 参考文献: 各章末（講座国際政治/有賀貞 [ほか]編　1)
N-030015 中国 曽士才, 西澤治彦, 瀬川昌久編 東京: 河出書房新社 1995 374p 読書案内: pp. 362-365（暮らしがわかるアジア読本)
N-030016 産業主義を越えて 正村公宏著 東京: 中央経済社 1986 4, 11, 271p  
N-030017 21世紀日本と中国　国際学術討論会論文集 李玉, 湯重南編; 丸井憲校訳 北京: 北京大学出版社 1997 2, 497p 　
N-030018 あなたは日本が好きですか　中国人留学生の声 鋤柄治郎, 鈴木章子編 東京: 黄河　星雲社発売 1992 189p 　
N-030019 黎明の世紀　大東亜会議とその主役たち 深田祐介著 東京: 文藝春秋 1991 274, ivp, 図版[4]p 参考資料一覧: pp. 265-273

岩村三千夫著 東京: 至誠堂 1963

前野直彬注解 東京: 岩波書店 1961-
1963

3冊 （岩波文庫　　6409-6410, 6411-6414, 6415-6417a, 赤(32)-009-1, 009-
2, 009-3）

遠藤誉著 東京: 読売新聞社

村田和志郎著 東京: 鵬和出版 1984-
1986
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N-030020 「帝国」日本とアジア 浅田喬二編 東京: 吉川弘文館 1994 14, 273p, 図版2枚 参考文献: pp. 269-270（近代日本の軌跡　10）
N-030021 日中交渉史　文化交流の二千年 山口修著 東京: 東方書店 1996 vii, 210p （東方選書　30）
N-030022 巨大国家中国のゆくえ　国家・社会・経済 矢吹晋著 東京: 東方書店 1996 261, xvi p 参考文献目録: pp. 238-258
N-030023 中国の都市空間と社会的ネットワーク 陳立行著 東京: 国際書院 1994 195p 主要参考文献: pp. 169-177　索引: pp. 193-195（国際社会学叢書　ア

ジア編　　4）

N-030024 地域システム 溝口雄三[ほか]編; 佐藤幸男執筆 東京: 東京大学出版会 1993 x, 302p 参考文献等: 各章末（アジアから考える  溝口雄三[ほか]編　2）
N-030025 グローバル化の時代へ 清水透編 東京: 国際書院 1999 253p 付: 参考文献（フェリス社会人大学講座　1）
N-030026 中国をめぐる近代日本の外交 臼井勝美著 東京: 筑摩書房 1983 246p 参考文献: 各章末　巻末: 初出一覧
N-030027 北京の隠者　エドマンド・バックハウスの秘められた生涯 ヒュー・トレヴァ=　　ローパー（Trevor-

Roper, HHugh Redwald）[著]; 田中昌太
郎訳

東京: 筑摩書房 1983 318p エドマンド・バックハウスの肖像あり　原書名: Hermit of Peking: the
hidden life of Sir Edmund Backhouse.

N-030028 近代中国のなかの日本人 山根幸夫著 東京: 研文出版 1994 172, 9p （研文選書　59）
N-030029 科挙と近世中国社会　立身出世の階梯 何炳棣（Ho, Ping-ti）著; 寺田隆信, 千種

真一訳
東京: 平凡社 1993 362p 参考文献: pp. 347-362　原著第2版の翻訳　原書名: The ladder of

success in imperial China.

N-030030-1 中国共産党史資料集 第1巻　1918年7月-1925年8月
N-030030-2 中国共産党史資料集 第2巻　1925年9月-1927年4月
N-030030-3 中国共産党史資料集 第3巻　1927年4月-1928年6月
N-030031 歴史 大庭脩, 王暁秋編 東京: 大修館書店 1995 509p 注: 各章末　人名索引: pp. 498-509（日中文化交流史叢書/中西進, 周

一良編　　1）

N-030032-1 岩波講座　開発と文化 1　いま, なぜ「開発と文化」なのか / 川田順造[ほか]執筆．1997　viii,
264p　　　参考文献: 各章末

N-030032-2 岩波講座　開発と文化 2　歴史のなかの開発 / 山内昌之[ほか]執筆．1997　viii, 256p　参照文
献: 各章末

N-030033 地域システムと国際関係 平野健一郎編 東京: 東京大学出版会 1994 xi, 385p （講座現代アジア/山田辰雄, 渡辺利夫監修　4）
N-030034 中国・危機の読み方 加々美光行[ほか]執筆 東京: JICC出版局 1990 246p （別冊宝島　105）
N-030035 中国革命の内部　続・西行漫記 ニム・ウエールズ（Wales, Nym）著 ; 高田

爾郎訳
東京: 三一書房 1976 427,17p 原書名: Inside red China.

N-030036 アジア学の展開のために　シンポジウムとコメントによる 竹内好編 東京: 創樹社 1975 264p 参考文献: p. 264（創樹選書　1）

N-030037 戦後の思想家たち 山田洸著 東京: 花伝社; 発売: 同時代社 1985 240p （花伝選書　1）
N-030038-1 偉大なる道　朱徳の生涯とその時代　上
N-030038-2 偉大なる道　朱徳の生涯とその時代　下
N-040001 ユートピアへの想像力と運動　歴史とユートピア思想の

研究
小林一美, 岡島千幸著, 神奈川大学人文
学会編

東京: 御茶の水書房 2001 xiv, 412p 　

N-040002 移住民の秩序　清代四川地域社会史研究 山田賢著 名古屋: 名古屋大学出版会 1995 vii, 305, 3p 文献等の注:各章末. 初出一覧: p304-305. 索引: 巻末　著者の学位請
求論文(1991年,名古屋大学に提出)を加筆・修正し,平成6年度科学研
究費補助金「研究成果公開促進費」の交付を受けて刊行したもの

N-040003 両大戦間期の日本資本主義　上 山崎隆三編 東京: 大月書店 1978 1冊 （現代資本主義叢書　9）
N-040004 ふたつの近代　ドイツと日本はどう違うか 望田幸男著 東京: 朝日新聞社 1988 238p （朝日選書　367）
N-040005 マルクスとアジア　アジア的生産様式論争批判 小谷汪之著 東京: 青木書店 1979 　v, 223p 　
N-040006 支那最近の状勢概観 東洋協会調査部編 東京: 東洋協会 1942 42p （調査資料）
N-040007 支那抗日運動の思想的背景 梶原勝三郎 [著] [東京]: 教學局 1937 43p （教學叢書　第1輯）
N-040008 太平洋戦争外交史 田村幸策著 東京: 鹿島研究所出版会 1966 554p  
N-040009 現代中国文学の理論と思想　文化大革命と中国文学覚

え書
丸山昇著 東京: 日中出版 1974 262p 　

N-040010 中国の政治文化　なぜ民主主義が育たないのか 閔琦著; 丸山昇監訳 東京: 田畑書店 1991 350p 「中国政治文化民主政治難産的心理因素」（雲南人民出版社、1998
年）の訳

N-040011 中国国民政府の対日政策　1931-1933 鹿錫俊著 東京: 東京大学出版会 2001 v, 280p 基本資料目録: pp. 263-270　博士論文（一橋大学, 1998年）を基とした
もの

N-040012 鹿野正直著作目録 著作目録を刊行する会編集 [東京]: 著作目録を刊行する会 1992 64p 　
N-040013 財界の政治経済史　井上準之助・郷誠之助・池田成彬

の時代
松浦正孝著 東京: 東京大学出版会 2002 iv, 248, 13p 　

N-040014 1930年代中国政治史研究　中国共産党の危機と再生 田中仁著 東京: 勁草書房 2002 ix, 294p 文献目録: pp. 251-277（大阪外国語大学言語社会研究叢書　第1輯）

N-040015 日中戦争 鈴木隆史[ほか]執筆 東京: 青木書店 1988 vi, 269p 主要参考文献: 各章末参照・引用文献一覧: pp. 263-269（十五年戦争
史/藤原彰, 今井清一編集　2）

N-040016 日本近代と民衆　個別史と全体史 中村政則著 東京: 校倉書房 1984 270p  
N-040017 現代の日本 江口朴郎著 東京: 小学館 1976 358p 折り込み図1枚　年表: pp. 350-353（日本の歴史　32）
N-040018 戦間期中国〈自立への模索〉　関税通貨政策と経済発

展
久保亨著 東京: 東京大学出版会 1999 v, 307p 　

N-040019 中国社会の超安定システム　「大一統」のメカニズム 金観涛, 劉青峰著; 若林正丈, 村田雄二
郎訳

東京: 研文出版 1987 206p 原書名: 在歴史的表象背後対中国封建社会超穏定結構的探索（研文
選書　35）

N-040020 昭和の恐慌 中村政則著 東京: 小学館 1982 339p 年表: pp. 330-333　折込図1枚(2p)（昭和の歴史　2）
N-040021 十五年戦争の開幕 江口圭一著 東京: 小学館 1982 355p 年表: pp. 346-349　折込図1枚（2p）（昭和の歴史　4）
N-040022 日中全面戦争 藤原彰著 東京: 小学館 1982 355p 年表: pp. 346-349　折込図1枚（2p）（昭和の歴史　5）
N-040023 太平洋戦争 木坂順一郎著 東京: 小学館 1982 339p 年表: pp. 330-333　折込図1枚（2p）（昭和の歴史　7）
N-040024 文化の解釈学 C.ギアーツ（Geertz, Clifford）著; 吉田禎

吾[ほか]訳
東京: 岩波書店 1987-19872冊 原書名: The interpretation of cultures（岩波現代選書　118-119）

N-040025 現代史の選択　世界史における日本人の主体性確立の
ために

江口朴郎著 東京: 青木書店 1984 220p 　

N-040026 クレオールとは何か パトリック・シャモワゾー（Chamoiseau,
Patrick）, ラファエル・コンフィアン
（Confiant, Raphaël）著; 西谷修訳

東京: 平凡社 1995 xx, 326p 略年譜: pp. 311-317　原書名: Lettres créoles: tracées antillaises et
continentales de la littérature 1635-1975

N-040027 クレオール主義　the heterology of culture 今福龍太著 東京: 青土社 1991 282p 　
N-040028 大地の子（ブーミ・プトラ）　インドの近代における抵抗と

背理
小谷汪之 東京: 東京大学出版会 1986 vii, 251, 6p 文献: 巻末pp. 1-5　図版出典一覧: 巻末p. 6（新しい世界史　1）

N-040029 ビラの中の革命　ウィーン・1848年 増谷英樹著 東京: 東京大学出版会 1987 vi, 258, 24p 史料・文献一覧: pp. 1-24（新しい世界史　3）
N-040030 草の根のファシズム　日本民衆の戦争体験 吉見義明著 東京: 東京大学出版会 1987 iv, 302, 8p 参照文献一覧: 巻末pp. 1-8（新しい世界史　7）
N-040031 個（わたし）と共同性（わたしたち）　アジアの社会主義 吉沢南著 東京: 東京大学出版会 1987 iv, 291, 13p 文献: 巻末pp. 1-13（新しい世界史　9）
N-040032-1 独裁と民主政治の社会的起源　近代世界形成過程にお

ける領主と農民　Ⅰ

N-040032-2 独裁と民主政治の社会的起源　近代世界形成過程にお
ける領主と農民　Ⅱ

N-040033 抗戦期文学集　Ⅱ 竹内好編 東京: 平凡社 1963 1冊 内容: 寒夜 / 巴金[著]; 常石茂訳; 香港陥落 / 茅盾[著]; 小野忍, 丸山
昇訳; 新生 / 張天翼[著]; 木山英雄訳; 老女中 / 駱賓基[著]; 小野忍
訳; みれん / 老舍[著]; 千田九一訳; 春聯 / 葉紹鈞[著]; 木山英雄訳;
牛 / 周立波[著]; 高田昭二訳　巴金年譜: pp. 414-417（中国現代文学
選集 / 小野忍[ほか]編　8）

N-040034 文化大革命に到る道　思想政策と知識人群像 丸山昇著 東京: 岩波書店 2001 ix, 415, 7p 参考文献: 各章末　日中友好新聞の連載（1994年9月-2000年5月）を
加筆修正したもの

N-040035 記憶の比較文化論　戦争・紛争と国民・ジェンダー・エス
ニシティ

都留文科大学比較文化学科編 東京: 柏書房 2003 352p 　

N-040036 現代中国の政治と文学　批判と粛清の文学史 小山三郎著 東京: 東方書店 1993 vi, 274p 　
N-040037 沈黙の語りべ　中国の抗日戦争を支えたモノたち 樊建川著; 「沈黙の語りべ」　　翻訳グ

ループ訳
川口: 日本僑報社 2002 274p 原書名: 一个人的抗戦　一　从一个人的蔵品看一場全民族的戦争

N-040038 近代日本の中国認識　アジアへの航跡 野村浩一著 東京: 研文出版 1981 306p 参考文献あり（研文選書　9）
N-040039 世紀末のパートナー　中国人と日本人　隔たりをこえる

視座
張健著; 阿部治平,張貴民訳 東京: 東研出版 1993 222p 　

N-040040 近代日中交渉史話 さねとうけいしゅう著 東京: 春秋社 1973 434p  
N-040041 昭和経済史 竹内宏著 東京: 筑摩書房 1988 300p （ちくまライブラリー　16）
N-040042 日中儒学の比較 王家驊著 東京: 六興出版 1988 354, 11p, 図版1枚 （東アジアのなかの日本歴史　5）
N-040043 中国人の日本研究史 武安隆, 熊達雲著 東京: 六興出版 1989 359, 10p 付篇1　中国人の日本研究における主要著書一覧: pp. 322-336　付篇

2　中国人の日本研究における主要論文一覧: pp. 338-356（東アジア
のなかの日本歴史　12）

N-040044 批判的想像力のために　グローバル化時代の日本 テッサ・モーリス=スズキ著 東京: 平凡社 2002 277p 章末: 参考文献
N-040045 日中相互理解とメディアの役割 日中コミュニケーション研究会編 川口: 日本僑報社 2002 124p 　
N-040046 永遠の隣人　人民日報に見る日本人 孫東民主編; 横堀幸絵[ほか]訳; 監訳:

段躍中
川口: 日本僑報社 2002 606p, 図版[4]p 『人民日報』掲載の日本・日本人に関する記事（1972年-2002年4月）か

ら精選・編集したもの

N-050001 中国文化史・近代化と伝統 野原四郎[ほか]著 東京: 研文出版 1981 291p  
N-050002 中国の歴史書　中国史学史 増井経夫著 東京: 刀水書房 1984 298p （刀水歴史全書　20）
N-050003 中国歴史に生きる思想 重沢俊郎[著] 東京: 日中出版 1973 270p 　
N-050004 中国革命の思想 野村浩一著 東京: 岩波書店 1971 372p 　
N-050005 20世紀の中国　政治変動と国際契機 宇野重昭, 天児慧編 東京: 東京大学出版会 1994 vii, 357, 20p 年表: 巻末pp. 9-20
N-050006 現代中国の支配と官僚制　体制変容の文化的ダイナ

ミックス
李明伍著 東京: 有信堂高文社 2001 x, 245p 　

N-050007 中国の民衆と権力 今堀誠二著 東京: 勁草書房 1973 6, 326, 11p 　
N-050008 “きょうせい”変化考覚書 渋谷武著 [新潟]: [渋谷武] 2002 351p 　
N-050009 賢い大人になる50の方法　新潟大学シチズンシップ・プ

ロジェクト
栗原隆編 新潟: 新潟大学大学院現代社会

文化研究科
2002 212p 　

N-050010 北京特派員の眼 石川昌著 東京: 亜紀書房 1977 258p 　
N-050011 中国の歴史と民衆 増井経夫著 東京: 吉川弘文館 1972 5, 329p 　
N-050012 中国近代化の歴史と展望 池田誠, 上原一慶, 安井三吉編 京都: 法律文化社 1996 2, 7, 265p （20世紀中国と日本　下巻）
N-050013 歴史まみれの韓国　現代両班(ヤンバン)紀行 尹学準著 東京: 亜紀書房 1992 264p 　
N-050014 祖国之鐘 恵京仔 川口:日本僑報社 2002 6, 280p 　
N-050015 関東大震災中国人大虐殺 仁木ふみ子[著] 東京: 岩波書店 1991 70p （岩波ブックレット　No. 217）
N-050016 南京大虐殺　新版 藤原彰[著] 東京: 岩波書店 1988 62p （岩波ブックレット　シリーズ昭和史　No. 5）
N-050017 明治・大正の農村 大門正克[著] 東京: 岩波書店 1992 62p 参考文献: 巻末（岩波ブックレット　シリーズ日本近代史　No. 11）
N-050018 日本占領下香港で何をしたか 和久田幸助[著] 東京: 岩波書店 1991 62p （岩波ブックレット　No. 195　証言昭和史の断面）
N-050019 七三一部隊と天皇・陸軍中央 吉見義明, 伊香俊哉[著] 東京: 岩波書店 1995 63p （岩波ブックレット　No. 389）
N-050020 『世界』の40年　戦後を見直す、そして、いま 大江健三郎, 安江良介対談 東京: 岩波書店 1984 63p （岩波ブックレット　no. 39）
N-050021 〈軍事大国〉日本　どこまで軍事化されたか 「世界」編集部編 東京: 岩波書店 1987 70p （岩波ブックレット　102）
N-050022 盧溝橋事件 江口圭一[著] 東京: 岩波書店 1988 62p 参考文献-理解をいっそう深めるために: p. 62（岩波ブックレット　シリー

ズ昭和史　No. 3）

N-050023 日独伊三国同盟と第二次大戦 木畑洋一[著] 東京: 岩波書店 1988 62p 参考　　文献: p. 62（岩波ブックレット　シリーズ昭和史　No. 4）
N-050024 証言・日中アヘン戦争 江口圭一編; 及川勝三, 丹羽郁也[著] 東京: 岩波書店 1991 62p （岩波ブックレット　No. 215）
N-050025 日系アメリカ人　強制収容から戦後補償へ 岡部一明[著] 東京: 岩波書店 1991 62p （岩波ブックレット　No. 234）
N-050026 昭和を生きて 澤地久枝, 本島等[著] 東京: 岩波書店 1991 62p （岩波ブック　　レット　No. 184）
N-050027 朝鮮・中国と帝国日本 井口和起[著] 東京: 岩波書店 1995 62p 参考文献: p. 62（岩波ブックレット　シリーズ日本近代史　No. 4）
N-050028 朝鮮人従軍慰安婦 鈴木裕子[著] 東京: 岩波書店 1991 61p （岩波ブックレット　No. 229　証言昭和史の断面）
N-050029 近現代史をどう見るか　司馬史観を問う 中村政則[著] 東京: 岩波書店 1997 63p 引用文献: pp. 62-63（岩波ブックレット　no. 427）
N-050030 高度成長から「経済大国」へ 伊藤正直[著] 東京: 岩波書店 1988 63p 参考文献: p. 63（岩波ブックレット　シリーズ昭和史　No. 13）
N-050031 日本の侵略と日本人の戦争観 江口圭一[著] 東京: 岩波書店 1995 62p 参考文献: p. 62（岩波ブックレット　No. 365）
N-050032 石橋湛山と小国主義 井出孫六[著] 東京: 岩波書店 2000 61p 主な参考文献: p. 61　本書ならびに石橋湛山関連年譜: 巻末（岩波ブッ

クレット　No. 510）

N-050033 皇国史観 永原慶二[著] 東京: 岩波書店 1983 63p （岩波ブックレット　no. 20）
N-050034 満蒙の権益と開拓団の悲劇 井出孫六[著] 東京: 岩波書店 1993 54p （岩波ブックレット　シリーズ日本近代史　No. 9）
N-050035 歴史教科書と国際理解 高崎宗司編 東京: 岩波書店 1991 62p （岩波ブックレット　No. 231）
N-050036 歴史的現在をどう生きるか 弓削達[著] 東京: 岩波書店 1992 62p （岩波ブックレット　No. 276）
N-050037 荒れ野の40年　ヴァイツゼッカー大統領演説全文　1985

年5月8日
ヴァイツゼッカー（Weizsäcker, Richard,
Freiherr von）[述]; 永井清彦[訳]

東京: 岩波書店 1986 55p （岩波ブックレット　no.55）

N-050038 大東亜共栄圏 小林英夫[著] 東京: 岩波書店 1988 62p 参考文献: p. 62（岩波ブックレット　シリーズ昭和史　No. 7）
N-050039 戦後意識の変貌 加藤哲郎[著] 東京: 岩波書店 1989 62p 参考文献: p. 63（岩波ブックレット　シリーズ昭和史 ; No. 14）
N-050040 多民族社会アメリカのゆくえ 本間長世[著] 東京: 岩波書店 1992 62p （岩波ブックレット　No. 270）
N-050041 産業カウンセリングの現場から　企業戦士のうしろ姿 藤田雅子[著] 東京: 岩波書店 1992 62p （岩波ブックレット　No. 245）
N-050042 アジアから見たナガサキ　被害と加害 西田勝[ほか著] 東京: 岩波書店 1990 57p （岩波ブックレット　No. 157）
N-050043 臓器置換と意識変革　パネル討論 日本人工臓器学会編 東京: 朝日新聞社 1988 63p パネリスト: 立花隆ほか　特別発言: 曲直部寿夫, 岩崎洋治（朝日ブック

レット　94）

N-050044 国民国家とナショナリズム 谷川稔著 東京: 山川出版社 1999 82p 参考文献: pp. 80-82（世界史リブレット　35）
N-050045 学問の自由と経済学の危機 宇沢弘文著 京都: かもがわ出版 1989 60p （かもがわブックレット　18）
N-050046 エリツィンからプーチンへ 中澤孝之[著] 東京: 東洋書店 2000 64p ロシア　　関連年表: 巻頭（ユーラシア・ブックレット /ユーラシア・ブック

レット編集　　委員会企画・編集　No. 1）

N-050047 「戦争常識」と「平和常識」　海兵隊生活3年　アメリカ人
学者が語る「私の日本国憲法　ダグラス・スミス講演録」

ダグラス・スミス講演 新潟: 憲法改悪阻止新潟県各界
連絡会議

1996 56p 　

N-050048 日中戦争史　増補改訂版 秦郁彦著 東京: 河出書房新社 1972 6, 387, 6, 6p 年表: pp. 362-364　参考文献: 巻末pp. 1-6
N-050049 上海米市調査 社会經濟調査所[編] 東京: 生活社 1940 2, 3, 98p 行政院農村復興委員會秘書処刊（支那經濟資料   社会経済調査所編

13）

その他の訳者: 森山茂徳, 高橋直樹　原書名: Social origins of
dictatorship and democracy : lord and peasant in the making of the
modern world.（岩波現代選書　120-121）

2冊1986-
1987

東京: 岩波書店バリントン・ムーア Jr.（Moore,
Barrington）著; 宮崎隆次[ほか]訳

A・スメドレー（Smedley, Agnes）　　著; 阿
部知二訳

東京: 岩波書店 1955 2冊 原書名: The great road: the life and times of Chu Teh.（時代の窓）

川田順造[ほか]編集委員 東京 : 岩波書店 1997

日本国際問題研究所中国部会編 東京: 勁草書房 1970-
1975

2 / 18 ページ

https://www.arc.niigata-u.ac.jp/holding/


< 所蔵資料へ

古厩文庫（日BOX） （2019年8月1日現在）

蔵書番号 書名 著者・編者名 出版地：出版社 刊行年 ページ数 形態、注記 備考

N-050050 解放の光と影　1930年代-40年代 [木畑洋一ほか執筆] 東京: 岩波書店 1998 xv, 269p 参考・参照文献: 各章末（岩波講座世界歴史/樺山紘一[ほか]編　24）

N-050051 抗日戦争と中国民衆　中国ナショナリズムと民主主義 池田誠編著 京都: 法律文化社 1987 4, v, 274p 抗日戦争史年表（深尾葉子, 佐々木千枝作成): pp. 257-274
N-050052 日中国交回復30周年　日中の過去・現在・未来 立命館大学人文科学研究所編 京都: 立命館大学人文科学研究

所
2002 125p （立命館土曜講座シリーズ　14）

N-050053 周辺から見た20世紀中国　日・韓・台・港・中の対話 横山宏章, 久保亨, 川島真編 福岡: 中国書店 2002 343p, 図版[1]枚 参考文献あり　2001年11月28日-30日に長崎県対馬で開催されたシン
ポジウム「周辺から見た20世紀中国」の報告集

N-050054 中国　政治・社会 加々美光行編 東京: アジア経済研究所 1995 1冊 引用文献: 各巻「総論」末　文献等の注: 章末
 (地域研究シリーズ： 4)

N-050055 中国ナショナリズムと民主主義　二〇世紀中国政治史
の新たな視界

西村成雄著 東京: 研文出版 1991 341p （研文選書　50）

N-050056 興亜院と戦時中国調査 本庄比佐子, 内山雅生, 久保亨編 東京: 岩波書店 2002 vii, 382p 付: 刊行物所在目録（興亜院調査報告所在目録）　目録索引
N-050057 中華民国期農村土地行政史の研究　国家-農村社会間

関係の構造と変容
笹川裕史著 東京: 汲古書院 2002 v, 333p 中文要旨: pp. 330-333　著者の学位論文(広島大学, 2002.3)に若干の

加筆を行ったもの（汲古叢書　43）

N-050058 中国の公と私 溝口雄三著 東京: 研文出版 1995 249p （研文選書　62）
N-050059 中国近代史ノート 陳舜臣著 東京: 朝日新聞社 1976 297p 　
N-050060 世紀末中国のかわら版　絵入新聞『点石斎画報』の世

界
中野美代子, 武田雅哉編訳 東京: 福武書店 1989 204p 点石斎画報関連年表: pp. 196-197（Fukutake Books　4）

N-050061 転形期における中国の知識人 小谷一郎, 佐治俊彦, 丸山昇編 東京: 汲古書院 1999 8, 576p 　
N-050062 中国人の生活風景　内山完造漫語 内山完造著 東京: 東方書店 1979 277p （東方選書　3）
N-050063 方法としての中国 溝口雄三著 東京: 東京大学出版会 1989 iii, 312p  
N-050064 上海ネットワークと近代東アジア 古田和子著 東京: 東京大学出版会 2000 iv, 237p 　
N-050065 近代アジアの流通ネットワーク 杉山伸也, リンダ・グローブ編 東京: 創文社 1999 xii, 328, 21p 英文Abstract: 巻末pp. [1]-14　執筆者: 谷本雅之ほか 訳者: 金田真磁

ほか

N-050066 近代日本のアジア観 岡本幸治編著 京都: ミネルヴァ書房 1998 vi, 293, 10p 付: 参考文献（MINERVA日本史ライブラリー　5)
N-050067 蒋介石 石丸藤太著 東京: 春秋社 1937 4, 4, 386p 　
N-050068 日本帝国主義史研究 江口圭一著 東京: 青木書店 1998 446p 索引: pp. 439-446
N-050069 現代中国政治 毛里和子著 名古屋: 名古屋大学出版会 1993 vi, 341, 17p 年表(1949-92): pp. 311-325　参考文献リスト: pp. 326-338　著者(政治

関係)主要論文リスト: pp. 339-341

N-050070 専制国家史論　中国史から世界史へ 足立啓二著 東京: 柏書房 1998 282, iv p （叢書　歴史学と現在）
N-050071 日本占領下上海における日中要人インタビューの記録

木村英夫著『亜細亜再建秘録敗戦前夜』
高綱博文編・解説 東京: 不二出版 2002 16, 162p 私家版『敗戦前夜』(1994年, 佐藤咲代)の復刻（十五年戦争極秘資料

集　補巻19）

N-050072 大地の谺　シベリア鉄道建設綺譚 李克異(袁犀)著; 森脇英夫[ほか]訳; 監
訳:中薗英助

東京: 徳間書店 1991 465p 原書名: 歴史的回声

N-050073 図説日中戦争 森山康平著; 太平洋戦争研究会編 東京: 河出書房新社 2000 175p 日中戦争年表: pp. 174-175　主要参考文献: p. 173（ふくろうの本）
N-050074 中国20世紀史 姫田光義[ほか]著 東京: 東京大学出版会 1993 vii, 317, 41p 年表: 巻末pp. 20-31 ; 参考文献: 巻末pp. 32-41
N-050075 中国の現代史　戦争と社会主義 奥村哲著 東京: 青木書店 1999 218, vii p 20世紀の中国と世界略年表: 巻末pp. i-v
N-050076 上海史　巨大都市の形成と人々の営み 高橋孝助, 古厩忠夫編 東京: 東方書店 1995 vi, 272, 48p 参照・引用文献目録: 巻末pp. 42-48　上海史年表: 巻末pp. 11-41　索

引: 巻末pp. 2-10

N-050077 アジアの都市と人口 日中地理学会議編訳 東京: 古今書院 1992 xi, 182p  
N-060001 国民革命の展開と挫折　アヘン戦争から北伐まで 岩村三千夫著 東京: 徳間書店 1966 286p 現代中国の歴史（年表): pp. 281-286（現代中国の歴史 / 岩村三千夫

著　1）

N-060002 内戦から抗日へ 岩村三千夫著 東京: 徳間書店 1966 286p 現代中国の歴史（年表): pp. 280-283（現代中国の歴史 / 岩村三千夫
著　2）

N-060003 国際社会の変容と行為体 多賀秀敏編 東京: 成文堂 1999 7, 6, 427p 普及版
N-060004 日中ホンネで大討論！　今, 言語と国境の壁を越えたタ

ブーなき討論が始まった
漢語迷編 川口: 日本僑報社 2002 234p 　

N-060005 抗日戦争八年　われわれは如何にして日本に勝ったか 蒋緯国著; [藤井彰治訳] 東京: 早稲田出版 1988 240p 著者の肖像あり

N-060006 中国近代化過程の指導者たち 曽田三郎編 東京: 東方書店 1997 vi, 289p 文献: 章末
N-060007 同生共死の実体　汪兆銘の悲劇 金雄白著; 池田篤紀訳 東京: 時事通信社 1960 466p 　
N-060008 汪兆銘全集　第1巻 河上純一譯 東京: 東亞公論社 1939 388p 内容: 民族的国民, 革命の趨勢を論ず, 他
N-060009 中日戦争と国際情勢 具島兼三郎著; 中国研究所編 東京: 実業之日本社 1948 　174p （中國新書）
N-060010 日華・風雲の七十年　張群外交秘録 張群著; 古屋奎二訳 東京: サンケイ出版 1980 285p, 図版[4]p 著者の肖像あり
N-060011 ずいひつ　とどろき 岩武照彦著 東京: 通商産業調査会出版部 1996 v, 167p 非売品
N-060012 大東亞現代史 有高巖著 東京: 東京開成館 1943 4, 4, 644p 　
N-060013 図説　上海　モダン都市の150年 村松伸文; 増田彰久写真 東京: 河出書房新社 1998 127p 上海建築都市年表: pp. 120-123　参考文献: pp. 124-125
N-060014 東アジア文明の形成 筑摩書房編集部編集 東京: 筑摩書房 1960 320, 10p （世界の歴史/筑摩書房編集部　3）
N-060015 東アジア世界の変貌 筑摩書房編集部編集 東京: 筑摩書房 1961 2, 331, 13p, 図版[4]p 折り込地図1枚　年表: pp. 327-329　参考文献: 巻末pp. 11-13（世界の

歴史/筑摩書房編集部　6）

N-060016 懐かしの上海　写真集 小堀倫太郎編 東京: 国書刊行会 1995 126p 新装版　初版発行: 1984.4
N-060017 目でみる5000年　韓国の歴史 アンドリュー・C・ナム（Nahm, Andrew C.）

著; 田中節子訳
Seoul: 翰林出版社 1988 128p 発売: 三修社　別書名: A panorama of 5000 years: Korean history,

1983.

N-060018 誰も知らなかった中国の写真家たち　Modern Chinese
photographers

 東京: 朝日新聞社 1994 226p アサヒカメラ1994年5月増刊

N-060019 大陸特務工作　大庭政利・丁政将軍の戦記 平一恕著 東京: 白金書房  c1975 302p 　
N-060020 支那事變から大東亞戰爭へ 本多熊太郎著 東京: 千倉書房 1942 3, 13, 469p  
N-060021 太平洋戦争前夜　開戦までの舞台裏 楊逸舟著 東京: 桃源社 1970 257p 付:参考文献・年表（桃源選書）
N-060022 近代中国と日本　提携と敵対の半世紀 曽田三郎編著 東京: 御茶の水書房 2001 ix, 333p 　
N-060023 日中戦争下の外交 劉傑著 東京: 吉川弘文館 1995 5, 386, 6p 　
N-060024 新生支那と日本 藤枝丈夫著 東京: 育生社 1938 3, 9, 394p 　
N-060025 華中戦記 森金千秋著 東京: 図書出版社 1976 302p, 図版[4]p 著者の肖像あり
N-060026 中国のなかの日本人 梨本祐平著 東京: 同成社 1983 418p, 図版[1]p 中国・日本関係年表: pp. 408-416　著者の肖像あり

N-060027 近代日中関係史研究入門 山根幸夫[ほか]編 東京: 研文出版 1992 iv, 467p その他の編者: 藤井昇三, 中村義, 太田勝洪　近代日中関係史年表:
pp. 457-465

N-060028 植民地帝国日本 東京: 岩波書店 1992 xxi, 296p 文献: 各章末　（岩波講座　近代日本と植民地 / 大江志乃夫[ほか]編
1）

N-060029 植民地化と産業化 東京: 岩波書店 1993 xix, 307p 文献等の注: 各章末　（岩波講座　近代日本と植民地 / 大江志乃夫
[ほか]編　3）

N-060030 統合と支配の論理 東京: 岩波書店 1993 xxiii, 317p 文献等の注: 各章末　（岩波講座　近代日本と植民地 / 大江志乃夫
[ほか]編　4）

N-060031 膨張する帝国の人流 東京: 岩波書店 1993 xix, 272p 文献等の注: 各章末　（岩波講座　近代日本と植民地 / 大江志乃夫
[ほか]編　5）

N-060032 文化のなかの植民地 東京: 岩波書店 1993 xxi, 274p 文献等の注: 各章末　（岩波講座　近代日本と植民地 / 大江志乃夫
[ほか]編　7）

N-060033 アジアの冷戦と脱植民地化 東京: 岩波書店 1993 xxiii, 360p 文献等の注: 各章末　（岩波講座　近代日本と植民地 / 大江志乃夫
[ほか]編　8）

N-060034 アジアの戦争 エドガー・スノー（Snow, Edgar）著; 森谷
厳訳

東京: みすず書房 1956 352p, 図版[9]p 年表: pp. 343-349　原書名: The battle for Asia.（現代史大系　3　中日
戦争　[第1]）

N-060035 中国の赤い星　新版 エドガー・スノウ（Snow, Edgar）著; 宇佐
美誠次郎訳

東京: 筑摩書房 1962 362p 原書名: Red star over China.

N-060036 人民的議会主義 不破哲三著 東京: 新日本出版社 1970 299p 　
N-060037 後衛の位置から　『現代政治の思想と行動』追補 丸山真男著 東京: 未来社 1982 191p 　
N-060038 実録アジアの曙　[第一部] 山中峯太郎著 東京: 文芸春秋社 1962 284p
N-060039 実録アジアの曙　[第2部]　第三革命の真相 山中峯太郎著 東京: 文芸春秋社 1963 290p
N-060040 漂泊の中国作家　小田嶽夫創作集 小田嶽夫著 東京: 現代書房 1965 284p  
N-060041 竹内好評論集　第1巻　新編現代中国論 東京: 筑摩書房 1966 432p

N-060042 上海夜話 内山完造著 東京: 改造社 1940 2, 423p 　
N-060043 上海漫語 内山完造著 東京: 改造社 1938 356p 　
N-060044 上海記 金谷正夫著 東京: 興風館 1944 255p 　
N-060045 全貌支那　地理・經濟・社會 大橋哲哉譯 東京: 白揚社 1940 8, 370p 參考文獻: 各項目・章末にあり　ソヴエート大百科事典の「支那」の部

の全訳

N-070001 中国共産党史資料集　第4巻: 1928年7月-1930年6月 日本国際問題研究所中国部会編 東京: 勁草書房 1970-
1975

N-070002 中国共産党史資料集　第5巻: 1930年6月-1932年2月 日本国際問題研究所中国部会編 東京: 勁草書房
N-070003 中国共産党史資料集　第6巻: 1932年2月-1934年1月 日本国際問題研究所中国部会編 東京: 勁草書房
N-070004 中国共産党史資料集　第7巻: 1934年1月-1935年9月 日本国際問題研究所中国部会編 東京: 勁草書房
N-070005 中国共産党史資料集　第8巻: 1935年10月-1937年9月 日本国際問題研究所中国部会編 東京: 勁草書房

N-070006 中国共産党史資料集　第9巻: 1937年10月-1939年7月 日本国際問題研究所中国部会編 東京: 勁草書房

N-070007 中国共産党史資料集　第10巻: 1939年9月-1941年12月 日本国際問題研究所中国部会編 東京: 勁草書房

N-070008 中国共産党史資料集　第11巻: 1942年1月-1943年12月 日本国際問題研究所中国部会編 東京: 勁草書房

N-070009 中国共産党史資料集　第12巻: 1944年1月-1945年8月 日本国際問題研究所中国部会編 東京: 勁草書房

N-070010 日本と中国　若者たちの歴史認識 日高六郎編 東京: 梨の木舎 1995 235p （教科書に書かれなかった戦争/アジアの女たちの会, 8.15とアジアグ
ループ（ア　　ジア文化フォーラム）編　Part　19)

N-070011 中国人の見た中国・日本関係史　唐代から現代まで 中国東北地区中日関係史研究会編; 鈴
木静夫, 高田祥平編訳

大阪: 東方出版 1992 8, 450p 「中日関係史論叢」第1集（1982年刊）の翻訳

N-070012 アジアを語ることのジレンマ　知の共同空間を求めて 孫歌著 東京: 岩波書店 2002 vii, 256p 初出一覧: p243-244
N-070013 上海－開放性と公共性 根橋正一著 竜ケ崎: 流通経済大学出版会 1999 iv, 253p 文献: pp. 218-229
N-070014 日本への遺書 陶晶孫著 東京: 東方書店 1995 viii, 239p, 図版2枚 創元社, 昭和27年刊の再刊
N-070015 陸軍贋幣作戦　計画・実行者が明かす日中戦秘話 山本憲蔵著 東京: 現代史出版会, 発売:徳間

書店
1984 246p 参考引用文献・著者略歴: pp. 244-246　著者の肖像あり

N-070016 中国近代政治思想史入門 横山宏章著 東京: 研文出版 1987 327p 参考資料: pp. 324-327（研文選書　37）
N-070017 匪賊　近代中国の辺境と中央 フィル・ビリングズリー（Billingsley, Phil）

著; 山田潤訳
東京: 筑摩書房 1994 vii, 438p 参照文献一覧: pp. 391-410 Bandits in republican Chinaの訳

N-070018 日本の中華民国史研究 野澤豊編 東京: 汲古書院 1995 v, 350p 執筆者: 野澤豊ほか　研究文献目録/泉谷陽子, 三品英憲編: pp. 287-
330　人名索引: pp. 331-337　雑誌『近きに在りて』掲載の論文に若干
の論稿を加えてまとめたもの

N-070019 中国民族政策の研究　清末から1945年までの「民族論」
を中心に

松本ますみ著 東京: 多賀出版 1999 vii, 359p 事項索引: pp. 345-359

N-070020 エスノナショナリズムと政治統合 石川一雄著 東京: 有信堂高文社 1994 xii, 257, xx p 引用・参考文献リスト:巻末pp. v-xx　事項・人名索引:巻末pp. i-iv
N-070021 東アジア世界の地域ネットワーク 濱下武志編 東京: 国際文化交流推進協会,

東京: 山川出版社（発売)
1999 vii, 236p 参考文献: pp. 223-233国際交流基金の機関誌『国際交流』第62号

(1993.11)の特集「東アジアという地域世界」を改題, 編集したもの（シ
リーズ国際交流　3）

N-070022 近代日本文学における中国像 村松定孝, 紅野敏郎, 吉田熈生編 東京: 有斐閣 1975 11, 287p （有斐閣選書）
N-070023 近代日本と中国　上, 下 竹内好, 橋川文三編 東京: 朝日新聞社 1974 2冊 参考文献あり　略年表: 下巻pp. 322-327（朝日選書　13, 14）
N-070024 中国の日本観 玉嶋信義編訳 東京: 弘文堂新社 1967 4,324p 　
N-070025 中国からみた日本近代史 劉恵吾, 劉学照主編; 横山宏章訳 東京: 早稲田大学出版部 1987 299p 日本帝国主義侵華史略1984年刊の翻訳
N-070026 中国近代の群像 陳舜臣著 東京: 朝日新聞社 1980 305p 『中国近代史ノート』改題（朝日選書　172）
N-070027 韓国から見た日本　私の日本論ノート 池明観（지, 명관）著 東京: 新教出版社 1993 262p 　

N-080001 アジア学のみかた。  東京: 朝日新聞社 1998 176p （AERA MOOK　33）
N-080002 中国趣味の系譜  東京: 名著刊行会 1992.5 270p （日本学: 歴史・文学・宗教・倫理 = The semiannualy of Japanology

19）

N-080003 戦後思想の旅から 内山節著 東京: 有斐閣 1992 v, 239p 『信濃毎日新聞』　1989年10月から91年2月連載
N-080004 中国八路軍, 新四軍史 宍戸寛[ほか]著 東京: 河出書房新社 1989 573, xvip 文献, 八路軍, 新四軍関係年表 佐藤宏編: pp. 541-569　その他の著

者: 内田知　　行, 馬場毅, 三好章, 佐藤宏

N-080005 太平洋戦争の終結　アジア・太平洋の戦後形成 細谷千博[ほか]編 東京: 柏書房 1997 xvi, 434, 5p その他の編者: 入江昭, 後藤乾一, 波多野澄雄　「終戦とアジア太平洋
太平洋戦争終結50周年国際学術会議」(開催:1995年8月24日-8月26
日伊東市)をもとに刊行

N-080006 クリフォード・ギアツの経済学　アジア研究と経済理論の
間で

原洋之介著 東京: リブロポート 1985 307p 序章-V章に関する引用文献: pp. 247-253（社会科学の冒険　4）

N-080007 道なきにあらず ルーウィ・アレイ（Alley, Rewi）著; 小野田
耕三郎, 都留信夫訳

東京: ありえす書房 1975 304p 参考文献: p. 304　原書名: Yo Banfa! We have a way! 　Peking, New
World Press, 1955. 別書名: 辺境に生きた中国工業合作者の人びと（現
代史叢書）

N-080008 フランス人民戦線史 フランス共産党中央委員会付属歴史小
委員会編纂; 人民戦線史翻訳刊行委員
会編

東京 : 新日本出版社 1971 260p 『フランス共産党史(提要)』のうち, 人民戦線の経験をのべた第6,7,8章
の全訳 補論（pp. 207-229): 人民戦線の経験(ジャック・デュクロ)は部分
訳　原書名: Parti communiste français Comité central, Histoire du
Parti communiste français.（新日本選書　10）

N-080009 スペイン人民戦線史 スペイン共産党中央委員会小委員会編
纂; 人民戦線史翻訳　　刊行委員会訳

東京: 新日本出版社 1970 254p 『スペイン共産党史』のうち, 統一戦線の経験をのべた第2章共和制, 第
3章民族革命戦争の全訳（新日本選書　9）
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N-080010 パリ・コミューン　上, 下 ジャック・デュクロ（Duclos, Jacques）[著];
小出峻訳

東京 : 新日本出版社 1971 2冊 （新日本選書）

N-080011 野坂参三のあゆんだ道 野坂参三資料編纂委員会編 東京: 新日本出版社 1964 202p 野坂参三略歴: pp. 197-202
N-080012 左翼エス・エル戦闘史　マリア・スピリドーノワ　1905-

1935
スタインベルグ（Steinberg, Isaac
Nachman）著; 蒼野和人, 久坂翠訳

東京: 鹿砦社 1970 318p 解説: 荒畑寒村　原書名: Spiridonova, revolutionary terrorist.

N-080013 1930年代日本共産党私史 宮内勇著 東京: 三一書房 1976 299p 『ある時代の手記』(河出書房新社, 1973)の増補改題
N-080014 日本社会で生きるということ 阿部謹也著 東京: 朝日新聞社 1999 210p  
N-080015 大アジア主義と中国 趙軍著 東京: 亜紀書房 1997 xvii, 379p 　
N-080016 沈黙の宗教　儒教 加地伸行著 東京: 筑摩書房 1994 299, viip, 図版[2]p 主要事項: 巻末（ちくまライブラリー　99）
N-080017 民族で読む中国 可児弘明[ほか]編著 東京: 朝日新聞社 1998 444p その他の編著者: 国分良成, 鈴木正崇, 関根政美（朝日選書　595）（慶

應義塾大学地域研究センター叢書）

N-080018 満鉄　「知の集団」の誕生と死 小林英夫著 東京: 吉川弘文館 1996 viii, 223p 参考文献: pp. 217-220
N-080019 帝國主義と民族 江口朴郎著 東京: 東京大學出版会 1954 4, 296p （東大學術叢書　3）
N-080020 中国　溶変する社会主義大国 天児慧著 東京: 東京大学出版会 1992 ii, 241, 9p （東アジアの国家と社会　猪口孝編　1）
N-080021 竹内好著作ノート 立間祥介編著; 竹内好序説 東京: 図書新聞社 1965 197p  
N-080022 現代政治の思想と行動　増補版 丸山眞男著 東京: 未來社 1964 585p 1991　　第143刷
N-080023 實存主義かマルクス主義か G.ルカーチ（Lukács, György）[著]; 城塚

登, 生松敬三譯
東京: 岩波書店 1953 xiii, 301p 1960年第12刷　原書名: Existentialisme ou marxisme?（岩波現代叢書）

N-080024 イタリア民主主義の研究　労働運動と変革の論理 山崎功著 東京: 合同出版社 1959 248p 　
N-080025 反ファシズム抗争　イタリアにおける構造的改良の展開 山崎功著 東京: 合同出版社 1961 227p 　
N-080026 イタリア民主主義の構造 片桐薫著 東京: 筑摩書房 1977 261p 　
N-080027 毛沢東と林彪　文革の謎林彪事件に迫る 笠井孝之著 東京: 日中出版 2002 374p 引用・参考文献: pp. 361-374
N-080028 中国近代の軍閥列伝 辛倍林著; 上田正一監訳 東京: 学陽書房 1990 366p  
N-080029 八路軍 周而復著; 春日明訳 京都: 三一書房 1951 309p 原書名: 燕宿崖
N-080030 中國の十年 鹿地亘著 東京: 時事通信社 1948 201p 　
N-080031 中国のパワー・エリート像 伊藤喜久蔵[ほか]著 東京: 有斐閣 1983 264p 現代中国の歩み: pp. 258-264（有斐閣選書　107）
N-080032 黄龍と東風 伊藤武雄著 東京: 国際日本協会 1964 320p 　
N-080033 工作通訊抄　中国共産軍の実体 本郷賀一等[訳編] 東京: 時事通信社 1964 461p 「工作通訊」1961年1-8,10-30号からの翻訳
N-080034 中国江南の都市とくらし　水のまちの環境形成 高村雅彦著 東京: 山川出版社 2000 263p 図版出典一覧: 巻末　著者の博士論文『中国江南の水郷都市に関する
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N-100046 中国日記 スティルウェル（Stilwell, Joseph Warren）

[著]; 石堂清倫訳
東京: みすず書房 1966 317, 3, vi p, 図版[6]p 原書名: The Stilwell papers, New York, William Sloane Associates,

1948.（みすず叢書　15）

N-100047 中国　これからの三十年 ロベール・ギラン（Guillain, Robert）著; 井
上勇訳

東京: 文藝春秋新社 1965 253p 原書名: Dans trente ans, la Chine.

N-100048 中国からの手紙　Ⅰ, Ⅱ アンナ・ルイズ・ストロング（Strong, Anna
Louise）[著]; 藤村俊郎訳

東京: みすず書房 1965-
1966

2冊 原書名: Letters from China.（みすず叢書　10, 13）

N-100049 中国とその影 チボール・メンデ（Mende, Tibor）著; 高橋
正訳

東京: 弘文堂 1962 342p 原書名: China and her shadow.

N-100050 パール・バック 鶴見和子著 東京: 岩波書店 1953 197, 7p, 図版[1]枚 パール・バック年表: 巻末pp. 1-7　パール・バックの肖像あり（岩波新書
青136）

N-100051 解放の囚人　中国革命にまきこまれたアメリカ人夫婦
（上）

アリン・リケッ　　ト（Rickett, W. Allyn）, ア
ディール・リケット（Rickett, Adele）著; 阿
部知二訳

東京: 岩波書店 1958 1冊 原書名: Prisoners of liberation（岩波新書　青319）
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蔵書番号 書名 著者・編者名 出版地：出版社 刊行年 ページ数 形態、注記 備考

N-100052 中國　民族と土地と歴史 オーエン・ラティモア（Lattimore, Owen）,
エリノア・ラティモア（Lattimore, Eleanor
Holgate）著; 小川修譯; 監修:平野義太郎

東京: 岩波書店 1950 7, 3, 4, 251p, 252p, 図版
[1]枚

第21刷（岩波新書　青版-44）

N-100053 上海三十年 小竹文夫著 東京: 弘文堂 1948 62p  （アテネ文庫　28）
N-100054 上海時代　ジャーナリストの回想　上, 中, 下 松本重治著 東京 : 中央公論社 1974-

1975
3冊 上海略史（加藤祐三）: 上 pp. 310-325　関係略年表: 下巻末（中公新

書　374,380,391）

N-100055 金日成著作集　第5巻　1968年-1970年 金日成著; 『金日成著作集』翻訳委員会
訳

東京 : 未来社 1971 1冊 　

N-100056 ベトナム解放史　資料　1 アジア・アフリカ研究所編; 監修: 岡倉古
志郎, 鈴木正四

東京: 労働旬報社 1970 1冊 　

N-110001 日中戦争から日英米戦争へ 日本国際政治学会編 国立: 日本国際政治学会, 東京:
有斐閣(発売)

1989 181, 14p （国際政治　91）

N-110002 連合赤軍・"狼"たちの時代　1969-1975　なごり雪の季
節

 東京: 毎日新聞社 1999 408p 参照文献: p. 389（毎日ムック　シリーズ20世紀の記憶)

N-110003 バリケードの中の青春　あの頃キミは革命的だった
1968年 想像力が権力を奪　　う！　ベトナム戦争が世界
同時革命をリンクした

 東京: 毎日新聞社 [1998] 368p 引用・参照文献: p. 361（毎日ムック　シリーズ20世紀の記憶）

N-110004 太平洋戦争　1937-1945　日中戦争から第2次世界大戦
アジア太平洋篇

 東京: 毎日新聞社 1999 288p 引用・参照文献: p. 285（毎日ムック　シリーズ20世紀の記憶　大日本帝
国の戦争　2）

N-110005 20世紀にいがた100シーン　上巻, 下巻 新潟日報社編 新潟 : 新潟日報事業社 1999-
2000

2冊 　

N-110006 東海道 原田勝正, 田村貞雄編 東京: 筑摩書房 1978 163, 6p （明治大正図誌 / 飛鳥井雅道[ほか]編　9）
N-110007 日本海 鹿野政直編 東京: 筑摩書房 1979 158, 5p 日本海小作争議年表: pp. 143-148（明治大正図誌 / 飛鳥井雅道[ほ

か]編　13）

N-110008 「日本海」という呼称 芳井研一著; 新潟大学大学院現代社会
文化研究科ブックレット新潟大学編集委
員会編

新潟: 新潟日報事業社 2002 70p 参考文献: p. 70（ブックレット新潟大学　1）

N-110009 環日本海ネットワークフォーラム報告集 新潟大学環日本海研究会[編] 新潟: 新潟大学環日本海研究会 1999 69p （環日本海論叢 / 新潟大学環日本海研究会[編]　第16号）

N-110010 日中・東北アジアの交流史と相互理解 新潟大学環日本海研究会[編] 新潟: 新潟大学環日本海研究会 2000 220p （環日本海論叢 / 新潟大学環日本海研究会[編]　第17号）

N-110011 日本海沿岸地域の発展方向について　裏日本を超えて 古厩忠夫 富山: 日本海沿岸地帯振興促進
議員連盟, 日本海沿岸地帯振興
連盟

1998 24p  

N-110012 図説新潟市史 新潟市総務部市史編さん室編 新潟: 新潟市 1989 249p 市制100周年記念（新潟市史　別編1）
N-110013 日本海とその周辺諸地域における地理的知識の形成と

日本海の呼称に関する研究
研究代表者　青山宏夫 新潟: 新潟大学人文学部 1997 142p （科学研究費補助金基盤研究(C)(2)研究成果報告書　平成7・8年度）

N-110014 中国秦・兵馬俑 江上波夫, 田辺昭三監修 [大阪]: 大阪21世紀協会 1983 135p 展覧会カタログ　会期・会場: 1983年10月1日-11月23日大阪城公園,
1984年1月4日-2月11日福岡県文化会館, 1984年2月21日-4月15日古
代オリエント博物館, 1984年4月21日-5月12日静岡産業館　おもに図版
等　参考文献: p. 131　秦始皇帝関係年表: pp. 132-133　出展品リスト:
pp. 134-135

N-110015 「裏日本」を超えて 古厩忠夫 新潟: 日本政策投資銀行 2001 22p 平成13年度新潟朱鷺会講演会[講演録]
N-110016 我が国主要製造業の国際競争力変化と国内立地動向 日本政策投資銀行産業・技術部編 [東京]: 日本政策投資銀行産業・

技術部
2001 [68]p  

N-110017 マニュファクチャリング・イニシアティブ調査・提言　製造
業に視点を置いた日　　本経済活性化の道

日本政策投資銀行産業・技術部編 [東京]: 日本政策投資銀行産業・
技術部

2001 44p 　

N-110018 環日本海新潟賞授賞式報告書　第7回 新潟県企画調整部国際交流課  1999 19p 　
N-110019 戦後日本の大衆文化史　1945-1980年 鶴見俊輔著 東京: 岩波書店 1991 286p 本著作は1984年岩波書店より刊行（同時代ライブラリー　85）
N-110020 にいがた萬代橋　その100年 にいがた萬大橋－その100年－編集委

員会編
新潟: 北陸建設弘済会 1987 185p 年表万代橋と交通機関の歴史3p. 参考文献6p.

N-110021 レーニンと現代革命 ユ・ア・クラシン（Krasin, IUrii Andreevich
著; 石堂清倫訳

東京 : 勁草書房 1971 460,19p 　

N-110022 宇野理論とマルクス主義経済学 見田石介著 東京: 青木書店 1968 257p 　
N-110023 現代革命の理論　コミンテルンの政策転換 B・レイプゾン（Leibzon, Boris

Moiseevich), K・シリーニャ（Shirinia, Ki）
共著; 石堂清倫訳

東京: 合同出版 1966 394p 原書名: Поворот в политеке коминтерн
а.

N-110024 風雲上海三国志　国際軍事警察軍団のドキュメント 芦澤紀之著 東京: ヒューマン・ドキュメント社
東京: 星雲社(発売)

1987 601p 付:参考文献

N-110025 上海の夜明け　消えた共同租界 五嶋茂著 鎌倉: 元上海工部局互助会出版
部

1981 369p 参考文典: p. 359

N-110026 カナダ現代史 大原祐子著 東京: 山川出版社 1988第
2刷

9, 236, 46p, 図版2p 巻末: 年表・参考文献（世界現代史 ; 31)

N-110027 コミンテルンの歴史　上巻, 下巻 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; 村田陽一訳

東京 : 大月書店 1973 2冊 注記: コミンテルン史年表(1847-1929年): 上巻 p295-304　コミンテルン
史年表(1929-1960年): 下巻 p282-286　原書名: Коммунист
ический интернационал.

N-110028 マルクス経済学入門 東京: 有斐閣 1963 10, 302p, 図版[2]p （マルクス経済学講座 / 宇佐美誠次郎, 宇高基輔, 島恭彦編　第1巻）

N-110029 現代帝国主義論 東京: 有斐閣 1963 9, 278p, 図版[2]p （マルクス経済学講座 / 宇佐美誠次郎, 宇高基輔, 島恭彦編　第2巻）

N-110030 国家独占資本主義論 東京: 有斐閣 1963 10, 300p, 図版[2]p （マルクス経済学講座 / 宇佐美誠次郎, 宇高基輔, 島恭彦編　第3巻）

N-110031 新中國の經濟動向 中國通信社編著 東京: 中國通信社 1943 470p  
N-110032 中国工業合作運動史の研究 菊池一隆著 東京: 汲古書院 2002 6, 633, 16p （汲古叢書　30）
N-110033 コミンテルンと人民戦線 山極潔著 東京: 青木書店 1981 v, 215p （青木現代叢書）
N-110034 従属的蓄積と低開発 A.G.フランク（Frank, Andre Gunder）著;

吾郷健二訳
東京: 岩波書店 1980 xxx, 315, 14p 参考文献目録: 巻末pp. 1-14　原書名: 　　Dependent accumulation

and underdevelopment.（岩波現代選書　53）

N-110035 フルシチョフ最後の遺言　（上） フルシチョフ（Khrushchev, Nikita
Sergeevich）著; 佐藤亮一訳

東京: 河出書房新社 1975 1冊 原書名: Khrushchev remembers : the last testament.

N-110036 A・Aの現状と日本 岡倉古志郎[ほか]著 東京: 勁草書房 1967 4, 286p （アジア・アフリカ講座　第5巻）
N-110037 インド思想史 中村元著 東京: 岩波書店 1956 14, 273, 42p 折込み図1枚（岩波全書　213)
N-120001 戦後労働組合運動の歴史 塩田庄兵衛, 中林賢二郎, 田沼肇著 東京 : 新日本出版社 1970 246p （新日本新書　105）
N-120002 必死の代案　期待と危機の20年 歴史学研究会編; 南塚信吾ほか執筆 東京: 東京大学出版会 1995 xii,395p 付: 参考文献（講座世界史 / 歴史学研究会編　6）
N-120003 満州事変～敗戦 藤原彰[ほか]編; 岡部牧夫ほか執筆 東京: 大月書店 1989 304p　参考文献: 章末

参考文献: p. 304
（日本近代史の虚像と実像  藤原彰[ほか]編　3）

N-120004 日中戦争　日本・中国・アメリカ 中央大学人文科学研究所編; 斎藤道彦
ほか執筆

八王子: 中央大学出版部 1993 viii, 465, 11p （研究叢書  中央大学人文科学研究所編　10）

N-120005 伝統的経済社会の歴史的展開　古島敏雄先生古稀記
念論文集　下巻　外国篇

葉山禎作[ほか]編 東京: 時潮社 1983 1冊 　

N-120006 戦時華中の物資動員と軍票 中村政則, 高村直助, 小林英夫編著 東京: 多賀出版 1994 x, 415p 　
N-120007 戦前の中国時論誌研究 小島麗逸編 東京: アジア経済研究所 1978 241p （文献解題 /アジア経済研究所編　26　中国関係新聞雑誌解題 /アジ

ア経済研究所編　2）

N-120008 日本近現代史辞典 日本近現代史辞典編集委員会編 東京: 東洋経済新報社 1978 v, 1089p 　
N-120009 最新支那年鑑　昭和10年版 東亞同文會研究編纂部編 東京: 東亞同文會研究編　　纂

部
1935 1703p 　

N-120010 変動期における東アジアと日本　その史的考察 日本国際政治学会編 国立: 日本国際政治学会; 有斐
閣(東京)発売

1980 162, 7p （国際政治　66号）

N-120011 日本史年表 歴史学研究会編 東京: 岩波書店 1966 ix, 332p 　
N-120012 新潟県の百年 大島美津子[ほか]著 東京: 山川出版社 1990 5, 332, 33p, 図版1枚 付(図1枚): 新潟県全図　年表: 巻末pp. 9-23　参考文献: 巻末pp. 24-32

（県民100年史　15）

N-120013 世界のなかの日中関係 池田誠[ほか]編 京都: 法律文化社 1996 2, 6, 265p 参考文献: 各章末（20世紀中国と日本　上巻）
N-120014 中国　わたしのばあい 城谷武男著 札幌: サッポロ堂書店; 白帝社

[東京](発売)
2003 323p 　

N-120015 瞥見沈従文　翻訳集 沈従文著; 城谷武男訳 札幌: サッポロ堂書店; 内山書店
（東京）（発売）

2004 261p 　

N-120016 20世紀年表　決定版 神田文人, 小林英夫編 東京: 小学館 2001 287p 主な参考文献: 巻末
N-120017 日中戦争初期における和平交渉に関する研究　汪精衛

と「トラウトマン」工作の　　関係
許育銘 東京: 富士ゼロックス小林説太

郎記念基金
1998 34p 富士ゼロックス小林説太郎記念基金1997年度研究助成論文

N-120018 抗日支那の解剖 鈴木利貞編 東京: 日本評論社 1937 344p 折り込地図1枚
N-120019 五・四運動 野沢豊, 田中正俊編 東京: 東京大学出版会 1978 v, 270p （講座中国近現代史/野沢豊, 田中正俊編集　第4巻）
N-120020 日中関係史の基礎知識　現代中国を知るために 河原宏, 藤井昇三編集 東京: 有斐閣 1974 11, 450, 11p 日中関係史年表: pp. 442-450
N-120021 最新支那要人傳 東亞問題調査會編 大阪: 朝日新聞社 1941 225p, 図版8枚  
N-120022 岩波日本史辞典 石上英一[ほか]編集; 永原慶二監修 東京: 岩波書店 1999 x, 1802p 日本史備要: pp. [1291]-1802
N-120023 岩波日本史辞典　CD-ROM版 石上英一[ほか]編集委員; 永原慶二監

修
東京: 岩波書店 2000 CD-ROM1枚 検索ソフト「ことといLight」(EPWING規約第5版準拠)付（Iwanami EP

CD-ROM)

N-120024 中国の近代 市古宙三著; 貝塚茂樹等監修 東京: 河出書房新社 1974 356, 14p, 地図 巻末: 略年表 新装版（世界の歴史 ; 20）
N-120025 中国研究文献案内 市古宙三, J. K. フェアバンク（Fairbank,

John King）著
東京: 東京大学出版会 1974 199, 25p 　

N-120026 国抗日戦争史 石島紀之著 東京: 青木書店 1984 xii, 230p 参考文献: pp. 217-227
N-120027 和平は売国か　ある汪兆銘伝 山中徳雄著 東京: 不二出版 1990 198p 汪兆銘略年譜: pp. 187-194
N-120028 人われを漢奸と呼ぶ　汪兆銘伝 杉森久英著 東京: 文芸春秋 1998 414p  
N-120029 我は苦難の道を行く　汪兆銘の真実　上巻, 下巻 上坂冬子著 東京: 講談社 1999 2冊 年譜: 下巻pp. 264-285　参考文献: 下巻pp. 288-293
N-120030 ピース・フィーラー　支那事変和平工作の群像 戸部良一著 東京: 論創社 1991 v, 414p 文献: pp. 397-407
N-120031 図説中国近現代史 池田誠[ほか]著 京都: 法律文化社 1988 238p  
N-120032 中華民国史　専制と民主の相剋 横山宏章著 東京: 三一書房 1996 262p  
N-120033 東アジア歴史像の構成 浜口允子, 川勝守, 吉田光男著 東京: 放送大学教育振興　　会 2002 337p 参考文献: 各章末　索引あり（放送大学大学院教材8910081-1-0211

総合文化プログラム　文化情報科学群　地域文化研究　2）

N-120034 最新教科書　現代中国 王曙光[ほか]編 東京: 柏書房 1998 269p 参考文献: 各章末
N-120035 中国現代史 今井駿[ほか]著 東京: 山川出版社 1984 12, 393, 62p 年表・参考文献: 巻末（世界現代史　3）
N-130001 中国史　新版 尾形勇, 岸本美緒編 東京: 山川出版社 1998 vi, 479, 90p, 図版　　[4]p 参考文献: 巻末pp. 49-74（世界各国史　3）

N-130002 周仏海日記 周仏海著; 蔡徳金編; 村田忠禧[ほか]共
訳

東京: みすず書房 1992 xiii,785,27p 底本:周仏海日記（中国社会科学出版社1986刊）内容: 1937.7-1938.12,
1940.1-1945.6

N-130003 概説東洋史 堀敏一, 山崎利男編 東京: 有斐閣 1979 xiii, 335, viii p 参考文献: pp. 325-335（有斐閣選書　847）
N-130004 東アジア近現代史 上原一慶[ほか]著 東京: 有斐閣 1990 10,304p 参考文献:pp. 285-294（有斐閣Sシリーズ）
N-130005 近代支那貨幣史 エドワード・カン（Kane, Edward James)著;

谷口啓次譯
東京: 慶應書房 1940 2, 6, 388p 原書名: The history of minting in China; 　　Modern banknote in China.

N-130006 新支那経済の基本動向 朝日新聞社中央調査会編 東京: 朝日新聞社 1943 192p （朝日東亞年報 / 朝日新聞社中央調査会編　昭和18年第2輯）
N-130007 共栄圏の基本問題 東京: 改造社 1942 1冊 （東亜経済年報 / 山口高等商業學校東亞經濟研究會編　昭和17年

版）

N-130008 日本帝国主義下の中国 : 中国占領地経済の研究 浅田喬二編 東京: 楽游書房 1981 x, 628, 8p 付（地図1枚): 中国全図（1938年）
N-130009 中国近現代史　上, 下 姫田光義[ほか]著 東京: 東京大学出版会 1982 2冊 参考文献一覧: 各巻巻末　中国近現代史年表: 下巻末
N-130010 中国の近代と現代 浜口允子編著 東京: 放送大学教育振興会 1993 193p 近現代史年表: pp. 186-183　図・表・写真出典一覧: p. 182　参考文

献:pp. 178-181（放送大学教材　85657-1-9311)

N-130011 ドキュメンタリー中国近代史 横山英編訳 東京: 亜紀書房 1973 357p 　
N-130012 戦略爆撃の思想　ゲルニカ-重慶-広島への軌跡 前田哲男著 東京: 朝日新聞社 1988 515, viii p 文献: pp. 498-508
N-130013 南京大虐殺の証明 洞富雄著 東京: 朝日新聞社 1988 338p 第3刷　補訂資料を挟み込み
N-130014 支那統制經濟論 羅敦偉著; 河上純一譯 東京: 生活社 1939 221p 　
N-130015 中国の人権と法　歴史, 現在そして展望 土屋英雄編著 東京: 明石書店 1998 403p （世界人権問題叢書　21）
N-130016 われらの生涯のなかの中国　六十年の回顧 伊藤武雄, 岡崎嘉平太, 松本重治[述];

阪谷芳直, 戴國煇編
東京: みすず書房 1983 313, viip, 図版[16]p 　

N-130017 日中戦争裏方記 岡田酉次著 東京: 東洋経済新報社 1974 16, 398p, 図版[8]p 自譜: pp. .397-398
N-130018 揚子江は今も流れている 犬養健著 東京: 文藝春秋新社 1960 398p  
N-130019 日本と中国の二千年　人物・文化交流ものがたり　上,

下
中村新太郎著 東京: 東邦出版社 1978 2冊 （東邦選書）

N-130020 日中戦争　Ⅱ　1937-1940 今井清一著者代表; 歴史学研究会編 東京: 青木書店 1972 1冊 （太平洋戦争史 / 歴史学研究会編　3）
N-130021 五・四運動史像の再検討 中央大学人文科学研究所編 八王子: 中央大学出版部 1986 xvi, 485, 60p 五四運動関係文献目録: 巻末pp. 9-60（研究叢書  中央大学人文科学

研究所編　1）

N-130022 東洋史辭典 中山久四郎著 東京: 雄山閣 1935 548,161p 東洋史研究の栞(参考図書目録): 巻末pp. 129-161
N-130023 東北アジア史の再発見　歴史像の共有を求めて 古厩忠夫編 東京: 有信堂高文社 1994 xv, 247p 環日本海地域交流略年表（山口博, 古厩忠夫作成): pp. 242-247（環日

本海叢書/ 渋谷武, 多賀秀敏監修　3）

N-130024 近代中国におけるニーチェと明治日本　近代個人主義」
認識を中心に

修斌著 東京: エルコ　東京: 星雲社(発
売)

2004 200p 参考文献: pp. 191-197　新潟大学大学院現代社会文化研究科に博士
学位の請求のために提出した論稿をもとに, 修正を経たもの

N-130025 つながる日本海　新しい環日本海文明圏を築くために 武藤誠, 北川フラム編 東京: 現代企画室 2007 305p 「繋がる－日本海」会期・会場: 2001年2月28日-3月21日（第1回), 2002
年2月26日-3月11日（第2回), 2003年3月7日-3月16日 (第3回):表参道・
新潟館ネスパス. 主催:財団法人ニューにいがた振興機構, 新潟県; シ
ンポジウム「日本海と信濃川－森が育んだ海, 海が育んだ森」（越後妻
有2004夏・10days）会期・会場: 2004年8月1日:クロス10（新潟県十日
町）主催: 越後妻有大地の芸術祭実行委員会 ; 参考文献あり
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蔵書番号 書名 著者・編者名 出版地：出版社 刊行年 ページ数 形態、注記 備考

N-130026 「国際都市」上海のなかの日本人 高綱博文著 東京: 研文出版 2009 388, xv p 参考文献: pp. 373-388
N-130027 戦時上海　1937-45年 高綱博文編 東京: 研文出版 2005 404, 10p 参考文献:巻末
N-130028 民国後期中国国民党政権の研究 中央大学人文科学研究所編 八王子: 中央大学出版部 2005 xv, 590, 27p 付: 国民党政権研究のための文書館・図書館案内: pp. 575-588（研究

叢書/中央大学人文科学研究所編　35）

N-130029 天皇と天皇制を考える 歴史学研究会編 東京: 青木書店 1986 180p 参考文献: 各章末（歴研アカデミー　1)
N-130030 上海人物誌 日本上海史研究会編 東京: 東方書店 1997 vi, 205, 5p 人名索引: 巻末
N-140001 日中戦争　1-4 児島襄著 東京: 文藝春秋 1988 4冊 （文春文庫　141-29-32) 5欠
N-140002 小論理学　上巻, 下巻 ヘーゲル（Hegel, Georg Wilhelm

Friedrich）著; 松村一人譯
東京: 岩波書店 1951-

1952
2冊 原書名: System der Philosophie.（岩波文庫　青148-149）

N-140003 善の研究 西田幾多郎著 東京: 岩波書店 1950 221p （岩波文庫　3965-3966）
N-140004 帝國主義論 ジェー・エー・ホブソン（Hobson, John

Atkinson）著; 石澤新二譯
東京: 改造社 1930 452p 原書名: Imperialism : a study.（改造文庫　第1部　第64篇）

N-140005 唯物論哲学入門 橋本弘毅, 広島定吉訳 東京: 国民文庫社 1955 148p 「ソヴェト大百科事典より訳出（国民文庫　705）
N-140006 資本論にかんする手紙 マルクス=エンゲルス著; 岡崎次郎訳 東京: 大月書店 1959-

1960
2冊 （国民文庫　23a-b）

N-140007 資本主義的生産に先行する諸形態 カール・マルクス著; 手嶋正毅訳 東京: 大月書店 1963 161p （国民文庫　28）
N-140008 文学入門 ゴーリキー（Gorkii, Maksim）著; 山村房次

訳
東京: 青木書店 1962 238p （青木文庫　325）

N-140009 歴史の人気者 毎日新聞社学芸部編 東京: 河出書房 1955 159p （河出新書138）
N-140010 北京悠々館 陳舜臣著 東京: 講談社 1976 264p （講談社文庫)
N-140011 笑府　中国笑話集　上, 下 馮夢竜撰; 松枝茂夫全訳 東京: 岩波書店 1983 2冊 （岩波文庫　赤(32)-1, 2）
N-140012 『資本論』解説 レオンチエフ, ドッブ著; 高木幸二郎訳 東京: 大月書店 1954 　226, 16p 15cm. 内容: マルクス『資本論』（ア・レオンチエフ）, 経済学者としてのマ

ルクス（モーリス・ドッブ）（国民文庫　407）

N-140013 『資本論』綱要　他五篇 エンゲルス著; 中内通明[ほか]訳 東京: 国民文庫社 1953 184,14p 内容:『資本論』第1巻書評,『資本論』第1巻綱要,『資本論』第1巻綱要序
文 マルクス・エンゲルス・レーニン研究所編,『資本論』第3巻補遺, 付
録:『資本論』第3巻第27章への挿入　序文 ア・レオンチエフ著（国民文
庫　8）

N-140014 資本論索引 長谷部文雄,鬼塚安雄編 東京: 青木書店 1954 259p （青木文庫 194）
N-140015 ソ同盟における社會主義の經濟的諸問題 イ・ヴェ・スターリン[著]; 民主主義　　科

學者協會譯・編

N-140016 第19囘黨大會への報告 マレンコフ[著]; 民主主義科學者　　協會
譯・編

N-140017 三酔人経綸問答 中江兆民[著]; 桑原武夫, 島田虔次訳・
校注

東京: 岩波書店 1965 266p 底本: 東京大学蔵本（中江篤介著, 集英社, 1887）（岩波文庫　6773-
6775, 青(33)-110-1, 青-385）

N-140018 三民主義　上, 下 孫文著; 安藤彦太郎訳 東京: 岩波書店 1957 2冊 （岩波文庫　青(33)-230-1, 230-2, 5749-5750, 5751-5752）
N-140019 中国の近代 市古宙三著 東京: 河出書房新社 1990 359, xix p 付: 中国全図(1枚)　略年表: 巻末p. xiv-xix（河出文庫　世界の歴史

20）

N-140020 新民主主義論　中国革命と中国共産党 毛澤東著; 毛澤東選集刊行会訳 東京: 国民文庫社 1954 147p 毛澤東選集出版委員会編『毛澤東選集』第2巻(人民出版社)所収の3
論文を訳出したもの（国民文庫　306）

N-140021 中国新民主主義革命史 胡華著; 芝寛訳 東京: 国民文庫社 1956 297, 10p （国民文庫　428）
N-140022 帝政の顛落 1954-

1956
2冊 （ロシア革命史 / トロツキー[著]; 山西英一訳　（1）-（2））（角川文庫

732-733）

N-140023 反革命の陰謀 1957 2冊 （ロシア革命史 / トロツキー[著]; 山西英一訳　（3）-（4））（角川文庫
734-735）

N-140024 ソヴィエトの勝利　上 1959 （ロシア革命史 / トロツキー[著]; 山西英一訳　（5））
N-140025 中国の近代と儒教　戊戍変法の思想 高田淳著 東京: 紀伊国屋書店 1970 227p （紀伊國屋新書　B-41）
N-140026 満鉄 原田勝正著 東京: 岩波書店 1981 iv, 228, 4p 参考文献: pp. 227-228　　満鉄年表: 巻末（岩波新書　黄-178）
N-140027 漢奸裁判　対日協力者を襲った運命 劉傑著 東京: 中央公論新社 2000 vii, 285p 参考文献一覧: pp. 267-272（中公新書　1544）
N-140028 中国革命の夢が潰（つい）えたとき　毛沢東に裏切られ

た人々
諸星清佳著 東京: 中央公論新社 2000 v, 217p, 図版1枚 参考・引用文献: pp. 203-217（中公新書　1514）

N-140029 書物を燒くの記　日本占領下の上海知識人　第3刷 鄭振鐸著; 安藤彦太郎, 斎藤　　秋男訳 東京: 岩波書店 1991 234p, 地図 1954年刊の復刊（岩波新書　青版-172）
N-140030 中国大陸をゆく　近代化の素顔 天児慧, 加藤千洋著 東京: 岩波書店 1990 viii, 244p （岩波新書　新赤版　137）
N-140031 三井・三菱の百年　日本資本主義と財閥 柴垣和夫著 東京: 中央公論社 1968 208p （中公新書　172）
N-140032 儒教とは何か 加地伸行著 東京: 中央公論社 1990 vii, 267p （中公新書　989）
N-140033 中国現代史　改訂版 岩村三千夫, 野原四郎著 東京: 岩波書店 1964 v, 229p （岩波新書　青-529）
N-140034 近代中国のあゆみ 米沢秀夫著 東京: 青木書店 1972 248p （青木新書　157）
N-140035 アジアの歴史　東西交渉からみた前近代の世界像 松田壽男著 東京: 岩波書店 1992 vii,212,11p 日本放送出版協会1971年刊の再刊　アジア史年表/松田知彬編: 巻末

pp. 2-11（同時代ライブラリー　122）

N-140036 辛亥革命 野沢豊著 東京: 岩波書店 1972 iii, 190p （岩波新書　青版　814）
N-140037 憲兵 宮崎清隆著 東京: 日本文芸社 1967 254p 　
N-140038 上海　疾走する近代都市 藤原恵洋著 東京: 講談社 1988 259p 文献: pp. 258-259（講談社現代新書　884）
N-140039 近代日本総合年表 岩波書店編集部編集 東京: 岩波書店 1968 461, 78p  
N-140040 蘇北共産地區實情調査報告書 [上海]: [興亜院華中連絡部政務局第二

班]
[上海]: 興亞院華中連絡部 1941 2, 11, 484p 私製　コピーを製本したもの（華中調査資料　第164號）（思想資料　第

60號）

N-140041 軍務局長武藤章回想録 武藤章著; 上法快男編 東京: 芙蓉書房 1981 514p, 図版[4]p 著者の肖像あり　参照書籍一覧・武藤章略年譜: pp. 510-514
N-140042 汪兆銘遺書の謎 関岡渉著 名古屋: メディアアーカイブ出版 1999 265p  
N-140043 言語都市・上海　1840-1945 和田博文[ほか]著 東京: 藤原書店 1999 252p 上海関係・出版物年表: pp. 229-245
N-140044 上海日記　終戦前後の生保物語 福室泰三著 [東京]: [福室泰三] 1983 140p  
N-140045 中国式の現代化 周国編 北京: 北京周報社 1984 215p 「中国式的現代化」の翻訳（今日の中国　2）
N-140046 東洋外交史　上, 下 植田捷雄著 東京: 東京大学出版会 1969-

1974
2冊  

N-140047 上海だより 湯川政治著 [小倉]: [湯川政治] 1947  172p 　
N-140048 中共地區の政治はどう行われているか 木下晋著 東京: 民主評論社 1948 18, 227p 別書名: 中共の政治はどう行われているか
N-140049 アジア特電　1937-1985　過激なる極東 ロベール・ギラン（Guillain, Robert）　　著;

矢島翠訳
東京: 平凡社 1988 588p ロベール・ギラン著作一覧: p. 588　原書名: Orient extrême : une vie en

Asie.

N-140050 栃尾市史史料集  第23集　女工出稼ぎ編 栃尾市史編集委員会 栃尾: 栃尾市史編集委員会 1981 1冊
N-140051 津南町史編集資料  第8集　（女工）出稼関係資料及び

聞きとり
津南町史編集委員会[編] 津南町（新潟県): 津南町史編集

室
1982 1冊

N-140052 現代中国の歴史意識 小林多加士著 東京: 中央公論社 1977 183p （中公新書　459）
N-140053 中国革命に生きる　コミンテルン軍事顧問の運命 姫田光義著 東京: 中央公論社 1987 216p 主要参考文献: pp. 215-216（中公新書　831）
N-140054 満州事変への道　幣原外交と田中外交 馬場伸也著 東京: 中央公論社 1972 iii, 243p 参考文献: pp. 240-243（中公新書　302）
N-140055 社会発展史　人類社会の発展法則 艾思奇著; 橋本貢, 工藤晃, 山本直人訳

編
東京: 新日本出版社 1961 133p （史的唯物論基礎理論双書）

N-140056 国共合作 波多野善大著 東京: 中央公論社 1973 263p 参考文献一覧: pp. 260-263（中公新書　334）
N-140057 関東軍　在満陸軍の独走 島田俊彦著 東京: 中央公論社 1965 vii, 191p （中公新書　81）
N-140058 孫文と中国革命 野沢豊著 東京: 岩波書店 1966 ix, 216p 孫文略年譜: pp. viii-ix（岩波新書　青版　611）
N-140059 日本の仏教 渡辺照宏著 東京: 岩波書店 1958 vii, 208, 4, 2p 重要年表: 巻末pp. 1-4（岩波新書　青版　299）
N-140060 五四運動　その思想史 丸山松幸著 東京: 紀伊國屋書店 1969 213p 参考文献: pp. 201-206 ; 年表: pp. 207-213（紀伊國屋新書　B-34）
N-140061 転換期の中国 辻康吾著 東京: 岩波書店 1983 ix, 200, 9p 現代中国関係年表: 巻末pp. 4-9（岩波新書　黄版　239）
N-140062 中国　歴史・社会・国際関係 中嶋嶺雄著 東京: 中央公論社 1982 242p （中公新書　652）
N-140063 景気・不景気　現代経済入門 長洲一二著 東京: 新評論社 1955 342p  
N-140064 中国の伝統と現代 貝塚茂樹著 東京: 中央公論社 1973 212p （中公新書　337）
N-140065 死の壁の中から　妻への手紙 中西功著 東京: 岩波書店 1971 ii, 226p （岩波新書　青-787）
N-140066 文芸講話 毛沢東著; 毛沢東選集刊行会訳 東京: 大月書店 1954 97p （国民文庫　307）
N-140067 支那の經濟地理 グルーシャコフ著; 西尾忠四郎, 西澤富

夫譯
東京: 岩波書店 1941 3, 4, 168p （岩波新書　79）

N-140068 中國革命の思想　アヘン戰爭から新中國まで 竹内好[ほか]著 東京: 岩波書店 1953 xi, 222, 8p （岩波新書　青版　143）
N-140069 太平洋海戰史 高木惣吉著 東京: 岩波書店 1949 4, 7, 6, 239p 折り込図6枚: 昭和16年(1941)12月8日午前の日本軍の姿勢ほか（岩波

新書　青版-12）

N-140070 差別　新版 東上高志著 東京: 三一書房 1969 240p （三一新書　644）
N-140071 女たちのアジア 松井やより著 東京: 岩波書店 1987 iii, 244p （岩波新書　黄　-369）
N-140072 中国文化入門 今関天彭著 東京: 元々社 1955 213p （民族教養新書）
N-140073 太平天國 増井經夫著 東京: 岩波書店 1951 3, 1, 172p, 図版[2]p （岩波新書 青版-70）
N-140074 日清戦争　東アジア近代史の転換点 藤村道生著 東京: 岩波書店 1973 x, 231, 3p 巻末: 日清戦争略年表（1894-98年）（岩波新書　青版　880）
N-140075 実録アヘン戦争 陳舜臣著 東京: 中央公論社 1971 iii, 212p （中公新書　255）
N-140076 近代日本のなりたち 服部之総著 東京: 青木書店 1961 165p （青木文庫　314）
N-140077 ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日 マルクス著; 伊藤新一, 北条元一共訳 東京: 岩波書店 1954 235p （岩波文庫　白(34)-124-7,白-130, 5277-5278）
N-140078 フランスの内乱 マルクス著; 木下半治訳 東京: 岩波書店 1952 332p （岩波文庫　4675-4677）
N-140079 フォイエルバッハ論　全譯解説　L・フォイエルバッハとド

イツ古典哲学の終結
エンゲルス著; 野田彌三郎譯・解説 東京: 青木書店 1952 162p （青木文庫　51）

N-140080 哲學の貧困 カール・マルクス著; 山村喬譯 東京: 岩波書店 1950 298, 17p （岩波文庫　4114-4116, 白-50）
N-140081 日本軍閥暗闘史 田中隆吉著 東京: 中央公論社 1988 191p （中公文庫　M365）
N-140082 明治大正史　世相篇　上, 下 柳田国男[著] 東京: 講談社 1976 2冊 （講談社学術文庫）
N-140083 湛山回想 石橋湛山著 東京: 岩波書店 1985 436, 5p 年譜: pp. 420-436（岩波文庫　青(33)-168-2）
N-140084 なにをなすべきか？ レーニン著; 村田陽一訳 東京: 大月書店 1953 297, 43p （国民文庫　110）
N-140085 国家と革命 レーニン著; 宇高基輔訳 東京: 岩波書店 1957 181, 49p （岩波文庫　5838-5839）
N-140086 シッダルタ ヘルマン・ヘッセ[著]; 手塚富雄譯 東京: 角川書店 1953 165p （角川文庫）
N-140087 反ファシズム統一戦線 ディミトロフ著; 勝部元訳 東京: 国民文庫社 1955 188, 10p （国民文庫　425）
N-140088 ドイツ農民戰争 エンゲルス著; 大内力譯 東京: 岩波書店 1950 259, 16p （岩波文庫　4101-4103）
N-140089 賃金, 価格, 利潤　改訳 マルクス著; 横山正彦訳 東京: 大月書店 1965 119p （国民文庫　21）
N-140090 賃金, 価格, 利潤　新訳 マルクス著; 長洲一二訳 東京: 大月書店 1962 107, 6p （国民文庫　21）
N-140091 カール・マルクス レーニン著; 長谷部文雄訳 東京: 青木書店 1964 77p （青木文庫）
N-140092 フランスにおける階級闘争 マルクス著; 中原稔生訳 東京: 大月書店 1960 192,8p （国民文庫　24）
N-140093 十月革命論 スターリン著; スターリン全集刊行会訳 東京: 国民文庫社 1953 233, 12p （国民文庫　214）
N-140094 スターリン經濟學論文の學習 千家駒著; 尾崎庄太郎訳 東京: 青木書店 1955 266p 『学習「蘇聯社会主義経済問題」』（千家駒, 上海, 新知識出版社, 1954

年）の訳（青木文庫　253）

N-140095 レーニン主義の諸問題によせて　他三篇 スターリン著; 田中順二訳 東京: 大月書店 1952 159, 8p 内容: レーニン主義の諸問題によせて, 労働者階級の同盟軍としての
農民層について, わが国における社会主義建設の可能性について, ソ
同盟の経済情勢と党の政策について（国民文庫　202）

N-140096 レーニン青年・婦人論 平井潔訳編 東京: 青木書店 1956 154p （青木文庫　298）
N-140097 日本共産党闘争小史 市川正一著 東京: 大月書店 1954 217p （国民文庫　404）
N-140098 空想から科学への社会主義の発展　他三篇 エンゲルス著; 寺沢恒信, 山本二三丸他

訳
東京: 大月書店 1953 158, 30p （国民文庫　2）

N-140099 タゴール詩集 タゴール著; 山室静訳 東京: 角川書店 1957 192p （角川文庫）
N-140100 弁証法的唯物論と史的唯物論　他二篇 スターリン著; 石堂清倫訳 東京: 国民文庫社 1953 209, 12p （国民文庫　205）
N-140101 私の人生観 小林秀雄著 東京: 角川書店 1954 164p （角川文庫　931）
N-140102 実践論・矛盾論 毛沢東著; 松村一人, 竹内実訳 東京: 岩波書店 1957 109p （岩波文庫　青-266, 5764）
N-140103 アントニオ・グラムシ　その思想と生涯 トリアッティ（Togliatti, Palmiro）著; 　　家

里春治訳
東京: 青木書店 1962 172p （青木文庫　324）

N-140104 ゴータ綱領批判 マルクス[著]; 西雅雄譯 東京: 岩波書店 1949 125p （岩波文庫　3858, 白-10）
N-140105 ドイツ・イデオロギー　新訳 マルクス, エンゲルス著; 真下信一訳 東京: 大月書店 1965 177p （国民文庫　6）
N-140106 共産党宣言 マルクス, エンゲルス著; 大内兵衛, 向坂

逸郎訳
東京: 岩波書店 1951 111p （岩波文庫　白-84, 4428）

N-140107 経済学批判 マルクス[著]; 武田隆夫[ほか]訳 東京: 岩波書店 1956 364, 38p （岩波文庫　白-145, 5639-5641）
N-140108 日本資本主義発達史 野呂栄太郎著 東京: 岩波書店 1954 312p 野呂榮太郎　　年譜: pp. 304-312（岩波文庫　白-127, 5205-5207）
N-140109 現代日本農業論　日本農業の構造的変化　上, 下 栗原百寿著 東京: 青木書店 1961 2冊 （青木文庫　319-320）
N-140110 經濟學教程　改訂版 豊田四郎著 東京: 青木書店 1952 327p （青木文庫　10）
N-140111 経済学 哲学手稿 カール・マルクス著; 藤野渉訳 東京: 大月書店 1963 270, 32p （国民文庫　27）
N-140112 経済学=哲学手稿 マルクス著; 三浦和男訳・解説 東京: 青木書店 1962 295p （青木文庫　328）
N-140113 プロレタリア革命と背教者カウツキー　他七篇 レーニン著; 平沢三郎訳 東京: 大月書店 1953 234, 20p （国民文庫　107）
N-140114 マルクス=エンゲルス藝術論 川口浩編譯 東京: 青木書店 1953 260, 16p （青木文庫　125）
N-140115 マルクス=エンゲルス教育論 カール・マルクス, フリードリヒ・エンゲル

ス著; 矢川徳光編
東京: 青木書店 1956 203p （青木文庫　273）

N-140116 イワ゛ン・イリッチの死 トルストイ作; 米川正夫譯 東京: 岩波書店 1928 101p （岩波文庫　374）
N-140117 整風文献 毛澤東, 劉少奇著; 毛澤東選集刊行会訳 東京: 大月書店 1953 240p （国民文庫　304）

N-140118 コミンテルン史論 トリアッティ著; 石堂清倫, 藤沢道朗訳 東京: 青木書店 1961 219p （青木文庫　321）
N-140119 哲學史 古在由重編 東京: 青木書店 1952 295, 14p （青木文庫　35　哲學講座　第1卷）
N-140120 資本蓄積論　上, 中, 下 ローザ・ルクセンブルグ[著]; 長谷部文雄

譯
東京: 青　　木書店 1952-

1955
3冊 原書名: Die Akkumulation des Kapitals.（青木文庫　86, 123, 215）

東京: 青木書店 1953 389p 付: 解説論文7篇, 用語解説（青木文庫　119）
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N-140121 中国は世界をゆるがす ジャック・ベルデン（Belden, Jack）著; 安
藤次郎, 陸井三郎, 前芝誠一共訳

東京: 青木書店 1965-
1966

3冊 （青木文庫）

N-140122 中国革命論 スターリン著 ; スターリン全集刊行会訳 東京: 大月書店 1953 228, 18p （国民文庫　213）
N-140123 霞村にいた時　他6篇 丁玲作; 岡崎俊夫訳 東京: 岩波書店 1956 234p （岩波文庫　赤-932, 5704-5705）
N-140124 征服者　改版 マルロー[著]; 小松清訳 東京: 新潮社 1969 308p （新潮文庫　赤-4-C）
N-140125 土と兵隊・麦と兵隊　改版 火野葦平著 東京: 新潮社 1970 243p （新潮文庫　草-8-B）
N-140126 西アジア遊記 宮崎市定著 東京: 中央公論社 1986 258p （中公文庫）
N-140127 世界をゆるがした十日間　上, 下 ジョン・リード著; 原光雄訳 東京: 岩波書店 1957 2冊 原著(1919)の全訳（岩波文庫 ; 赤-980-981, 5840-5842, 5843-5844）

N-140128 中国共産党の三十年 胡喬木著; 尾崎庄太郎訳 東京: 国民文庫社 1953 136p （国民文庫　305）
N-150001 県民性の人間学 祖父江孝男著 東京: 新潮社 2000 313p 「出身県でわかる人柄の本」(同文書院 1993年刊)を改題、加筆修正し

たもの（新潮OH!文庫)

N-150002 東北　つくられた異境 河西英通著 東京: 中央公論新社 2001 xiv, 212p 主要参考文献: pp. 205-212（中公新書　1584）
N-150003 県別性格診断 河出書房新社編集部編 東京: 河出書房新社 1986 310p （河出文庫）
N-150004 フロイトの方法 牧康夫著 東京: 岩波書店 1977 xvii, 229, 2p 参考文献・筆者著作年表: pp. 221-229（岩波新書　青-998, C82)
N-150005 県民性　文化人類学的考察 祖父江孝男著 東京: 中央公論社 1971 iii, 216p 参考文献: pp. 214-216（中公新書　265）
N-150006 県民性の日本地図 武光誠著 東京: 文藝春秋 2001 245p 参考文献: p. 243（文春新書　166）
N-150007 県民性　恥ずかしすぎる本当の話 びっくりデータ情報部編 東京: 河出書房新社 2000 222p （KAWADE夢文庫）
N-150008 J-POP進化論　「ヨサホイ節」から「Automatic」へ 佐藤良明著 東京: 平凡社 1999 218p （平凡社新書　008）
N-150009 中国革命と基層幹部　内戦期の政治動態 天児慧著 東京: 研文出版 1984 280, 6p 　
N-150010 メモの技術　パソコンで「知的生産」 中野不二男著 東京: 新潮社 1997 230p （新潮選書）
N-150011 近代日本文学への射程　その視角と基盤と 祖父江昭二著 東京: 未来社 1998 325p 　
N-150012 星降るインド 後藤亜紀著 東京: 北洋社 1979 278p 　
N-150013 チャイナ・オデッセイ　激動と迫害の嵐を生き抜いて　上,

下
ユエ・ダイユン（楽黛雲）, C. ウェイクマン
（Wakeman, Carolyn）著; 丸山昇監訳

東京: 岩波書店 1995 2冊 To the storm: the odyssey of a revolutionary Chinese woman
（University of California Press, 1985）の翻訳

N-150014 知の技法　東京大学教養学部「基礎演習」テキスト 小林康夫, 船曳建夫編 東京: 東京大学出版会 1994 v, 283p 参考文献: 各章末
N-150015 中国の地域間所得格差　産業構造・人口・教育からの

分析
林燕平著 東京: 日本経済評論社 2001 iii, 247p 参考文献: pp. 238-244

N-150016 上海 林京子著 東京: 中央公論社 1983 191p 　
N-150017 上海読本 枝川公一著 東京: 西北社, 発売: 星雲社 1983 219p  
N-150018 上海同時代　若者・庶民・エリート 森田靖郎著 東京: 原書房 1989 229p 上海近代史と日本人: 巻末
N-150019 ソクラテスの辯明　クリトン　新改訂版 プラトン著; 久保勉譯 東京: 岩波書店 1950 120p （岩波文庫　青-補-28, 10）
N-150020 論理學入門 仁戸田六三郎著 東京: 弘文堂 1952 68p （アテネ文庫　197）
N-150021 楡の木陰の欲望 ユージーン・オニール著; 清野暢一郎訳 東京: 角川書店 1958 110p （角川文庫　1699）
N-150022 十二夜 シェイクスピア著; 福原麟太郎, 大山敏子

訳
東京: 角川書店 1960 156p （角川文庫）

N-150023 魯迅選集　改訂版 魯迅[著]; 竹内好[ほか]訳 ; 増田渉, 松
枝茂夫, 竹内好編集

東京: 岩波書店 1964-
1964

13冊 参考文献: 第13巻: pp. 293-306

N-150024 太平洋戦争の起源 入江昭著; 篠原初枝訳 東京: 東京大学出版会 1991 iii, 283, 5p 原書名: The origins of the Second World War in Asia and the Pacific
(London: Longman , c1987)の翻訳

N-150025 21世紀の肖像　歴史家ホブズボームが語る エリック・ホブズボーム（Hobsbawm, Eric
J.); 語り手; アントーニオ・ポリート（Polito,
Antonio）聞き手; 河合秀和訳

東京: 三省堂 2000 199, 7p 原書名: Intervista sul nuovo secolo.

N-150026 中國資本主義と戰後經濟　國共經濟體制の比較研究 渡邊長雄著 東京: 東洋經濟新報社 1950 4, 3, 271, 11p 　
N-150027 黄色い大地　悠久の村　黄土高原生活誌 阿部治平著 東京: 青木書店 1993 x, 214p 　
N-150028 中国社会主義市場経済 ジョン・ウォン著; 西口清勝訳 京都: 法律文化社 1995 xiv, 149p 文献解題: pp. 123-132　原書名: John Wong, Understanding China's

socialist market economy, 1993.

N-150029 中国革命とは何であったのか 中嶋嶺雄著 東京: 筑摩書房 1990 228p  
N-150030 中国・未来への選択　かくも多き難題の山 何博伝著; 大野静三他訳 東京: 日本放送出版協会 1990 454p 『山坳上的中国』の抄訳
N-150031 儒教ルネッサンスを考える 溝口雄三, 中嶋嶺雄編著 東京: 大修館書店 1991 221p 　
N-150032 歴史における民族の問題　歴史學研究會1951年度大會

報告
歴史學研究會編 東京: 岩波書店 1951 3, 185p 大会開催日: 1951年5月19日　開催場所: 東京神田教育会館（歴史學

研究　別冊）

N-150033 歴史学研究会四十年のあゆみ 歴史学研究会編 東京: 歴史学研究会 1972 178p 歴史学研究会年表: pp. [5]-98
N-150034 上海新世紀　朱鎔基と浦東開発 室井秀太郎著 東京: 日本経済新聞社 1992 188p 　
N-150035 ペンと戦争　夏衍自伝 夏衍著; 阿部幸夫訳 東京: 東方書店 1988 x, 307p 懶尋旧夢録第6章の訳
N-150036 上海に燃ゆ　夏衍自伝 夏衍著; 阿部幸夫訳 東京: 東方書店 1989 375p 懶尋旧夢録第4, 5章の訳
N-150037 上海バビロン 平野純著 東京: 河出書房新社 1990 267p 参考・引用文献:pp. 264-267
N-150038 上海うら門通り 前田利昭著 東京: 青木書店 1999 190p 　
N-150039 中国の社会 ロイド・E. イーストマン（Eastman, Lloyd

E.）著; 上田信, 深尾葉子訳
東京: 平凡社 1994 351p 参考文献: pp. 343-351　原注: pp. 326-342原書名: Family, fields, and

ancestors: constancy and change in China's social and economic
history, 1550-1949(Oxford University Press, 1988）の全訳. ただし「索
引」は省略

N-150040 張学良　日中の覇権と「満洲」 西村成雄著 東京: 岩波書店 1996 x, 275, 5p 参考文献一覧: pp. 263-270　張学良関連年表: 巻末pp. 1-5（現代アジ
アの肖像　3）

N-150041 孫文と袁世凱　中華統合の夢 横山宏章著 東京: 岩波書店 1996 vii, 234p 参考文献一覧: pp. 219-225　孫文と袁世凱・関係年表: pp. 227-230（現
代アジアの肖像　1）

N-150042 現代中国の底流　痛みの中の近代化 橋本満, 深尾葉子編訳 京都: 行路社 1990 3, 512p 　
N-150043 人間ニーチェ 秋山英夫著 東京: 社会思想研究会出版部 1953 167p, 図版1枚 （現代教養文庫　104）
N-150044 共同討議　日本・中国・韓国　自国史と世界史　東アジ

ア歴史教育シンポジウム　　記録
比較史・比較歴史教育研究会編 東京: ほるぷ出版 1985 4, 386p 東アジア・歴史教育シンポジウム: 1984年8月28日-29日: 東京

N-150045 ナショナリズムの歴史と現在 E.J.ホブズボーム（Hobsbawm, Eric J.）著;
浜林正夫, 嶋田耕也, 庄司信訳

東京: 大月書店 2001 iv, 252, 34p Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality, 2nd ed.
(Cambridge: Cambridge University Press, 1992）の全訳

N-150046 敗戦後論 加藤典洋著 東京: 講談社 1997 325p 　
N-150047 韓国と日本　歴史教育の思想 鄭在貞著 東京: すずさわ書店 1998 247p 　
N-150048 革命の上海で　ある日本人中国共産党員の記録 西里竜夫著 東京: 日中出版 1977 270p 著者略歴: p. 270
N-150049 歴史教科書　何が問題か　徹底検証Q&A 小森陽一, 坂本義和, 安丸良夫編 東京: 岩波書店 2001 xii, 238p 　
N-150050 時代を生きる 畑田重夫著 東京: ゆぴてる社 1986 242p 　
N-150051 ナショナリズム　歴史からの接近 西村成雄編 東京: 東京大学出版会 2000 x, 252, 10p 参考文献: 各章末（現代中国の構造変動　3）
N-160001 アジアにおける国民統合　歴史・文化・国際関係 平野健一郎[ほか]著 東京: 東京大学出版会 1988 vi, 246p 引用文献・参考文献: 章末
N-160002 社会的結合 二宮宏之[ほか]執筆 東京 : 岩波書店 1989 xiii, 307p 注記: 主要史料, 文献あり（シリーズ世界史への問い / 柴田三千雄[ほ

か]編　4）

N-160003 ナショナリズムと国民国家 土屋健治編 東京: 東京大学出版会 1994 xi, 365p 参考文献: 各章末（講座現代アジア / 山田辰雄, 渡辺利夫監修　1）
N-160004 近代化と構造変動 中兼和津次編 東京: 東京大学出版会 1994 x, 355p 参考文献: 各章末（講座現代アジア / 山田辰雄, 渡辺利夫監修　2）
N-160005 民主化と経済発展 萩原宜之編 東京: 東京大学出版会 1994 x, 397p 参考文献: 各章末（講座現代アジア / 山田辰雄, 渡辺利夫監修　3）
N-160006 交錯するアジア 東京: 東京大学出版会 1993 xi, 298p （アジアから考える / 溝口雄三[ほか]編　1）
N-160007 周縁からの歴史 東京: 東京大学出版会 1994 x, 304p 参考文献等: 各章末（アジアから考える / 溝口雄三[ほか]編　3）
N-160008 社会と国家 東京: 東京大学出版会 1994 x, 304p 文献等の注: 各章末（アジアから考える / 溝口雄三[ほか]編　4）
N-160009 近代化像 東京: 東京大学出版会 1994 x, 293p 参考文献等: 各章末（アジアから考える / 溝口雄三[ほか]編　5）
N-160010 長期社会変動 東京: 東京大学出版会 1994 x, 308p 文献等の注: 各章末（アジアから考える / 溝口雄三[ほか]編　6）
N-160011 中国経済の転換 山内一男編集責任; 山内一男[ほか]執

筆
東京: 岩波書店 1989 xvi, 316, 2p （岩波講座現代中国 / 野村浩一[ほか]編　第2巻）

N-160012 歴史と近代化 小島晋治編集責任 東京: 岩波書店 1989 xiv, 307, 5p （岩波講座現代中国 / 野村浩一[ほか]編　第4巻）
N-160013 中国をめぐる国際環境 岡部達味編集責任 東京: 岩波書店 1990 xviii, 322, 4p （岩波講座現代中国 / 野村浩一[ほか]編　第6巻）
N-160014 民主化運動と中国社会主義 竹内実[ほか]執筆 東京: 岩波書店 1990 xiv, 320, 5p （岩波講座現代中国 / 野村浩一[ほか]編　別巻1）
N-160015 現代中国研究案内 執筆: 伊藤一彦ほか 東京: 岩波書店 1990 xii, 449p 図書紹介: pp. [93]-126　アメリカの研究動向を知るための文献: pp.

84-88　本文中に言及した各時期の代表的文献: pp. 88-92　年表: pp.
391-449（岩波講座現代中国 / 野村浩一[ほか]編　別巻2）

N-160016 十五年戦争期の中国文学　国民党系文化潮流の視角
から

阪口直樹著 東京: 研文出版 1996 335p, 図版[1]p 　

N-160017 総動員帝国　満洲と戦時帝国主義の文化 L.ヤング（Young, Louise）[著]; 加藤　　陽
子[ほか]訳

東京: 岩波書店 2001 xvi, 350, 4p, 図版[1]枚 Japan's total 　　empire : Manchuria and the culture of wartime
imperialism（Berkley: University of California Press, 1998)を著者自身の
手で9割ほどに圧縮したものの全訳

N-160018 近代日本綿業と中国 高村直助著 東京: 東京大学出版会 1982 xi, 319, 8p, 図版2枚 （歴史学選書　6）
N-160019 日本資本主義の思想像 内田義彦著 東京: 岩波書店 1967 3, 368p  
N-160020 中国戦線従軍記 藤原彰著 東京: 大月書店 2002 xi, 182p 著者の肖像あり
N-160021 中国報道界のうらばなし　[正], 続 徐鋳成著; 李克世訳 東京: 第一書房 1983 2冊 　
N-160022 中国工業化の歴史　近現代工業発展の歴史と現実 池田誠[ほか]共著 京都: 法律文化社 1982 284, 19p 　
N-160023 夜話上海戦記　昭和六〜二十年 羽根田市治著 東京: 論創社 1984 262p 事変戦争関係略年譜・参考文献: pp. 235-262
N-160024 軍司令官に見捨てられた残留将兵の悲劇　中国山西省

太原・大同
染谷金一著 東京: 全貌社 1991 230p 　

N-160025 東北アジア共同の家をめざして 姜尚中著 東京: 平凡社 2001 231p  
N-160026 上海 横光利一著 東京: 福武書店 1983 240p （文芸選書）
N-160027 満州事変-敗戦 執筆: 岡部牧夫ほか 東京: 大月書店 1989 304p 参考文献: 章末参考　　文献: p. 304（日本近代史の虚像と実像 / 藤原

彰[ほか]編　3）

N-160028 降伏-「昭和」の終焉 執筆: 粟屋憲太郎ほか 東京: 大月書店 1989 310p 参考文献: 章末（日本近代史の虚像と実像 / 藤原彰[ほか]編　4）
N-160029 現代史を学ぶ　戦後改革と現代日本 中村政則著 東京: 吉川弘文館 1997 6, 264p 　
N-160030 十五年戦争小史 江口圭一著 東京: 青木書店 1986 272, 18p 主要参考文献:pp. 263-268
N-160031 なぜ中国人は日本人を憎むのか　憎恨日本 石平著 東京: PHP研究所 2002 205p  
N-160032 解放の夢　大戦後の世界 執筆者: 新川健三郎ほか 東京: 東京大学出版会 1996 xi,384p （講座世界史 / 歴史学研究会編　9）
N-160033 西嶋定生歌集 西嶋定生著; 西嶋恒子編 我孫子: 西嶋恒子 2000 274p 非売品
N-160034 大東亜共栄圏と日本語 多仁安代著 東京: 勁草書房 2000 xv, 249, iv p 主要参考文献: pp. 238-241　関連年表: pp. 242-245　著者の博士論文

(杏林大学, 1999提出)を主体として若干の加筆, 修正を加えたもの

N-160035 「鳥島」は入っているか　歴史意識の現在と歴史学 鹿野政直著 東京: 岩波書店 1988 vi, 306, 16p 文献: pp. 305-306
N-160036 上海歴史ガイドマップ 木之内誠編著 東京: 大修館書店 1999 v, 214p 上海近代史年表(1840-1949)  野沢俊敬執筆: pp. 147-176　参照資料:

pp. 177-180

N-160037 メディア文化の権力作用 伊藤守編 東京: せりか書房 2002 248, v p 文献案内/田中東子作成: 巻末p. i-v　文献あり（せりかクリティク）
N-160038 私が出会った日本兵　ある中国人留学生の交遊録 方軍著; 関直美訳 川口: 日本僑報社 2000 293p 　
N-160039 幾山河を越えて　からだで書いた社会運動史 三宅正一著 東京: 恒文社 1966 296p 　
N-160040 十五年戦争史論　原因と結果と責任と 岡部牧夫編著 東京: 青木書店 1999 270p 　
N-160041 戰中戰後　[第2版] 田中正俊著 [東京]: [田中正俊] 1990 252p, 図版[4]p 製作:ディグ
N-160042 上海紀聞 中川道夫著 東京: 美術出版社 1988 211p 年表: 巻末
N-160043 二つの大戦 江口圭一著 東京: 小学館 1993 473p 参考文献・年表: pp. 457-467（大系日本の歴史/永原慶二[ほか]編

14）

N-160044 中国戦線 鬼頭明成著 東京: 太平出版社 1985 130p （第二次世界大戦/江口朴郎監修　3　日中戦争　2）
N-160045 『通訊』NO. 1（1998年7月)-NO.　45（2002年10月） 神戸華僑華人研究会編 [神戸]: [神戸大学　　国際文化

学部]
2003 1冊 （「阪神華僑の国際ネットワークに関する研究」調査研究資料　2）

N-170001 上海セピアモダン　メガロポリスの原画 森田靖郎著 東京: 朝日新聞社 1990 246p 上海都市年表: pp. 243-245
N-170002 上海&北京　長期滞在者のための最新情報55 広岡今日子・宮崎真子著 東京: 三修社 1995 198p （ホリデイワールド）
N-170003 アジアと近代日本　反侵略の思想と運動 伊東昭雄編著 東京: 社会評論社 1990 316p 編集・制作: NRK出版部　ブックガイド: pp. 313-316（思想の海へ　「解

放と変革」　11）

N-170004 上海より上海へ　兵站病院の産婦人科医 麻生徹男著 福岡: 石風社 1993 259p 　
N-170005 グローバル化時代の社会学 ニール・J. スメルサー（Smelser, Neil J.）

著; 伊藤武夫, 伊藤雅之, 高嶋正晴監訳
京都: 晃洋書房 2002 xvii, 393, 23p 精選文献解題: 巻末pp. 2-19 Sociology. Blackwell, c1994の翻訳

N-170006 日本上古史の研究　年代を探る 丸亀金作著 [新潟]: [丸亀金作] 1982 264p 年表: pp. 248-257　製作: 紀伊国屋書店新潟店
N-170007 歴史と人間　その形成と発展の哲学 柳田謙十郎著 東京: 文理書院 1960 235p （唯物史観学習講座）
N-170008 現代 東京: 東京大学出版会 1982 1冊 （日本女性史 / 女性史総合研究会編　第5巻）
N-170009 現代中国農村における権力と支配　人民共和国建国初

期の土地改革と基層政権　　　（1949-1954）
田原史起著 東京: アジア政経学会 1999 357p 参考文献: pp. 337-353（現代中国研究叢書　36(平成10年度))

N-170010 近代日本と東アジア　国際交流再考 加藤祐三編著 東京: 筑摩書房 1995 xii, 260p 参考文献: 各章末
N-170011 米産業の競争構造 伊藤喜雄編著 東京: 農山漁村文化協会 1998 227p  
N-170012 創業史　上, 下 柳青[著]; 人民文学研究会訳 東京: 新日本出版社 1964 2冊  
N-170013 三民主義　第2版 孫中山著; 沈覲鼎訳 東京: 日本評論社 1947 8, 362, 4p （日華叢書　5）表紙には「日華叢書　3」とあり
N-170014 上海物語　激動と混沌の街 丸山昇著 東京: 集英社 1987 262p 『上海物語』年表: pp. 247-252　編集: 日本アート・センター（中国の都

城　5）

N-170015 上海 杉野明夫[ほか]執筆 東京: 東京大学出版会 1986 x, 309p, 折込地図2
枚: 上海市政区

（世界の大都市/大阪市立大学経済研究所編　2)

N-170016 抗日戦争と民衆運動 内田知行著 東京: 創土社 2002 343p 引用文献: 各章末
N-170017 新潟の昭和とともにあゆんだJOQK五十年 NHK新潟放送局編 新潟: NHK新　　潟放送局 1982 239p 年表: pp. 199-224
N-170018 新潟市史読本 新潟市郷土資料館編 新潟: 新潟市郷土資料館 1979 6, 296p  
N-170019 少年少女栃尾の歴史 栃尾市編 栃尾: 栃尾市役所 1983 15, 427, 7p  
N-170020 離島佐渡　その過去・現在・近未来 島津光夫著 三条: 野島出版 1998 vi, 249p 参考文献: pp. 238-241 ; 地質文献: pp. 242-245
N-170021 モリー先生との火曜日 ミッチ・アルボム（Albom, Mitch）著; 別宮

貞徳訳
東京: 日本放送出版協会 1998 203p 原書名: Tuesdays with Morrie.

N-170022 放送記録　新潟昭和史 NHK新潟放送局番組製作班編集  [1981?]  126p  
N-170023 94妙光寺の夏　老後の自立・死後の自立　第5回フェス

ティバル安穏の記録
小川英爾編 東京: 表現社 1995 143p 　

N-170024 詩集天涯回夢　中国・台湾思索行 菊池一隆 京都: 澤井英樹 2000 133p  
N-170025 新潟県の百年と民衆 本間恂一, 溝口敏麿編 三条: 野島出版 1999 vii, 228p 参考文献: pp. 220-225
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N-170026 歴史のこわさと面白さ 中村政則著 東京: 筑摩書房 1992 198p （ちくまプリマーブックス　64）
N-170027 20週俳句入門　第一作のつくり方から 藤田湘子著 東京: 立風書房 1988 253p  
N-170028 漢文入門 小川環樹, 西田太一郎著 東京: 岩波書店 1957 10, 385p （岩波全書　　233）
N-170029 中國法制史　増訂版 仁井田陞著 東京: 岩波書店 1963 xvi,423,25p 年表: 巻末（岩波全書　165）
N-170030 労働者と農民　日本近代をささえた人々 中村政則著 東京: 小学館 1998 507p 文献: pp. 499-502　「日本史の社会集団 7」(1990年刊)の再刊（小学館

ライブラリー　110）

N-170031 ポポロ事件　黒い手帳は語る 遠山茂樹, 渡辺洋三編 東京: 新興出版社 1964 304p 　
N-170032 中国の思想　伝統と現代 竹内実著 東京: 日本放送出版協会 1967 246p （NHKブックス　53）
N-170033 日本海繁盛記 高田宏著 東京: 岩波書店 1992 iii, 196p （岩波新書　新赤版 　　208）
N-170034 南京事件 笠原十九司著 東京: 岩波書店 1997 ii, 248p 主な参考・引用文献: pp. 239-246（岩波新書　新赤版　530）
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N-190017 環日本海, その新たな潮流 富山学研究グループ編集 富山: 北日本新聞社 1999 416p 参考文献: pp. 406-414
N-190018 中国近代民主思想史 熊月之著; 依田憙家訳 長野: 信毎書籍出版センター 1992 630p 解説: pp. 625-630（早稲田大学社会科学研究所翻訳叢書）
N-190019 北東アジア地域研究序説 宇野重昭, 増田祐司編 東京: 国際書院 2000 428p 附研究機関リスト　章末: 参考文献　本リスト作成の参考とした主な資

料: p. 421

N-190020 世界史とは何か　多元的世界の接触の転機 歴史学研究会編 東京: 東京大学出版会 1995 xii,344p 付:参考文献　執筆者: 西川正雄ほか（講座世界史 / 歴史学研究会編
1）

N-190021 近代世界への道　変容と摩擦 歴史学研究会編 東京: 東京大学出版会 1995 xi,373p 付: 参考文献　執筆者: 木畑洋一ほか（講座世界史 / 歴史学研究会編
2）

N-190022 民族と国家　自覚と抵抗 歴史学研究会編 東京: 東京大学出版会 1995 xii, 380p 執筆者: 宮地正人ほか（講座世界史 / 歴史学研究会編　3）
N-190023 資本主義は人をどう変えてきたか 歴史学研究会編 東京: 東京大学出版会 1995 xii,401p 付:参考文献　執筆者: 小谷汪之ほか（講座世界史 / 歴史学研究会編

4）

N-190024 戦争と民衆　第二次世界大戦 歴史学研究会編 東京: 東京大学出版会 1996 xii, 406p 付: 参考文献　執筆者: 木畑洋一ほか（講座世界史 / 歴史学研究会編
8）

N-190025 岐路に立つ現代世界　混沌を恐れるな 歴史学研究会編 東京: 東京大学出版会 1996 xii, 401p 付: 参考文献　執筆者: 姫田光義ほか（講座世界史 / 歴史学研究会編
11）

N-190026 わたくし達の時代 歴史学研究会編 東京: 東京大学出版会 1996 xiii, 449, 36p 付: 参考文献（講座世界史 / 歴史学研究会編　12）
N-190027 実際活動における弁証法 日本共産党中央委員会教育部編 東京: 新日本出版社 1960 149p 「最近一年来の「紅旗」誌（北京）,「人民日報」（北京）に掲載されたもの

の選訳」

N-190028 毛沢東の矛盾論 寺沢恒信解説 東京: 理論社 1954 242p （必読文献解説読本）
N-190029 事実とは何か 本多勝一著 東京: 未来社 1971 359, xiv p 　
N-190030 鉄窓烈火　王孝和の生涯 趙自著; 島田政雄訳 東京: 新日本出版社 1961 242p  
N-190031 エスペラント捷径　改訂版 小坂狷二著 東京: 日本エスペラント学会 1957 172p  
N-190032 中国をどう見るか　21世紀の日中関係と米中関係を考

える
浅井基文著 東京: 高文研 2000 220p 日中・米中関係=略年表: pp. 209-213

N-190033 名指導者上杉鷹山に学ぶ 鈴村進著 東京: 三笠書房 1992 250p 上杉鷹山年表・参考文献: pp. 240-250
N-190034 歴史表象としての東アジア　歴史研究と歴史教育との対

話
浅倉有子, 上越教育大学東アジア研究
会編

大阪: 清文堂 2002 v, 353p 国際シンポジウム「東アジア地域における新しい歴史表象をめざして
歴史研究と歴史教育との対話」（1997年9月26日-28日上越教育大学）
における報告と討論をもとに構成したもの

N-190035 歴史の中の新潟人国記　「近代日本のかたち」が見える 佐藤国雄著 東京: 恒文社 1998 525p 関連年表: pp. 519-525
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蔵書番号 書名 著者・編者名 出版地：出版社 刊行年 ページ数 形態、注記 備考

N-190036 マゼランが来た 本多勝一著; 谷川明生写真 東京: 朝日新聞社 1989 206p 文献: pp. 199-202
N-190037 ザ・越山会 新潟日報社編; 新潟日報報道部 新潟: 新潟日報事業社出版部 1983 366p 　
N-190038 田中角栄, ロンググッドバイ 五十嵐暁郎, 新潟日報報道部著 東京: 潮出版社 1995 237p 年譜: pp. 149-224　主要参考文献: pp. 231-233
N-190039 榛の木のうた　一無名農民運動者の自伝的回想 沼田政次著 藤沢: 今日と明日社 1977 333p, 図版3枚 　
N-190040 流出の系譜　にいがた戦後50年 新潟日報報道部編 新潟: 新潟日報事業社 1995 417p 　
N-190041 にせユダヤ人と日本人 浅見定雄著 東京: 朝日新聞社 1983 246p  
N-190042 現代政治学の名著 佐々木毅編 東京: 中央公論社 1989 xiv, 220p 参考文献: 各章末（中公新書　918）
N-190043 日本人の論理構造 板坂元著 東京: 講談社 1971 197p （講談社現代新書　258）
N-190044 ミシェル・フーコー　主体の系譜学 内田隆三著 東京: 講談社 1990 207, v p 参考文献: 巻末pp. i-v（講談社現代新書　989）
N-190045 古代の日本海文化　海人文化の伝統と交流 藤田富士夫著 東京: 中央公論社 1990 202p （中公新書　981）
N-190046 近代民主主義とその展望 福田歓一著 東京: 岩波書店 1977 iii, 211p （岩波新書　黄版1）
N-190047 日本の誕生 吉田孝著 東京: 岩波書店 1997 iii, 223p 参考文献: pp. 213-218（岩波新書　新赤版510）
N-190048 白頭の山なみを越えて 崔賢著 東京: 朝鮮青年社 1964 405p （青年新書　5）
N-190049 昭和史発掘　1-13 松本清張著 東京: 文藝春秋 1978 13冊 （文春文庫）
N-190050 敦煌の旅 陳舜臣[著] 東京: 講談社 1991 287p 平凡社1976年刊の増訂（講談社文庫）
N-190051 資本蓄積論　上, 中, 下 ローザ・ルクセンブルグ[著]; 長谷部文雄

譯
東京: 青木書店  1952-

1955
 （青木文庫　86, 123, 215）

N-190052 哲学入門 ヘーゲル著; 武市健人訳 東京: 岩波書店 1952 380p （岩波文庫　4660-4663, 青-182）
N-190053 日本の科学と科学者 大野三郎著 東京: 社会思想研究会出版部 1957 229p （現代教養文庫　173）
N-190054 あなたの音楽手帖 井上頼豊著 東京: 新日本出版社 1967 256p （新日本新書　34）
N-190055 若き知性に 宮本百合子著 東京: 新日本出版社 1972 198p （新日本新書　145）
N-190056 フランスの哲學 淡野安太郎著 東京: 角川書店 1952 201, 8p （角川新書　22）
N-200001 大学が地域を変える　新潟からの提言 新潟日報報道部編 新潟: 新潟日報事業社 1997 315p 　
N-200002 ぼくが読んだ面白い本・ダメな本そしてぼくの大量読書

術・驚異の速読術
立花隆著 東京: 文藝春秋 2001 407p 『週刊文春』の連載「私の読書日記」（1995年11月30日号-2001年2月8

日号）をまとめたもの

N-200003 角栄の風土 新潟日報社編 新潟: 新潟日報事業社出版部 1983 383p 年表:pp. 378-381
N-200004 田中角栄と越山会　深層の構図 朝日新聞新潟支局著 東京: 山手書房 1982 248, 6p 　
N-200005 昭和天皇　上, 下 ハーバート・ビックス（Bix, Herbert P.）著;

岡部牧夫, 川島高峰訳; 監修: 吉田裕
東京: 講談社 2002 2冊 人名・事項索引:下巻末　下の訳者: 岡部牧夫、川島高峰、永井均原書

名: Hirohito and the making of modern Japan, first perennial edition,
Harper Collins, 2001.

N-200006 少女　協子　抗日下中国に育って 西芳寺協子 高槻: すみっこの会 2002 446p, 写真, 地図 　
N-200007 新潟県人 玉木哲, 山本修之助著 東京: 新人物往来社 1979 226p 参考文献: p. 217（日本人国記）
N-200008 北陸の風土と歴史 浅香年木著 東京: 山川出版社 1977 325, 9p, 図版1枚 （風土と歴史　4）
N-200009 太平洋戦争とは何だったのか　1941-45年の国家, 社会,

そして極東戦争
クリストファー・ソーン（Thorne,
Christopher G.）著; 市川洋一訳

東京: 草思社 1989 445p 原書名: The issue of war: states, societies, and the far eastern
conflict of 1941-1945.

N-200010 郷土研究の思想と方法 後藤総一郎著 [東京]: 伝統と現代社; 東京: 現
代ジャーナリズム出版会(発売)

1981 266p 　

N-200011 日傾きて途遠し 阪本楠彦 [東京]: 御茶ノ水書房 1982 103p 非売品
N-200012 田中角栄私論 関口孝夫著 東京: 新日本出版社 1982 214p 　
N-200013 新潟県農民運動史 市村玖一著 東京: 中村書店 1975 555p 新潟県小作争議略年表: pp. 553-555（地方別日本農民運動史　巻1）

N-200014 新潟県の歴史 井上鋭夫著 東京: 山川出版社 1970 6, 266, 86p 付: 参考文献（県史シリーズ　15）
N-200015 強者の論理　帝国主義の時代 吉沢南ほか執筆 東京: 東京大学出版会 1995 xii,406p 付:参考文献（講座世界史 / 歴史学研究会編　5）
N-200016 　「近代」を人はどう考えてきたか 小谷汪之ほか執筆 東京: 東京大学出版会 1996 xiii,400p 付:参考文献ほか（講座世界史 / 歴史学研究会編　7）
N-200017 第三世界の挑戦　独立後の苦悩 吉沢南ほか執筆 東京: 東京大学出版会 1996 xi, 384p 付:参考文献（講座世界史 / 歴史学研究会編　10）
N-200018 上海テロ工作76号 晴気慶胤著 東京: 毎日新聞社 1980 230p 晴気慶胤著『謀略の上海』（亜東書房, 1951）の再版
N-200019 支那紀行 木村毅編 東京: 第一書房 1940 391p 戦時体制版
N-200020 東アジアの国際政治　戦前・戦後の構造と展開 具島兼三郎著 東京: 評論社 1971 370p （評論社の教養叢書　24）
N-200021 回想の上海 岩井英一著 名古屋: 「回想の上海」出版委員

会
1983 451p 年表: pp. 435-445　著者の肖像あり

N-200022 汪精衞と民主化の企て 土屋光芳著 東京: 人間の科学新社 2000 v, 290p （明治大学社会科学研究所叢書）
N-200023 新中国の音楽 中国音楽研究会編 東京: 飯塚書店 1956 73, 191p, 図版, 地図 附録: 新中国歌曲選（191p　楽譜付）
N-200024 現代中国の挑戦と伝統 清水徳蔵著 東京: アジア書房出版部 1988 379p 資料1-3: pp. 333-379
N-200025 甦る自由都市　上海 高井潔司著 東京: 読売新聞社 1993 237p, 図版2枚 上海史年表: pp. 230-233　参考図書: pp. 226-229
N-200026 怒りの阿賀　新潟水俣病と環境教育 吉田三男著 東京: あずみの書房 1991 205p  
N-200027 新潟水俣病の三十年　ある弁護士の回想 坂東克彦著 東京: 日本放送出版協会 2000 219p 水俣病事件略年表: pp. 210-217　参考文献: pp. 218-219
N-200028 地球温暖化を防止するエネルギー戦略　太陽と風は地

球環境を救えるか
林智　　　[ほか]著 東京: 実教出版 1997 16, 263p 参考文献: 各章末（J-JEC環境叢書シリーズ　9）

N-200029 戦争責任 家永三郎著 東京: 岩波書店 1985 xi, 408p, 図版[2]枚 参考文献あり
N-200030 そんへえ・おおへえ　上海生活三十五年 内山完造著 東京: 岩波書店 1984 169p 特装版（岩波新書　青版-16）
N-200031 上海遥かなり 伴野朗著 東京: 有楽出版社; 実業之日本

社(発売)
1992 290p  

N-200032 上海　魔都100年の興亡 ハリエット・サージェント（Sergeant,
Harriet）[著]; 浅沼昭子訳

東京: 新潮社 1996 489p 原書名: Shanghai.

N-200033 人種偏見　太平洋戦争に見る日米摩擦の底流 ジョン・W・ダワー（Dower, John W.）[著];
斎藤元一訳; 猿谷要監修

東京: TBSブリタニカ 1987 vii, 388p 原書名: War without mercy: race and power in the Pacific War, c1986.

N-200034 清郷地區 石濱知行著 東京: 中央公論社 1944 239p 　
N-200035 上海のギルド 根岸佶著 東京: 日本評論社 1951 13, 412p 参考資料文獻: pp. 402-412　私製　複写を製本
N-200036 解体する中国　ポスト鄧小平のゆくえ 長谷川慶太郎, 中嶋嶺雄著 東京: 東洋経済新報社 1993 xi, 218p 　
N-200037 先進国革命と多元的社会主義 田口富久治著 東京: 大月書店 1978 242p  
N-200038 中國四大家族 陳伯達著; 大阪市立大学中國研究會譯 大阪; 東京: 創元社 1953 214p （現代国民選書）
N-200039 支那の土地と人 クレッシイ（Cressy, George B.）著; 三好

武二譯
東京: 偕成社 1939 4, 6, 15, 625p, 折り込み

地図
原書名: China's geographic foundation.

N-200040 「文化」の光景　概念とその思想の小史 今井道兒著 東京: 同学社 1996 iii, 253p  
N-200041 孫文と毛沢東の遺産 藤井昇三, 横山宏章編 東京: 研文出版 1992 350p （研文選書　51）
N-200042 白狼の爪跡　山西残留秘史 永富博道著 大阪: 新風書房 1995 231p 参考文献・資料: p. 210　私の山西残留の主な出来事年表史: pp. 213-

215

N-200043 社会の多元化と旅行産業　自己実現の旅への誘い 山口一之, 戸崎肇著 東京: 同文舘出版 1997 3, 198p 参考文献: pp. 193-194
N-200044 江南農村の工業化　“小城鎮”建設の記録　1983-84 費孝通著; 大里浩秋, 並木　　頼寿訳 東京: 研文出版 1988 v, 263p 付: 費孝通小伝　大里浩秋著　小城鎮四記（新華出版社, 1985）が底本

（研文選書　39）

N-200045 中国農村の細密画　ある村の記録　1936-82 費孝通著; 小島晋治[ほか]訳 東京: 研文出版 1985 iv, 348p, 図版[6]p Chinese village close-up, 1983の訳
N-200046 人民中国の誕生 野村浩一著 東京: 講談社 1974 xii, 481, 9p, 図版3枚 参考文献: pp. 472-476　年表: pp. 477-481（中国の歴史　9）
N-210001 「阪田機関」出動ス　知られざる対支諜報工作の内幕 熊野三平著 東京: 展転社 1989 327p 　
N-210002 民族の咆哮　秘録・聖戦と皇軍その実態 木村英夫著 東村山: 雲母書房; 編集・　　製

作: 筒井書房(東京)
1995 357p 　

N-210003 抵抗と屈従 東京: 岩波書店 1993 xxiii, 279p 文献: 章末　執筆: 後藤乾一ほか（岩波講座近代日本と植民地 / 大江
志乃夫[ほか]編　6）

N-210004 大国中国への視座 毛里和子編 東京: 東京大学出版会 2000 x, 296, 8p 参考文献: 各章末（現代中国の構造変動　1）
N-210005 経済　構造変動と市場化 中兼和津次編 東京: 東京大学出版会 2000 xi, 316, 7p 参考文献: 各章末（現代中国の構造変動　2）
N-210006 政治　中央と地方の構図 天児慧編 東京: 東京大学出版会 2000 xi, 304, 7p 参考文献: 章末（現代中国の構造変動　4）
N-210007 社会　国家との共棲関係 菱田雅晴編 東京: 東京大学出版会 2000 xiii, 323, 6p 参考文献: 章末（現代中国の構造変動　5）
N-210008 環境　成長への制約となるか 小島麗逸編 東京: 東京大学出版会 2000 xi, 310, 5p 参考文献あり（現代中国の構造変動　6）
N-210009 中華世界　アイデンティティの再編 毛里和子編 東京: 東京大学出版会 2001 xi, 279, 8p （現代中国の構造変動　7）
N-210010 国際関係　アジア太平洋の地域秩序 田中恭子編 東京: 東京大学出版会 2001 xi, 280, 6p （現代中国の構造変動　8）
N-210011 国家とエスニシティ　西欧世界から非西欧世界へ 神奈川大学人文学研究所編; 工藤喜作

ほか執筆
東京: 勁草書房 1997 v, 257p （神奈川大学人文学研究叢書　13）

N-210012 遙かなる上海 日銀上海会[編] [出版地不明]: 日銀上海会 1972 556p 非売品
N-210013 マルクス主義哲学の形成　第1部, 第2部 テ・イ・オイゼルマン（Oizerman,

Teodor Ilich著; 森宏一訳
東京: 勁草書房 1964-19652冊 索引: 第2部巻末25p　原書名: Формчроьанче фчло

софч марксчзма.

N-210014 豫言大東亞戰爭 高田知一郎著 東京: 墨水書房 1942 202p 　
N-210015 上海戦役のなか 鹿地亘著 東京: 東邦出版社 1974 251p 　
N-210016 朝, 上海に立ちつくす　小説東亜同文書院 大城立裕著 東京: 講談社 1983 261p  
N-210017 グラムシ選集　3 代久二編; 監修: 山崎功 東京: 合同出版社 1962 1冊  
N-210018 長江流域の経済発展　中国の市場経済化と地域開発 丸山伸郎編 東京: アジア経済研究所 1993 xvii, 323p 文献等の注: 各章末（アジアの経済圏シリーズ　3）
N-210019 名言中国史 高木健夫著 東京: 東峰書院 1961 238, 8p 　
N-210020 現代支那の性格 丹羽正義著 東京: 弘文堂書房 1942 177p （教養文庫　48）
N-210021 魔都上海オリエンタル・トパーズ 山崎洋子著 東京: 集英社 1990 275p  
N-210022 上海快楽読本　世界でいちばん熱い街・その冒険と誘

惑！　絶対保存版！
野田　　峯雄[ほか著] 東京: 宝島社 1993 225p （別冊宝島EX）

N-210023 国際都市上海 上海研究プロジェクト[編] [大東]: 大阪産業大学産業研究
所

1995 ix, 325p （産研叢書/大阪産業大学産業研究所[編]　1）

N-210024 不思議の国の信州人　今日も何処かで「信濃の国」が
…

丸山一昭, 岩中祥 東京: ベストセラーズ 1994 227p 参考文献: p. 227（ベストセラーシリーズ「ワニの本」　919）

N-210025 歴史を見なおす東北からの視点　東の論理 中名生正昭著 東京: かんき出版 1995 230, viii p 　
N-210026 信濃川人間紀行　現代史発掘 佐藤国雄著 東京: 朝日新聞社 1995 315p 信濃川人間紀行・関係年表: pp. 314-315
N-210027 上海にて 堀田善衛著 東京: 筑摩書房 1969 222p （筑摩叢書　157）
N-210028 魔都上海　日本知識人の「近代」体験 劉建輝著 東京: 講談社 2000 253p （講談社選書メチエ　186）
N-210029 文明の歴史人類学　「アナール」・ブローデル・ウォー

ラーステイン
湯浅赳男著 東京: 新評論 1985 356p 　

N-210030 日本型システムの終焉　自分自身を生きるために 上田紀行著 京都: 法藏館 1998 ii, 244p 　
N-210031 日本に與へる書 蒋介石著 京都: 中國文化社 1946 4, 187p 　
N-210032 中国民衆と秘密結社 酒井忠夫著 東京: 吉川弘文館 1992 5,179,3p （ユーラシア文化史選書　14）
N-210033 中國の日本論 中國研究所編 東京: 潮流社 1948 218p 　
N-210034 オールド・シャンハイ　暗黒街の帝王 パン・リン（Pan, Ling）著; 毛里和子,

毛里興三郎訳
東京: 東方書店 1987 iv, 298p 関係年表: pp. 278-279　原書名: Old Shanghai: gangsgers in paradise,

1984. 杜月笙の伝記

N-210035 ウラジオストク物語　 ロシアとアジアが交わる街 原暉之著 東京: 三省堂 1998 324, 6p ウラジオストク略年表: 巻末pp. 1-3　文献案内: 巻末pp. 4-6
N-210036 わが三十年　もと蒋介石集団戦犯の手記 沈酔著; 外文出版社日本語部訳 北京: 外文出版社 1987 542p 　
N-210037 「頑張り」の構造　日本人の行動原理 天沼香著 東京: 吉川弘文館 1987 176p  
N-210038 「日本文化論」批判　【文化】を装う危険思想 日本科学者会議思想・文化研究委員会

編
東京: 水曜社 1991 253p 　

N-210039 「日本文化論」の変容　戦後日本の文化とアイデンティ
ティー

青木保著 東京: 中央公論社 1990 193p 　

N-210040 日本文化のかくれた形（かた） 加藤周一, 木下順二, 丸山真男[著]; 武
田清子編

東京: 岩波書店 1984 175p 　

N-210041 1990年の共産党へ　大いなる論争のために  伊里一智, 石村多門著 東京: 窓社 1990 109 p （窓ブックレット　1）
N-210042 辯證法とはどういうものか 松村一人著 東京: 岩波書店 1950 2, 211p （岩波新書　青版-50）
N-210043 明末の文人李卓吾　中国にとって思想とは何か 劉岸偉著 東京: 中央公論社 1994 viii, 221p 主な史料・参考文献: pp. 217-221（中公新書　1200）
N-210044 タテマエとホンネ 増原良彦著 東京: 講談社 1984 209p （講談社現代新書　745)
N-210045 暗い夜の記録 許広平著; 安藤彦太郎訳．改版 東京: 岩波書店 1974 xvii, 202p （岩波新書　青版-215）
N-210046 新しい民族問題　EC統合とエスニシティ 梶田孝道著 東京: 中央公論社 1993 290p 参考文献: pp. 280-290（中公新書　1116）
N-210047 近衛文麿　「運命」の政治家 岡義武著 東京: 岩波書店 1972 vii, 249p 参考文献: pp. 248-249（岩波新書　青版826, D133)
N-210048 アジア四小龍　いかにして今日を築いたか エズラ・F・ヴォーゲル（Vogel, Ezra F.）著;

渡辺利夫訳
東京: 中央公論社 1993 vi, 205p 原書名: The four little dragons.（中公新書　1124）

N-210049 伝統中国の完成 岩見宏, 谷口規矩雄著 東京: 講談社 1977 206p 参考文献: pp. 190-192　年表: pp. 193-200（講談社現代新書　454　新
書東洋史　4　中国の歴史）

N-210050 変貌する中国の家族　血統社会の人間関係 潘允康著; 園田茂人監訳; 王鴻翔, 李天
国, 陸亜玲訳

東京: 岩波書店 1994 ix, 223p 「在亜社会中沈思」(中国婦人出版社, 1988)を加筆・修正したもの

N-210051 産業空洞化の克服　産業転換期の日本とアジア 小林英夫著 東京: 中央公論新社 2003 176p 参考文献: pp. 174-176（中公新書　1682）
N-210052 日本軍政下のアジア　「大東亜共栄圏」と軍票 小林英夫著 東京: 岩波書店 1993 iii, 220, 5p 参考文献: 巻末pp. 1-5（岩波新書　新赤版311）
N-210053 東京の都市計画 越沢明著 東京: 岩波書店 1991 vi, 262p 参考文献:a. 259-262（岩波新書　新赤版200）
N-210054 翻訳と日本の近代 丸山真男, 加藤周一著 東京: 岩波書店 1998 viii, 189p （岩波新書　新赤版580）
N-210055 現代「死語」ノート 小林信彦著 東京: 岩波書店 1997 1冊 索引: 巻末（岩波新書　新赤版484）
N-210056 もっと知ろうアジア 陸培春著 東京: 岩波書店 1995 vi, 199p （岩波ジュニア新書　249）
N-210057 中国人口超大国のゆくえ 若林敬子著 東京: 岩波書店 1994 viii, 221, 3p, 図版[2]枚 人口問題・政策関連年表: 巻末pp. 1-3（岩波新書　新赤版341）
N-210058 人びとのアジア　民際学の視座から 中村尚司著 東京: 岩波書店 1994 iii, 212, 2p 主要参考文献: 巻末pp. 1-2（岩波新書　新赤版360）
N-210059 歴史をいかに学ぶか　ブルクハルトを現代に読む 野田宣雄著 東京: PHP研究所 2000 218p 主な参考文献: pp. 216-218（PHP新書　100）
N-210060 「南京事件」の探究　その実像をもとめて 北村稔著 東京: 文藝春秋 2001 197p （文春新書　207）
N-210061 上海憲兵隊 久保田知績著 東京: 東京ライフ社 1956 207p （東京選書　第20）
N-210062 トインビーの中国観 山本新, 秀村欣二編; 谷川徹三ほか執筆 東京: 社会思想社 1978 290p 参考文献-中国問題に関するトインビーの資料: pp. 284-286（現代教養

文庫　966）

N-220001 マルクス主義国家論　上, 下 ルチアーノ・グルッピ（Gruppi, Luciano）
著; 宮川中民, 佐藤紘毅訳

東京: 現代の理論社 1971 2冊 原書名: Socialismo e democrazia : la teoria marxista dello stato.

N-220002 マルクス主義哲学の根本問題 古在由重編 東京: 青木書店 1969 286p （講座マルクス主義哲学 / 古在由重[ほか]編　第1巻）
N-220003 哲学と政治 島田豊編 東京: 青木書店 1969 309p （講座マルクス主義哲学 / 古在由重[ほか]編　第2巻）
N-220004 現代科学と唯物論 芝田進午編 東京: 青木書店 1969 321p （講座マルクス主義哲学 / 古在由重[ほか]編　第3巻）
N-220005 現代日本における思想対立 森宏一編 東京: 青木書店 1969 321p （講座マルクス主義哲学 / 古在由重[ほか]編　第5巻）
N-220006 中国生活誌　黄土高原の衣食住 竹内実, 羅漾明対談 東京: 大修館書店 1984 viii, 335p 　
N-220007 同盟軍としての農民 ポポフ著; 野田弥三郎訳 東京: 彰考書院 1946 94p  

9 / 18 ページ

https://www.arc.niigata-u.ac.jp/holding/


< 所蔵資料へ

古厩文庫（日BOX） （2019年8月1日現在）

蔵書番号 書名 著者・編者名 出版地：出版社 刊行年 ページ数 形態、注記 備考

N-220008 日本マルクス主義理論の形成と発展 守屋典郎著 東京: 青木書店 1967 305, 13p 引用書目索引: 巻末
N-220009 天を射る 大谷健夫著 京都: 三一書房 1960 279p 　
N-220010 歴史家の同時代史的考察について 増淵龍夫著 東京: 岩波書店 1983 280p  
N-220011 現代革命とマルクス主義哲学　下 芝田進午編著 東京: 青木書店 1970 1冊  
N-220012 人民中国の夜明け ニム・ウェールズ（Wales, Nym）著; 浅野

雄三訳
東京: 新興出版社 1985 337p 原書名: Inside Red China.（現代史の証言双書　Ⅰ)

N-220013 延安革命　第三世界解放の原点 マーク・セルデン（Selden, Mark）著; 小林
弘二, 加々美光行訳

東京: 筑摩書房 1976 x, 288p 原書名: The Yenan way in revolutionary China.

N-220014 歴史としての鄧小平時代 天児慧著 東京: 東方書店 1992 235p 　
N-220015 アリランの歌　朝鮮人革命家の生涯 金山, ニム・ウェイルズ（Wales, Nym）著;

安藤次郎訳
東京: みすず書房 1965 282p 原書名: Song of Ariran. （みすず叢書　11）

N-220016 中共雑記 エドガー・スノウ（Snow, Edgar）著; 小野
田耕三郎, 都留信夫訳

東京: 未来社 1964 249p おもな参考文献: pp. 243-246　原書名: Random notes on red China.

N-220017 極東戦線 エドガー・スノー著; 梶谷善久訳 東京: 筑摩書房 1973 iii,263p 図版4枚 原書名: Far Eastern front.（エドガー・スノー著作集/エドガー・スノー著
; 第1巻）

N-220018 漢詩名句辞典 鎌田正, 米山寅太郎著 東京: 大修館書店 1980 60, 731, 71p 漢詩参考年表: pp. 719-727
N-220019 日本軍事　上巻　戦前篇 藤原彰著 東京: 日本評論社 1987 1冊 　
N-220020 レギュラシオン・アプローチ　21世紀の経済学 山田鋭夫著 東京: 藤原書店 1991 251p レギュラシオン理論文献: pp. 217-247
N-220021 支那事変戦争指導史 堀場一雄著 東京: 原書房 1973 780, 365, 8p 付図5枚（袋入）　昭和37年刊の複製（明治百年史叢書　第204巻）
N-220022 新潟県の昭和史　明治・大正・昭和100年の記録  東京: 毎日新聞社 1982 265p 新潟県近代史年表: pp. 264-265（一億人の昭和史/毎日新聞社編

38）

N-220023 上海在留邦人が造った日本人街　昭和17年の日本人
商店・会社・工場の復元地図　懐かしい写真アルバム集

日中両国人民朋友会[編] 長崎: 日中両国人民朋友会 1994 195p 上海年表譜: pp. 167-192

N-220024 「文明論之概略」を読む　上, 中, 下 丸山真男著 東京: 岩波書店 1986 3冊 （岩波新書　黄版325-327）
N-220025 遠くて近い国トルコ 大島直政著 東京: 中央公論社 1968 194p （中公新書　162）
N-220026 民族と国家　イスラム史の視角から 山内昌之著 東京: 岩波書店 1993 vii, 255, 3p 主要参考文献: pp. 252-255（岩波新書　新赤版260）
N-220027 地球温暖化を防ぐ　20世紀型経済システムの転換 佐和隆光著 東京: 岩波書店 1997 xi, 217p （岩波新書　新赤版529）
N-220028 タイ　開発と民主主義 末廣昭著 東京: 岩波書店 1993 xiii, 224, 14p タイ主要年表: 巻末1-10p　主要参考文献: 巻末11-14p（岩波新書　新

赤版298）

N-220029 地球温暖化を考える 宇沢弘文著 東京: 岩波書店 1995 viii, 212p 参考文献: pp. 210-212（岩波新書　新赤版403）
N-220030 イスラーム復興はなるか 坂本勉, 鈴木董編 東京: 講談社 1993 270p もっと勉強したい人へのブックガイド: pp. 254-260（講談社現代新書

1175　新書　　イスラームの世界史　3）

N-220031 オスマン帝国　イスラム世界の「柔らかい専制」 鈴木董著 東京: 講談社 1992 254p （講談社現代新書　1097）
N-220032 中国人民の声 イアン・ミュルダール（Myrdal, Jan）[著];

大久保和郎訳
東京: 筑摩書房 1965 211p Report from Chinese villageの抄訳（グリーンベルト・シリーズ　64）

N-220033 歴史とは何か E.H. カー（Carr, Edward Hallett）著; 清水
幾太郎訳

東京: 岩波書店 1962 ix, 252p 原書名: What is history?（岩波新書　青-447）

N-220034 日中開戦　軍法務局文書からみた挙国一致体制への
道

北博昭著 東京: 中央公論社 1994 iv,231p 主な引用・参考文献: pp. 227-231（中公新書　1218）

N-220035 中国土地改革体験記 秋山良照著 東京: 中央公論社 1977 iii, 180p （中公新書　　468）
N-220036 海の帝国　アジアをどう考えるか 白石隆著 東京: 中央公論新社 2000 iv, 218p 参照文献と注: pp. 206-218（中公新書　1551）
N-220037 中国革命とソ連の顧問たち ソ連科学アカデミー極東研究所編著; 毛

里和子, 本庄比佐子共訳
東京: 日本国際問題研究所 1977 viii, 231, 16p, 図版[4]p 参考文献および著作目録: 巻末　原書名: Видные совет

ские коммунисты: участники китай
ской революци.

N-220038 買辧制度の研究 根岸佶著 東京: 日本圖書 1948 4, 392p 附録: 洋行買辧契約書文例　参考書目: pp. 357-362
N-220039 地域ハンドブック　地域データと政策情報 日本政策投資銀行地域政策研究セン

ター編集
東京: 日本政策投資銀行地域政
策研究センター

2001 1冊  

N-220040 現代からみた東アジア近現代史 中村哲編 東京: 青木書店 2001 vii, 273p 参考文献: 各章末　執筆: 谷浦孝雄ほか（講座東アジア近現代史 / 東
アジア地域研究会編　1）

N-220041 東アジア経済の軌跡 植村泰夫, 櫻谷勝美, 堀和生編 東京: 青木書店 2001 vii, 310p 参考文献: 各章末　執筆: 足立啓二ほか（講座東アジア近現代史 / 東
アジア地域研究会編　2）

N-220042 東アジア史像の新構築 片山裕, 西村成雄編 東京: 青木書店 2002 viii, 284p 参考文献:各章末　執筆: 茂木敏夫ほか（講座東アジア近現代史 / 東
アジア地域研究会編　4）

N-220043 仁学　清末の社会変革論 譚嗣同著; 西順蔵, 坂元ひろ子訳注 東京: 岩波書店 1989 275p 底本は「譚嗣同全集」増訂版(中華書局1981年刊)　所収本（岩波文庫 ;
青(33)-232-1)

N-220044 文化大革命十年史　上, 中, 下 厳家祺, 高皋著; 辻康吾監訳 東京: 岩波書店 2002 3冊 文化大革命関係年表（安藤正士, 辻康吾編): 上巻末pp. 3-21　参考文
献と主な資料の出典: 上巻末pp. 22-37『「文化大革命」十年史』(天津
人民出版社1986年9月刊),『中国「文革」十年史』（香港大公報社1986
年12月刊),『文化大革命十年史』(遠流出版公司[台北], 潮流出版社[香
港]1990年刊)をもとにした日本語版　初版(岩波書店1996年刊)の岩波
現代文庫版（岩波現代文庫　学術72-74）

N-220045 菊と刀　日本文化の型　定訳[版] ルース・ベネディクト[著]; 長谷川松治訳 東京: 社会思想社 1967 398p 原書名: The chrysanthemum and the sword: patterns of Japanese
culture．（現代教養文庫　500）

N-220046 南京への道 本多勝一著 東京: 朝日新聞社 1989 397p （朝日文庫　ほ-1-22）
N-220047 大東亜共栄圏  東京: 中央公論新社 2001 245p 付:（年表1枚); 参考文献: pp. 　　241-243　「20世紀どんな時代だったの

か」全8巻（読売新聞社, 1998年刊）　　を再構成したもの（中公文庫　20
世紀/読売新聞20世紀取材班編)

N-220048 上海の顔役たち 沈寂著; 林弘訳 東京: 徳間書店 1989 349p 関係年表: pp. 346-349（徳間文庫）
N-220049 韓国・中国「歴史教科書」を徹底批判する　歪曲された

対日関係史
勝岡寛次著 東京: 小学館 2001 251p （小学館文庫）

N-230001 野戦郵便旗　日中戦争に従軍した郵便長の記録　[正],
続

佐々木元勝著 東京: 現代史資料センター出版
会

1973 2冊 付: 地図（1枚）　[正]: 1-5部．続: 第6-10部

N-230002 香港・台湾・大中国　「スリーチャイナ」の新世紀が来る? 凃照彦著 東京: 時事通信社 1997 247p 　

N-230003 中国をどう見るか　21世紀の日中関係と米中関係を考
える

浅井基文著 東京: 高文研 2000 220p 日中・米中関係=略年表: pp. 209-213

N-230004 日中戦争見聞記　1939年のアジア コリン・ロス（Ross, Colin A.）著; 金森誠
也, 安藤勉訳

東京: 新人物往来社 1990 218p 原書名: Das neue Asien

N-230005 中国の秘密結社 山田賢著 東京: 講談社 1998 254p 参考文献: pp. 237-242（講談社選書メチエ　139）
N-230006 上海の螢 武田泰淳著 東京: 中央公論社 1976 301p 　
N-230007 華中第一線 森金千秋著 東京: 叢文社 1977 494p 　
N-230008 中国文明と官僚制 エチアヌ・バラーシュ（Balazs, Etienne）

[著]; 村松祐次訳
東京: みすず書房 1971 197, xi p エチアヌ・バラーシュ業績目録: xi p.原書名: La bureaucratie céleste.

N-230009 この謎の巨人　中国　新聞が書かなかったその実像 金雄白著; 伊達政之訳 東京: 蒼洋社, 発売: 英潮社（東
京)

1978 271p （蒼洋社選書　1）

N-230010 対談　中国を考える 司馬遼太郎, 陳舜臣著 東京: 文芸春秋 1978 217p  
N-230011 僕は毛主席の紅小兵だった　毛沢東に忠誠を誓ったこ

どもたち
安剣星著 東京: 透土社, 東京: 丸善（発売） 1996 v, 316p, 図版4枚 　

N-230012 日本人とは何か　'79天城シンポジウム記録 [江上波夫ほか述]; 天城シンポジウ
ム事務局[編]

東京: 日本アイ・ビー・エム株式
会社企業総務

1980 307p 会期・会場: 昭和54年9月29日-10月1日, 天城ホームステッド

N-230013 歴史学のなかの南京大虐殺 ジョシュア・A.フォーゲル（Fogel, Joshua
A.）編; 岡田良之助訳

東京: 柏書房 2000 223, 61p 参考文献: 巻末pp. 45-61　原書名: The Nanjing Massacre in history
and historiography.

N-230014 戦争責任論　現代史からの問い 荒井信一著 東京: 岩波書店 1995 xii, 268, 8p 文献: 巻末pp. 1-7
N-230015 華中現勢　昭和17年・民國31年版  上海: 上海毎日新聞社 1941 1冊  
N-230016 蔣介石　マクロヒストリー史観から読む蔣介石日記 黄仁宇著; 北村稔, 永井英美, 細井和彦

訳
東京: 東方書店 1997 viii, 463p 解説: 竹内実　原書名: 従大歴史的角度読蔣介石日記

N-230017 近代中国人物研究 山田辰雄編 東京: 慶応義塾大学地域研究セ
ンター

1988 443, 16p 　

N-230018 南京戦　閉ざされた記憶を尋ねて　元兵士102人の証言 松岡環編著 東京: 社会評論社 2002 374p 対中国侵略戦争年表: pp. 368-374

N-230019 戦争と罪責 野田正彰著 東京: 岩波書店 1998 vii, 359p 　
N-230020 戦争の悲しみ バオ・ニン（Bao Ninh）著; 井川一久訳 東京: めるくまーる 1997 370p 原書名: Thân phân cua tình yêu. The sorrow of war.
N-230021 大川周明　ある復古革新主義者の思想 大塚健洋著 東京: 中央公論社 1995 223p 参考文献: pp. 205-223（中公新書　1276）
N-230022 豊かさの文化経済学 松原隆一郎著 東京: 丸善 1993 ix, 179p 参考文献: b. 177-179（丸善ライブラリー　077）
N-230023 「世間」とは何か 阿部謹也著 東京: 講談社 1995 259p 主要引用・参考文献: pp. 248-254（講談社現代新書　1262）
N-230024 両班（ヤンバン）: 李朝社会の特権階層 宮嶋博史著 東京: 中央公論社 1995 222p 参考文献: pp. 221-222（中公新書　1258）
N-230025 台湾　変容し躊躇するアイデンティティ 若林正丈著 東京: 筑摩書房 2001 254p 参考文献: pp. 246-249　台湾史略年表: pp. 250-254（ちくま新書　318）

N-230026 ぎりぎり合格への論文マニュアル 山内志朗著 東京: 平凡社 2001 211p 参考文献: pp. 203-205（平凡社新書　103）
N-230027 「超」整理法　情報検索と発想の新システム 野口悠紀雄著 東京: 中央公論社 1993 232p 参考文献: pp. 224-226（中公新書　1159）
N-230028 内藤湖南 三田村泰助著 東京: 中央公論社 1972 228p （中公新書　278）
N-230029 近代日本のアジア認識 河原宏著 東京: 第三文明社 1976 214p （レグルス文庫　55)
N-230030 文化人類学への招待 山口昌男著 東京: 岩波書店 1982 x, 222p （岩波新書　黄版204）
N-230031 タテ社会の人間関係 中根千枝著 東京: 講談社 1967 189p （講談社現代新書　105）
N-230032 新中国読本 内山完造編 東京: 産業経済新聞社 1955 214p （サンケイ新書）
N-230033 北京三十五年　中国革命の中の日本人技師　上, 下 山本市朗著 東京: 岩波書店 1980 2冊 中国の動き: 上: pp.190-192, 下: pp. 191-199（岩波新書　黄版　127-

128）

N-230034 現代アジア論の名著 長崎暢子, 山内昌之編 東京: 中央公論社 1992 xii, 210p 　参考文献: 各章末　村田雄二郎ほか執筆（中公新書　1093）
N-230035 キメラ　満洲国の肖像 山室信一著 東京: 中央公論社 1993 330p （中公新書　1138）
N-230036 中国人の生活 ミシェル・ジャン（Jan, Michel）著; 小川特

明訳
東京: 白水社 1978 151, iii p 参考文献: 巻末（3p）　原書名: La vie chinoise.（文庫クセジュ　616）

N-230037 外国人による日本論の名著　ゴンチャロフからパンゲま
で

佐伯彰一, 芳賀徹編 東京: 中央公論社 1987 5, 296p （中公新書　832）

N-230038 満鉄調査部　関係者の証言 井村哲郎編 東京: アジア経済研究所　東京:
アジア経済出版会（発売)

1996 xx, 830p 引用文献目録: pp. 657-714　年号(日本・中国・満洲国)西暦対照表: 巻
頭p. [ii]　満鉄調査関係者人名録: pp. 715-814　「アジア経済」での連
載記事「特別連載・満鉄調査関係者に聞く」（第26巻4号から第31巻2
号）がもと（研究双書  アジア経済研究所[編]; 特2）

N-230039 「満洲国」の研究 山本有造編 京都: 京都大学人文科学研究所 1993 xii, 587p 1987年4月から1992年3月まで京都大学人文科学研究所で開かれた共
同研究「『満洲国』の研究」班の成果報告書　付表(2枚): 表1:国務院各
部の機構変遷. 表3:国務院・各部主要官職の任免変遷　第13章「満洲
国」関係資料解題: 井村哲郎

N-230040 帝国統治の構造 東京: 岩波書店 1992 xix, 266p 文献: 各章末　若林正丈ほか執筆（岩波講座近代日本と植民地 / 大
江志乃夫[ほか]編　2）

N-230041 現代中国の革命認識　中ソ論争への接近 新島淳良著 東京: お茶の水書房 1964 242p 　
N-230042 歴史像再構成の課題　歴史学の方法とアジア 幼方直吉, 遠山茂樹, 田中正俊編 東京: 御茶の水書房 1966 3, 343p 　
N-230043 中國經濟の社會態制 村松祐次著 東京: 東洋經濟新報社 1949 4, 8, 400p （現代經濟學叢書　24)
N-230044 新段階に立つ中国政治 朝日新聞社東亞部編 東京: 月曜書房 1947 385p （中國叢書　第3）
N-230045 中国生活　陸軍二等兵放浪記 村松忠著 東京: 近代文芸社 1995 260p  
N-230046 上海発　奪回指令 伴野朗著 東京: 早川書房 1992 291p （ハヤカワ・ミステリワールド）
N-230047 近代中国社会史研究序説 中村哲夫著 京都: 法律文化社 1984 225p  
N-240001 入門・世界の民族問題 山内昌之, 民族問題研究会編 東京: 日本経済新聞社 1991 190p 　
N-240002 近代世界史像の再構成　東アジアの視点から 中村哲著 東京: 青木書店 1991 292p 　
N-240003 「ゆらぎ社会」の構図　文化現象をどう読むか 清水克雄著 東京: TBSブリタニカ 1986 229p 　
N-240004 歴史学再考　生活世界から権力秩序へ 二宮宏之著 東京: 日本エディタースクール出

版部
1994 iv, 313p 注記: 各章末

N-240005 ベトナム戦争　民衆にとっての戦場 吉澤南著 東京: 吉川弘文館 1999 vi, 280, 9p 参考資料: 巻末pp. 1-9
N-240006 二十一世紀の民族と国家　新しい地域像を探る 山内昌之編 東京: 日本経済新聞社 1993 303p 　
N-240007 想像の共同体　ナショナリズムの起源と流行 ベネディクト・アンダーソン（Anderson,

Benedict  Richard O'Gorman)著; 白石隆,
白石さや訳

東京: リブロポート 1987 288, ixp 文献: 巻末pp. 1-9　原書名: Imagined 　　　　　　communities:
reflections on the origin and spread of nationalism（社会科学の冒険
7）

N-240008 日中戦争の諸相 軍事史学会編集 東京: 錦正社 1997 iii, 457p 日中戦争関連　文献目録: pp. 423-452　『軍事史学』130号記念特集号
（第33巻第2・3合併号）（軍事史学/軍事史学会編）

N-240009 「豊かな社会」日本の構造 渡辺治著 東京: 労働旬報社 1990 382p  
N-240010 中国人の日本観 アレン・S. ホワイティング（Whiting, Allen

Suess）著; 岡部達味訳
東京: 岩波書店 1993 xiv, 314, 41p 原書名: China eyes Japan.

N-240011 中国の本質をみつめる 今堀誠二著 東京: 勁草書房 1985 262p 　
N-240012 近代の擁護 山崎正和著 東京: PHP研究所 1994 237p 1993年8月から8回にわたって雑誌『Voice』に「現代思想時評」と題して

連載した文章を若干の補筆と字句の修正を行い1冊にまとめたもの

N-240013 日中戦争期における経済と政治　近衛文麿と池田成彬 松浦正孝著 東京: 東京大学出版会 1995 v, 347, 5p 資料目録: pp. 329-342　人名索引: 巻末pp. 1-5
N-240014 支那事変の回想　新版 今井武夫著 東京: みすず書房 1980 4, 2, 385p, 図版[8]p 著者の肖像あり
N-240015 中国国民党秘史　苦笑録・八年来の回顧 陳公博著; 岡田酉次訳; 松本重治監修 東京: 講談社 1980 374p 著者の肖像あり
N-240016 現代アジアへの視点 野沢豊[ほか]執筆 東京: 青木書店 1985 232p （アジア現代史 / 歴史学研究会編集　別巻）
N-240017 日本近現代史研究事典 鳥海靖, 松尾正人, 小風秀雅編 東京: 東京堂出版 1999 8, 398p 参考文献: 各項末　日本近現代史関係史料所蔵機関一覧: pp. 372-

397

N-240018 政治　上 毛里和子, 国分良成編 東京: 岩波書店 1994 1冊 （原典中国現代史　第1巻）
N-240019 政治　下 岡部達味, 天児慧編 東京: 岩波書店 1995 1冊 （原典中国現代史　第2巻）
N-240020 経済 小島麗逸, 石原享一編 東京: 岩波書店 1994 xxxii, 334p （原典中国現代史　第3巻）
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N-240021 社会 辻康吾, 加藤千洋編 東京: 岩波書店 1995 xxxii, 306p （原典中国現代史　第4巻）
N-240022 思想・文学 吉田富夫, 萩野脩二編 東京: 岩波書店 1994 xxiv, 302p （原典中国現代史　第5巻）
N-240023 外交 太田勝洪, 朱建栄編 東京: 岩波書店 1995 xxv, 311p （原典中国現代史　第6巻）
N-240024 台湾・香港・華僑華人 若林正丈, 谷垣真理子, 田中恭子編 東京: 岩波書店 1995 xxii, 316p （原典中国現代史　第7巻）
N-240025 日中関係 安藤正士, 小竹一彰編 東京: 岩波書店 1994 xxv, 308p （原典中国現代史　第8巻）
N-240026 中国研究ハンドブック 岡部達味, 安藤正士編 東京: 岩波書店 1996 x, 468p 年表: pp. [219]-468（原典中国現代史　別巻）
N-240027 日本のアジア支配を考える 丸山静雄著 東京: 新日本出版社 1997 237p 年表日本の戦争とアジア支配: pp. 235-237
N-240028 上海　重層するネットワーク 日本上海史研究会編 東京: 汲古書院 2000 8, 527, 22p 　
N-240029 近代上海の公共性と国家 小浜正子著 東京: 研文出版 2000 [6], 373p 1998年3月にお茶の水女子大学から学位を取得した博士論文「近代上

海における社団、都市社会、そして国家」に加筆したもの

N-240030 北京十話　その十年の証言 村上知行著 東京: 現文社 1967 249p  
N-240031 日中関係小史 野沢豊 東京: 実教出版 1972 6, 152p 　
N-240032 外人の觀た日本 武野藤介著 東京: 洋洋社 1945 64p （新日本建設叢書　第一輯）　奥付は昭和20年2月であるが、敗戦後に

刊行されたもの

N-240033 帝国主義の時代 江口朴郎著 東京: 岩波書店 1969 x, 184, 12p 参考文献: pp. 177-184　事項索引, 人名索引: 巻末pp. 1-12（岩波全書
268）

N-240034 「大東亜共栄圏」の思想 栄沢幸二著 東京: 講談社 1995 216p （講談社現代新書　1279）
N-240035 現代中国を見る眼　民衆からみた社会主義 姜克實著 東京: 丸善 1997 x, 243p 主要参考・引用資料: pp. 238-243（丸善ライブラリー　224）
N-240036 醜い中国人　なぜ、アメリカ人・日本人に学ばないのか 柏楊著; 張良沢, 宗像隆幸共訳 東京: 光文社 1988 230p （カッパ・ブックス）
N-240037 中国の歌ごえ アグネス・スメドレー（Smedley, Agnes）

著; 高杉一郎訳
東京: みすず書房 1957 423, 9p, 図版[9]p 原書名: Battle hymn of China.（現代史大系　4　中日戰爭　[第2]）
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N-260064 日本人にとっての中国像 竹内実著 東京: 岩波書店 1992 v,278p （同時代ライブラリー　120）
N-260065 華僑　ネットワークする経済民族 游仲勲著 東京: 講談社 1990 225p （講談社現代新書　980）
N-260066 三十三年の夢 宮崎滔天著; 島田虔次, 近藤秀樹校注 東京: 岩波書店 1993 500, 7p 宮崎滔天年譜稿(抄): pp. 459-467（岩波文庫　青122-1）
N-260067 人国記 浅野建二校注 東京: 岩波書店 1987 300p （岩波文庫　青(33)-028-1）
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蔵書番号 書名 著者・編者名 出版地：出版社 刊行年 ページ数 形態、注記 備考

N-260068 新人国記 [関祖衡改作]; 浅野建二校注
N-260069 魔都上海十万の日本人 NHK取材班編 東京: 角川書店 1995 226p 関係年表・参考文献: pp. 207-226 『ドキュメント昭和 2』の改訂（角川文

庫）

N-260070 風雪五十年　日本の生きた解放運動史・野坂参三略伝 日本共産党東京都委員会　教宣部編 [東京]: 東京民報社出版部 1965 95p 　

N-260071 太閤と百姓 松好貞夫著 東京: 岩波書店 1957 ix,210p （岩波新書　青-269）
N-260072 社会主義運動半生記 山辺健太郎著 東京: 岩波書店 1976 iii, 231p 略年譜: pp. 226-230（岩波新書　青版973）
N-260073 安吾新日本風土記 坂口安吾著 東京: 河出書房新社 1988 246p 安吾新日本風土記・坂口安吾年譜: pp. 217-238（河出文庫）
N-260074 中国の大盗賊　天下を狙った男たち 高島俊男著 東京: 講談社 1989 227p （講談社現代新書　972）
N-260075 王羲之　六朝貴族の世界 吉川忠夫著 東京: 清水書院 1972 203p 年譜: pp. 199-202（Century books　 人と歴史シリーズ　東洋6）
N-260076 北越雪譜 鈴木牧之編撰; 京山人百樹刪定 ; 岡田

武松校訂
東京: 岩波書店 1978

改版
348p 『北越雪譜』のこと（益田勝実著): pp. 325-346（岩波文庫　黄(30)-226-

1）

N-260077 餃子の研究 顧中正編 東京: 中央公論社 1984 110p （中公ミニムックス　14）
N-260078 味噌・醤油・酒の来た道 森浩一編 ; 陳舜臣[ほか執筆] 東京: 小学館 1998 304p 第四回日本海文化を考える富山シンポジウム「食文化-創造と伝統」

(1986年10月4日-5日富山市にて開催)の記録に増補、加筆して1987年
に出版されたものを再編集したもの（小学館ライブラリー　106）

N-260079 上海コレクション 平野純編 東京: 筑摩書房 1991 392p （ちくま文庫）
N-260080 上海酔眼 村松友視, 管洋志著 東京: 講談社 1985 164p （講談社文庫）
N-260081 アジア型経済システム　グローバリズムに抗して 原洋之介著 東京: 中央公論新社 2000 189p 引用文献: pp. 185-189（中公新書　1555）
N-260082 現代中国を見る眼 加藤祐三著 東京: 講談社 1980 238p （講談社現代新書　600）
N-260083 三民主義と現代中國 岩村三千夫著 東京: 岩波書店 1949 2, 3, 146p （岩波新書　青-6）
N-260084 アジアの反逆 ティボー・メンド（Mende, Tibor）著; 奥山

達譯
東京: 白水社 1952 134, ii p 原書名: La révolte de l'Asie.（文庫クセジュ　65）

N-260085 チベット日記 A・L・ストロング（Strong, Anna Louise）;
西園寺公一訳

東京: 岩波書店 1961 iii,302p 原書名: When serfs stood up in Tibet.（岩波新書　青-416）

N-260086 現代中国入門　何を読むべきか 新島淳良, 野村浩一編 東京: 勁草書房 1965 281, 12p （中国新書　11）
N-260087 明治維新のはなし 服部之總著 東京: 青木書店 1955 135p （青木文庫　226）
N-260088 トインビー・人と史観  東京: 社会思想研究会出版部 1959 236p （現代教養文庫　250）
N-260089 歴史とは何ぞや ベルンハイム（Bernheim, Ernst）[著]; 坂

口昂, 小野鐵二譯
東京: 岩波書店 1935 250, 14p Einleitung in die Geschichtswissenschaft.の翻訳（岩波文庫　1208-

1209）

N-260090 ヘーゲル哲學の批判　他一篇 フォイエルバッハ著; 佐野文夫譯 東京: 岩波書店 1933 137p （岩波文庫　950）
N-260091 魏志倭人傳・後漢書倭傳・宋書倭國傳・隋書倭國傳 和田清,石原道博編 東京: 岩波書店 1951 118p （岩波文庫　4370）
N-260092 十八史略・史記・漢書 林秀一著 東京: 学燈社 954 295p （学燈文庫）
N-260093 紅楼夢 曹雪芹著; 松枝茂夫譯 東京: 岩波書店 1940-

1951
14冊 （岩波文庫　2232-2260a）　11は欠

N-260094 水滸傳 吉川幸次郎, 清水茂譯 東京: 岩波書店 1947-
1991

13冊 （岩波文庫　赤）　第9冊-第13冊は欠

N-260095 戦前の論争 東京: 青木書店 1953 219, 18p （日本資本主義論争史 / 小山弘健編　上）（青木文庫　93）
N-260096 戦後の論争 東京: 青木書店 1953 313, 41p 日本資本主義論争史年表: pp. 303-313　戦後論争の関係文献（1945-

53）: 巻末pp. 1-41（日本資本主義論争史 / 小山弘健編　下）（青木文
庫　118）

N-260097 剰余価値学説史 カール・マルクス著; 大島清, 時永淑訳 東京: 大月書店 1963-
1966

5冊 1: 第1巻第1分冊, 2: 第1巻第2分冊, 3: 第1巻第3分冊, 4: 第2巻第1分
冊, 5: 第2 巻第2分冊（国民文庫　26）2は欠

N-260098 アジアからの挑戦　世界の中の日本 NHK日本プロジェクト取材班, 磯村尚徳
[編著]

東京: 日本放送出版協会 1988 174p （NHK特集=緊急リポート　[8]）

N-260099 アジア政経学会の四十年　一九五三-一九九三 アジア政経学会40年小史編纂委　　員
会編集

藤沢: アジア政経学会 1993 121, 9p, 図版[4]p 「現代中国研究叢書」刊行一覧: pp. 71-73　「アジア研究」総目次・執筆
者索引（第1巻1号-第39巻2号（1954.4-1993.2): pp. 74-121, 後付pp. 1-
9

N-260100 戦後歴史学と歴研のあゆみ　創立60周年記念 歴史学研究会編 東京: 歴史学研究会, 東京: 青木
書店(発売)

1993 137p 　

N-260101 「東北アジアの記憶と未来」　21世紀の相互理解に向け
て

[新潟市教育委員会編] 新潟: 新潟市教育委員会 2002 104p （にいがた市民大学ゼミナール修了レポート集 ; 第8期（平成13年度）
現代の社会問題コース）

N-260102 中國憲政運動の發展と最近の動向（飜譯） 邵翰齋著; 東亞研究所譯 東京: 東亞研究所 1940 91p 謄写版　翻訳担当は第三部福満武雄（資料/東亞研究所[編]　丙第
155号D　支那奥地建設資料・政治第1号）

N-270001 抗日戦争時期における重慶国民政府・南京傀儡政権・
華僑の三極構造の研究

研究代表者菊池一隆 [大阪]: 菊池一隆 2001 iv, 206p （課題番号: 10610353 ; 大阪教育大学教育学部　平成10年度-平成12
年度科学研究費補助金(基盤研究(C)(2))研究成果報告書）

N-270002 明末-清Ⅱ 東京: 平凡社 1983 1冊 参考文献: 章末　折込図: 1枚　諸叛乱関係年表: 巻末（中国民衆叛乱
史 / 谷川道雄, 森正夫編　4）（東洋文庫　419）

N-270003 戦後教員物語　（1） 勝田守一[ほか]編 東京: 三一書房 1960 1冊 年表: pp. 290-297（三一新書　234）
N-270004 文化と帝国主義 エドワード・W・サイード（Said, Edward W.）

[著]; 大橋洋一訳
東京: みすず書房 1998 1冊 Culture and imperialism（New York: 　　Alfred A. Knopf, 1993）の訳

N-270005 顔のない城　1930年上海　上 小泉譲著 東京: 批評社 1990 1冊 （上海物語/小泉譲著　第1部）
N-270006 華中通貨金融工作の史的展開　1937年-1945年 研究代表者 小林英夫 [東京]: [小林英夫] 1992 93p 平成3年度科学研究費補助金(総合研究A)研究調査報告書　課題番

号: 01301081

N-270007 愛情はふる星のごとく　上, 下 尾崎秀實著 東京: 青木書店 1953 2冊 （青木文庫　131, 132）
N-270008 ソ同盟共産党(ボ)小史　第1冊 ソ同盟共産党中央委員会所属特別委員

会編; マルクス=レーニン主義研究所訳
東京: 国民文庫社 1953 1冊 （国民文庫　208a）

N-270009 ロシアにおける資本主義の発展　第2冊 レーニン著; 豊田四郎, 飯田貫一訳 東京: 国民文庫社 1956 1冊 ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=レ-ニン研究所編「ヴェ・イ・
レーニン全集」(第4版1941-51)第3巻の翻訳（国民文庫　123b）

N-270010 ロシアにおける資本主義の発展　（上） レーニン著; 豊田四郎, 飯田貫一訳 東京: 大月書店 1956 1冊 ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=レ-ニン研究所編「ヴェ・イ・
レーニン全集」(第4版1941-51)第3巻の訳（国民文庫 123a）

N-270011 反デューリング論　第1冊 エンゲルス著; 村田陽一, 寺沢恒信共訳 東京: 大月書店 1955 1冊 （国民文庫　19a）
N-270012 反デューリング論　オイゲン・デューリング氏の科学の変

革　下巻
エンゲルス著; 粟田賢三訳 東京: 岩波書店 1966 1冊 （岩波文庫　4452-4454a）

N-270013 鋼鉄はいかに鍛えられたか　上巻 N・オストロフスキー（Ostrovskii, Nikolai）
著; 金子幸彦訳

東京: 岩波書店 1955 1冊 Как закалялась стальの訳（岩波文庫　赤-899）

N-270014 鋼鉄はいかに鍛えられたか　下 N・オストロフスキー（Ostrovskii, Nikolai）
著; 一条正美訳

東京: 青木書店 1963 1冊 Как закалялась стальの訳（青木文庫　90）

N-270015 労農同盟論　（1） 日本共産党中央委員会宣伝教育文化部
編

東京: 大月書店 1966 1冊 （国民文庫　135a）

N-270016 農業問題　近代的農業の諸傾向の概観と社会民主党
の農業政策　第1冊

カール・カウツキー著;  山崎春成, 崎山
耕作訳

東京: 国民文庫社 1955 377p （国民文庫　423a）

N-270017 三民主義解説　上巻, 下巻 周佛海著; 犬養健譯編 東京: 岩波書店 1939 2冊 三民主義之理論的體系の訳（岩波新書　赤-41, 42）
N-270018 中野重治集　汽車の罐焚き　他  東京: 青木書店 1955 202p （青木文庫　240）
N-270019 孔子 和辻哲郎著 東京: 角川書店 1955 116p （角川文庫　1114）
N-270020 国文学史総説 藤村作著 東京: 角川書店 1951 280p （角川文庫　128）
N-270021 若きマルクス　Ⅰ-Ⅲ 東京: 新日本出版社 1967 3冊 4冊中Ⅳは欠（プロメテウス / ガリーナ・セレブリャコワ著; 西本昭治訳

第1部第1編-第3編）（新日本新書　43-45）

N-270022 火をぬすむもの　Ⅰ-Ⅱ 東京: 新日本出版社 1969 2冊 全6冊中Ⅰ, Ⅱのみ（プロメテウス / ガリーナ・セレブリャコワ著; 西本昭
治訳　第2部第1編-第2編）（新日本新書　74,　74-b）

N-270023 近衛時代　ジャーナリストの回想　（上） 松本重治著; 蝋山芳郎編 東京: 中央公論社 1986 1冊 （中公新書　791）
N-270024 戦後日本労働運動史　（上） 斎藤一郎著 京都: 三一書房 1956 1冊 （三一新書　51）
N-270025 スカートの下の劇場 上野千鶴子著 東京: 河出書房新社 1992 215p （河出文庫）
N-270026 資本論　1 カール・マルクス著; マルクス=エンゲル

ス全集刊行委員会訳
東京: 大月書店 1961 1冊 （国民文庫　25）

N-270027 中華帝国志　下　離合集散篇 安能務[著] 東京: 講談社 1993 1冊 （講談社文庫）
N-270028 空想から科学への社会主義の発展 エンゲルス[著]; 寺沢恒信, 山本二三丸

訳
東京: 大月書店 1966 149, 9p （国民文庫　2）

N-270029 迷路　（一）-（二）, （四） 野上弥生子作 東京: 岩波書店 1958 2冊 （岩波文庫　緑-345, 347）　（三）は欠
N-270030 平家物語　上巻 山田孝雄校訂 東京: 岩波書店 1929 1冊 （岩波文庫　黄-9）
N-270031 近代日本の歴史　上 犬丸義一著 東京: 青木書店 1969 313p （青木新書　93）
N-270032 亞東指要　支那満洲朝鮮案内 山根倬三著 東京: 東洋協会; 亞東指要刊行

會
1925 13, 4, 88, 2160p 　

N-270033 日本農業史　資本主義の展開と農業問題 暉峻衆三編 東京: 有斐閣 1981 358p 参考文献・年表日本資本主義と農業: pp. 334-345（有斐閣選書）
N-270034 中國近代經濟史研究序説 田中正俊著 東京: 東京大学出版会 1973 4, 320p  
N-270035 日中近代化の比較 馬家駿, 湯重南著 東京: 六興出版 1988 341, 9p （東アジアのなかの日本歴史　8）
N-270036 侵略と開発　日本資本主義と中国植民地化 松本俊郎著 東京: 御茶の水書房 1988 9, 227p 文献: pp. 212-222（岡山大学経済学研究叢書　第5冊）
N-270037 辛亥革命の思想 島田虔次, 小野信爾編 東京: 筑摩書房 1968 265, 20p 内容: 革命軍 / 鄒容著; 警世鍾 / 陳天華著; 「民報」の六大主義 / 胡

漢民著; 竜華会章程; 共進会宣言書（筑摩叢書　98）

N-270038 県民聞き書き帳 新潟日報社編 新潟: 新潟日報事業社 1977 266p
N-270039 新潟蒲原の農業 拝野吉郎著 新潟: 新潟日報事業社 1980 204p 　
N-270040 中里の満州移民特集 中里村（新潟県）: 中里村教育委

員会
1987 198p 監修: 竹内道雄（郷土なかさと　村史編さん資料 / 中里村史編さん委

員会[編]　第6集）

N-270041 国民統合と大衆動員 日本現代史研究会編 東京: 大月書店 1982 238p （日本ファシズム/日本現代史研究会編　2）
N-270042 インド史 山本達郎編 東京: 山川出版社 1960 11, 502, 98p インド史年表: 巻末pp. 34-68　参考文献: 巻末pp. 93-98（世界各国史

10）

N-270043 原通八ツ塚　昭和56年度重要遺跡確認緊急調査報告
書　新潟県新井市原通古墳群（八ツ塚）

 新井: 新井市教育委員会 1982 27p, 図版10p 文献目録: pp. 26-27

N-270044 大沢遺跡・Ⅱ　第3次調査概要　新潟県西蒲原郡巻町  [新潟]: 新潟大学考古学研究室 1982 28p, 図版8p 折り込図2枚　参考文献: p. 27
N-270045 中国の工業化と農業問題  東京: 国立国会図書館調査立法

考査局
1965 50p （調査資料 / [国立国会図書館編]　64-8）

N-270046 滝沢要平さんのあるいてきた道　祝米寿  [新潟?]: [滝沢要平氏米寿の会
実行委員会]

1981 9p 1981年12月6日滝沢要平氏米寿祝賀会

N-270047 解放運動旧友会会員名簿　1982年度版 1981年（昭和56年）11月現在
N-270048 解放運動旧友会会員名簿　1983年度版 1982（昭57）10月現在
N-270049 無名戦士墓合葬者名簿　第二三回解放運動犠牲者合

葬追悼会
第二三回解放運動犠牲者合葬追悼会実
行委員会

[東京]: 第二三回解放運動犠牲
者合葬追悼会実行委員会

1970 55p 　

N-270050 眼で見る新潟市社会運動史 市村玖一・文, 井上玄四郎・写真  [19--] 11p  
N-270051 幻視の地へ　ヨーロッパ文学におけるヴィジョンの諸相 山影隆著 新潟: 山影隆論文集刊行会, 東

京: 松柏社
2002 496p 　

N-270052 名勝・貞観園について 村田徳雄  [n. p.] [n. d.] 43-70p 柏崎・刈羽第8号抜き刷り
N-270053 四季の山河  [n. p.] [n. d.] 10p 叙勲に思う / 村田徳雄, 私の五十年　履歴書の中から, などを収録
N-270054 堀口九萬一・大学　その行動と文学 村田徳雄  [n. p.] [n. d.] 16p 　
N-270055 岡隆夫の資産　詩集 岡隆夫著 岡山: ブロス 1993 103p 　
N-270056 近代日本とアイヌ社会 麓慎一著 東京: 山川出版社 2002 96p, 図版1枚 参考文献: 巻末（日本史リブレット　57）
N-270057 宮崎滔天全集　第一巻 宮崎龍介, 小野川秀美編 東京: 平凡社 1971 1冊  
N-270058 中国語の文法形式 朱継征著 新潟: 新潟大学経済学部 2000 179p 参考文献: pp. 129-156（新潟大学経済学研究叢書　第4冊）
N-270059 県史編さんの手引き　昭和53年度 新潟: 新潟県総務部県史編さん

室
38p

N-270060 県史編さんの手引き　[昭和57年?] 新潟: 新潟県総務部県史編さん
室

29p

N-270061 環日本海圏経済社会の総合的研究　1990年度特定研
究報告書

湯浅赳男[ほか] [新潟]: [新潟大学経済学部] 1991 88p 　

N-270062 年頭の辞　一九六七年　資本論学者の斗いと怠慢 井之口政雄  [1967?] 24p 謄写
N-270063 新潟県百年のあゆみ  新潟: 新潟県 1971 671p 3版　年表: pp. [637]-652　参考文献: pp. 661-665 ; の発行日:1971年6

月

N-270064 近代中国人名辞典 山田辰雄編 東京: 霞山会 1995 24, 1270p 中国近代史年表: pp. 1241-1270　参考文献: 各項目末
N-270065 社会科学総合辞典 社会科学辞典編集委員会編 東京: 新日本出版社 1992 810p 事項索引, 人名索引: 巻末　付（別冊15p）: 外国の主な共産党・労働者

党,戦線　「新編社会科学辞典」(1989年刊)を大幅改訂, 新編集したもの

N-270066 太平洋戦争 藤原彰責任編集 東京: 集英社 1980 223p 年表: pp. 216-221（図説昭和の歴史 / 昭和の歴史刊行会編集　7）
N-270067 社会学事典 見田宗介, 栗原彬, 田中義久編 東京: 弘文堂 1988 x, 1231p 付: 主要文献; 社会学文献表: pp. [953]-1131
N-280001 中国年鑑　1957年版 中国研究所編 東京: 石崎書店
N-280002 中国年鑑　1959年版 中国研究所編 東京: 石崎書店
N-280003 中国近代軍閥の研究 波多野善大著 東京: 河出書房新社 1973 540, 19p 注: 各章末
N-280004 近・現代史料編（Ⅰ）　栃尾案内・村是 [栃尾]: 栃尾市史編集委員会 1976 vi, 740p, 図版40p （栃尾市史史料集　第13集）
N-280005 人民内部の矛盾を正しく処理する問題について 毛沢東[著]; 日本共産党中央委　　員会

宣伝教育部訳
東京: 新日本出版社 1957 68p 　

N-280006 現代中国論争年表 竹内実 [n. p. ]  [n. d.]  京都: 朋友書店（発売）
N-280007 世界史における1930年代　現代史シンポジウム 江口朴郎, 荒井信一, 藤原彰編著 東京: 青木書店 1971 214p 　
N-280008 日本ファシズムと東アジア　現代史シンポジウム 藤原彰, 野沢豊編 東京: 青木書店 1977 viii, 218p 　
N-280009 「つくる会」の歴史教科書を斬る　在日中国人学者の視

点から
王智新, 趙軍, 朱建栄編著 川口（埼玉県）: 日本僑報社 2001 160p 　

N-280010 国家総動員（二）政治 今井清一, 伊藤隆編 東京: みすず書房 1974 1冊 （現代史資料　（44））
N-280011 新支那建設の政治經濟問題　現地調査報告 國際經濟學會編 東京: 刀江書院 1939 211p 　
N-280012 歴史学研究会会員名簿　2000年11月15日現在 歴史学研究会編集 東京: 歴史学研究会 2000 1冊 　

東京: 岩波書店 1987 300p （岩波文庫　青(33)-028-1）
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N-280013 世界ニュース・ダイジェスト　世界各国・地域・新誕生国
はやわかりミニ事典　　　冷戦終結後の動きがこれ一冊
で!!

 [東京] : 自由国民社 1993 116p 折り込地図1枚（現代用語の基礎知識/ 自由国民社編　1993年版別冊
付録）

N-280014 明治大正篇 東京: 自由国民社 1981 1冊 （読める年表　7）
N-280015 戦後世界年誌 神川彦松編 東京: 日本国際問題研究所 1960 65p （国際問題シリーズ　第7号）
N-280016 アジアの變貌 具島兼三郎著 京都: 時論社 1948 4, 199p 　
N-280017 在外日本人経済団体刊行物目録 幸野保典編 東京: アジア経済研究所 1997 ix, 116p （所内資料　地域研究部no. 8-1）
N-280018 中国労働運動史年表　1557-1949 木村郁二郎編 [東京]: [木村郁二郎] 1978 451, 7p 参考書目一覧: 巻末1-7p
N-280019 1940年代アジア総合年表 大阪外国語大学アジア研究会[編] 箕面: 大阪外国語大学アジア研

究会
1995 iii, 310p 参考文献: pp. 297-306　1992-1994年度科学研究費補助金（一般研究

A）研究成果報告書（代表　桑島昭）

N-280020 20世紀中国東北地域をめぐる日中関係史の新たなパラ
ダイム　日・中・米国際ワ　　ークショップ報告書

西村成雄[ほか著] [出版地不明]: [松下国際財団
1992年度後期研究助成プロジェ
クト]

1994 141p 会期・会場: 1993年9月4日:千里ライフサイエンスセンター

N-280021 中国経済100年のあゆみ　統計資料で見る中国近現代
経済史

久保亨著 久留米: 創研出版 1991 135p 参考文献: 各章末　図表参照文献リスト: pp. 125-129

N-280022 中国経済100年のあゆみ　統計資料で見る中国近現代
経済史

久保亨著 久留米: 創研出版 1995 144p 参考文献: 各章末　図表参照文献リスト: pp. 134-138

N-280023 戦前期中国実態調査資料の総合的研究 研究代表者本庄比佐子 [出版地不明]: [出版者不明] 1998 124p （科学研究費補助金(基盤研究(A)(1))研究成果報告書　平成7年度-平
成9年度)

N-280024 アジア政経学会会員名簿 アジア政経学会[編] [東京]: アジア政経学会 1998年
度

 名前別・所属先別　研究対象国･地域別

N-280025 古志郡半藏金村經濟更正計畫書　昭和11年 古志郡半藏金村農會 半藏金村（新潟縣）: 古志郡半藏
金村農會

1937 119p 私製　複写物を綴じたもの

N-280026 中郷屋　笛木家文書（一）, （二） 巻町郷土資料館 [巻町: 巻町郷土資料館] [n. d.] 2冊 笛木家文書の目録　私製　複写物を綴じたもの
N-280027 河村家文書目録 巻町教育委員会 [巻町: 巻町教育委員会, 巻町郷

土資料館]
[n. d.] 1冊 私製　複写物を綴じたもの

N-280028 浦浜村役場文書　其の（一） [n. p.] [n. d.] 1冊 （巻町所在文書目録）
N-280029 巻文書目録  [n. p.] [n. d.] 1冊 私製　複写物を綴じたもの（巻町所在文書目録）
N-280030 布目区有文書 [巻町郷土資料館] [n. d.] 1冊 私製　複写物を綴じたもの
N-280031 前田村樋木家文書目録 巻町郷土資料館  1977 1冊 私製　複写物を綴じたもの　この文書は敗戦後　開村以来前田村の庄

屋をつとめていられた樋木家が…　　…巻町公民館、嶺岡村公民館に
寄贈されていったものである

N-280032 角海浜村関係目録  [n. p.] [n. d.] 1冊 私製　複写物を綴じたもの（巻町所在文書目録）
N-280033 農業センサス結果書　1975年 [見附市企画室] [見附: 見附市] 1975 26p 私製　複写物を綴じたもの
N-280034 字馬渡官林文書目録  [n. p.] [n. d.] 1冊 私製　複写物を綴じたもの（巻町所在文書目録）
N-280035 稲島村文書  [n. p.] [n. d.] 1冊 私製　複写物を綴じたもの（巻町所在文書目録）
N-280036 巻村戸長役場文書目録  [n. p.] [n. d.] 1冊 私製　複写物を綴じたもの（巻町所在文書目録）
N-280037 舟戸村文書  [n. p.] [n. d.] 1冊 私製　複写物を綴じたもの（巻町所在文書目録）
N-280038 舟戸坂田家文書  [n. p.] [n. d.] 1冊 私製　複写物を綴じたもの（巻町所在文　　書目録）
N-280039 北越殖民社関係資料目録  江別: 北海道立図書館 1971 55p 　
N-280040 速水家文書（秋山町長）  [n. p.] [n. d.] 1冊 私製　複写物を綴じたもの（巻町所在文書目録）
N-280041 館源文書目録 [巻町郷土資料館] [巻町] [n. d.] 1冊 私製　複写物を綴じたもの
N-280042 堀山新田村文書目録 [巻町] [n. d.] 1冊 大越家文書の目録　私製　複写物を綴じたもの
N-280043 角田区有文書　2 [巻町] [n. d.] 1冊 私製　複写物を綴じたもの
N-280044 松屋文書目録 [巻町郷土資料館] [巻町: 巻町郷土資料館] [n. d.]  私製　複写物を綴じたもの
N-280045 越前浜文書 [巻町] [n. d.] 1冊 （巻町所在文書目録）
N-280046 赤鏥区有文書目録 [巻町] [n. d.] 1冊 （巻町所在文書目録）
N-280047 現代の政治理論家たち　21世紀への知的遺産 田口富久治, 中谷義和編 京都: 法律文化社 1997 xi, 277, vii p 参考文献: 各章末
N-280048 現代1　戦争と平和 笠原十九司著 東京: 大月書店 1988 222p （世界と日本の歴史　ファミリー版 / 大江一道[ほか]編　9）
N-280049 グローバル・デモクラシーの政治世界　変貌する民主主

義のかたち
内山秀夫, 薬師寺泰蔵編 東京: 有信堂高文社 1997 viii, 275p 文献: 各章末

N-280050 民族・国家・エスニシティ 井上俊[ほか]編 東京: 岩波書店 1996 v, 263p 山内昌之ほか執筆　文献: 論文末（岩波講座現代社会学/井上俊[ほ
か]編　24）

N-290001 中国関係論説資料著者別索引　第1号(昭和39年)-第10
号(昭和43年)

 東京: 論説資料保存会 1970 96p 　

N-290002 中国近代史年表（初稿） 安井三吉編著 [出版地不明]: [安井三吉] 1983 25p  
N-290003 東西南北　和光大学総合文化研究所年報 和光大学総合文化研究所 町田: 和光大学総合文化研究所 2000 1冊 　

N-290004 中華民国前期中国社会と東アジア世界の変動　シンポ
ジウム記録　1997年3月　　15日

中央大学人文科学研究所「民国史研究」
チ-ム編

八王子: 中央大学人文科学研究
所

1998 1冊 　

N-290005 「自由主義史観」批判　自国史認識について考える 永原慶二[著] 東京: 岩波書店 2000 63p （岩波ブックレット　No.505）
N-290006 日本とアジア 東京: 筑摩書房 1966 431p （竹内好評論集 / 竹内好　第3巻）
N-290007 思い出の革命家たち　片山潜・トロッキー・スターリン・徳

田球一など　渡辺春　　男回想記
渡辺春男著; 小山弘健編集・解説 東京: 芳賀書店 1968 334p, 図版[2]枚 年表国外・国内のマルクス主義運動(一九一四-一九二三年): p[283]-

312

N-290008 満支旅行年鑑　昭和15年 ジャパン・ツーリスト・ビューロー（日本国
際観光局）満洲支部編纂

東京: 博文館 1940 1冊 　

N-290009 嵐の中の木の葉 林語堂著; 竹内好譯 東京: 三笠書房 1951 ii, 327p A leaf in the stormの訳
N-290010 黄河海に入りて流る　中国・中国人・中国文学 武田泰淳著 東京: 勁草書房 1970 442p 　
N-290011 渦まく支那 山本實彦著 東京: 改造社 1939 6, 392p, 図版[1]枚 　
N-290012 支那游記 室伏高信著 東京: 日本評論社 1935 293p 　
N-290013 南北支那現地要人を敲く 野依秀市著 東京: 秀文閣書房 1940 357p, 図版4枚
N-290014 グラムシの生涯 G・フィオーリ（Fiori, Giuseppe）[著]; 藤沢

道郎訳
東京: 平凡社 1972 446p Vita di Antonio Gramsiの訳（平凡社選書　15）

N-290015 ドイツ近現代史 ディーター・ラフ（Raff, Diether）著; 松本
彰, 芝野由和, 清水正義訳

東京: シュプリンガー・フェアラー
ク東京

1990 xi, 493p 文献: pp. 433-444　Deutsche Geschichte: vom alten Reich zur zweiten
Republik　第2版(1987年刊)の訳

N-290016 資料集成中国共産党史　第6巻　1934年 波多野乾一編 東京: 時事通信社 1961 年表1934年: pp. 457-467
N-290017 講座近代アジア思想史　Ⅰ　中国篇1 西順蔵[ほか]編 東京: 弘文堂 1960 2, 2, 374p
N-290018 現代における平和と社会主義 東京: 青木書店 1974 iv, 253p （江口朴郎著作集 / 江口朴郎著　第3巻）
N-290019 世界史における民族の問題 東京: 青木書店 1975 iii, 265p （江口朴郎著作集 / 江口朴郎著　第4巻）
N-290020 世界のなかの日本 東京: 青木書店 1975 vi, 273, 15p （江口朴郎著作集 / 江口朴郎著　第5巻）
N-290021 日本海という呼称の成立と展開　地図史からのアプロー

チ
青山宏夫 新潟: 新潟大学環日本海地域比

較史研究会
1993 47-68p 『環日本海地域比較し研究』第2号抜刷

N-290022 Chinese collaboration with Japan, 1932-1945 : the limits
of accommodation

edited by David P. Barrett and Larry N.
Shyu

 Stanford, Calif.: Stanford
University Press

2001  xiv, 290 p Includes bibliographical references and 　　index

N-290023 Passivity, resistance, and collaboration: intellectual
choices in occupied 　　　　Shanghai, 1937-1945

Poshek Fu Stanford, Calif.: Stanford
University Press

1993 xvii, 261 p., [8]p. of
plates

pbk　Bibliography: pp. [221]-240 　　Includes index.

N-290024 Wartime Shanghai edited by Wen-hsin Yeh London; New York: Routledge 1998 x, 198p.,18p. of plates Includes bibliographical references (pp. 　　　　[179]-191) and index
N-290025 China and Japan at war, 1937-1945: the politics of

collaboration
John Hunter Boyle Stanford, Calif.: Stanford

University Press
1972 ix, 430 p.,[8]p. of plates Maps on lining papers. Bibliography: pp.. [401]-415　　Includes index.

N-290026 The Shanghai capitalists and the Nationalist
government, 1927-1937

Parks M. Coble, Jr. Cambridge Mass.: Council on East Asian
Studies, Harvard 　　University.
[Cambridge, Mass.]: Distributed
by Harvard University Press

1980 xiv, 357p. Bibliography: pp. 325-337. Includes index(Harvard East Asian
monographs　94)

N-290027 China in the anti-Japanese war, 1937-1945: politics,
culture, and society

edited by David P. Barrett and Larry N.
Shyu

New York: Peter Lang c2001  vi, 240 p Includes bibliographical references and index. "Eleven articles based
on papers presented at the symposium on the Sino-Japanese war of
1937-1945 held in Vancouver, Canada in December 1995. A companion
volume, Chinese collaboration with Japan, 1932-1945: The limits of
accommodation is published by Stanford University Press(Studies in
modern Chinese history　v. 1)

N-290028 Britain and the Sino-Japanese War, 1937-1939: a study
in the dilemmas of 　　　British decline

Bradford A. Lee Stanford, Calif.: Stanford
University Press, London: Oxford
University Press

1973 ix, 319p Bibliographical note: pp. [281]-303.　Includes index

N-290029 Nationalist China at war: military defeats and political
collapse, 1937-45

Hsi-sheng Chʿi Ann Arbor : University of
Michigan Press

 c1982  309p Bibliography: pp. 283-302,. Includes index. (Michigan studies on China)

N-290030 Proletarian power: Shanghai in the Cultural Revolution Elizabeth J. Perry and Li Xun Boulder, Colo.: Westview Press 1997 xiii, 249p pbk. Includes bibliographical references (pp. 233-239) and index.
(Transitions: Asia and Asian America)

N-290031 Policing Shanghai 1927-1937 Frederic Wakeman Jr. Berkeley: University of
California Press

 c1995 xvii, 507 p., [11]leaves of
plates

Bibliography: pp. 　　423-461. Includes index.

N-290032 Shanghai: the rise and fall of a decadent city by Stella Dong. 1st ed New York: William Morrow  c2000 xi, 318 p. [8]p. of plates pbk. Includes bibliographical references (pp. [295]-305) and index.
N-290033 War and popular culture: resistance in modern China,

1937-1945
Chang-tai Hung Berkeley: University of California

Press
c1994  xv, 432 p Includes bibliographical references (pp. 367-413) and index.

N-290034 歴史認識における人民闘争の視点 東京: 青木書店 1972 218p （歴史学研究会大会報告 / 歴史学研究会編　1972年度）（歴史學研究
/ 歴史學研究會編　別冊特集）

N-290035 歴史における民族の形成 東京: 青木書店 1975 212p （歴史学研究会大会報告 / 歴史学研究会編　1975年度）（歴史學研究
/ 歴史學研究會編　別冊特集）

N-290036 民族と国家 東京: 青木書店 1977 196p （歴史学研究会大会報告 / 歴史学研究会編　1977年度）（歴史學研究
/ 歴史學研究會編　別冊特集）

N-290037 東アジア世界の再編と民衆意識 東京: 青木書店 1983 208p （歴史学研究会大会報告 / 歴史学研究会編　1983年度）（歴史學研究
/ 歴史學研究會編　別冊特集）

N-300001 中国労働運動史年表　1, 2 木村郁二郎編 東京: 木村郁二郎 1966 2冊 謄写印刷, 袋綴　1: 1557-1927. 2: 1928-1949　1の1-47pは欠　私製
複写を製本したもの

N-300002 中國社會に於ける指導層　中國耆老紳士の研究 根岸佶著 東京: 平和書房 1947 3, 8, 278p 私製　複写物を仮製本したもの
N-300003 上海ニ於ケル匯劃制度 中支那振興株式會社調査課  1940 44p 私製　中支那振興株式會社調査課昭和15年9月刊の複製
N-300004 新支那中央政權に關する論調 衆議院調査部[編] [東京]: 衆議院調査部 1940 5. 282p 91-106pは欠　私製　複写物を簡易製本したもの　衆議院公報附録

昭和13年末以降の新聞雑誌より輯録（調査資料　第40輯）米内山庸夫
「事變處理の基調」（91-106p）は「外交時報二月一日号掲載ノ米内山
氏論文「事變處理の基調」ハ内務省ヨリ削除処分ニ付セラレタルモノナ
ルコト判明セルニヨリ之ヲ本資料ヨリ抹殺せり」とあり

N-300005 図説上海　モダン都市の150年 村松伸文; 増田彰久写真 東京: 河出書房新社 1998 127p 上海建築都市年表: pp. 120-123　参考文献: pp. 124-125
N-300006 上海は起ち上る 東英男著 東京: 國民政治經濟研究所出版

部
1943 3, 119p 私製　複写物を簡易製本

N-300007 中支農業金融ニ就イテ  [上海？]: 興亞院華中連絡部 1939 25p 昭和14年8月現在調査　私製　複写物を仮綴じ（興亜華中資料　第90
號）（中調聯農資料　第4號）

N-300008 戰後上海ノ物價状勢  [上海?]: 興亞院華中連絡部 1939 8p 私製　複写物を仮綴じ　上海日本商工会議所調査　昭和14年3月現在
調査（興亜華中資料　第19號）（中調聯商資料　第9號）

N-300009 悲劇の証人　日華和平工作秘史 西義顯著 東京: 文献社 1962 416p 私製　複写物を仮製本したもの
N-300010 経済封鎖ノ実効並ニ影響調査 興亜院華中連絡部政務局 [上海?]: 興亜院華中連絡部政務

局
1940 7, 45p

N-300011 重慶ノ反封鎖 満鉄上海事務所調査室[編] [上海]: 南満洲鉄道株式会社上
海事務所調査室

1941 38p

N-300012 新潟県史　資料編　17　近代5　産業経済編　Ⅰ 新潟県 1982 1冊
N-300013 戰時支那工業大鑑 日本工業新聞社上海支局編 大阪, 東京: 日本工業新聞社 1939 15, 262p 116-117p欠　私製　複写物を綴じたもの
N-300014 支那事變の全貌　附, 北支概觀  大連: 滿洲日日新聞社 1937 4, 107p （滿洲年鑑　附録）
N-300015 中國のギルド 根岸佶著 東京: 日本評論新社 1953 21, 488p 参考資料文獻: pp. 479-488　私製　複写物を簡易製本
N-300016 支那幣制に關する調査　對支通貨工作を中心として 川崎英策 東京: 東亞研究所 1941 67p 謄写版（資料 / 東亞研究所[編]　丁第12號D）
N-300017 Social and industrial problems of Shanghai : with special

reference to the admini-strative and regulatory work of
the Shanghai Municipal Council

by Eleanor M. Hinder New York : International
Secretariat, Institute of Pacific
Relations

1942 v, 74leaves （International research series）

N-300018 破間川・魚野川流域の近世史料 山崎久雄[ほか]著  1979 54-127p 新潟県文化財調査年報第18別刷
N-300019 華中通貨金融工作の史的展開　1937年-1945年 研究代表者 小林英夫 [東京]: [小林英夫] 1992 93p 平成3年度科学研究費補助金(総合研究A)研究調査報告書　課題番

号: 01301081

N-300020 華興商業銀行回顧録  [東京]: 華興会 1964 286p,　図版 　
N-300021 米国国立国会図書館所蔵米軍没収資料マイクロフィル

ム目録（一部）
須崎慎一 [n. p.] [n. d.] 37p 私製　複写を簡易製本したもの　日本占領当初米軍が没収した旧内務

省関係を中心とした文書を, 米国国立国会図書館がマイクロフィルム
化したもののうち, 早稲田大学文学部日本史研究室が購入した124
リールの内容紹介

N-300022 新潟縣農家調査書 新潟県総務部統計課[編] 新潟: 新潟県総務部統計課 1939 159p 私製　複写物をバインダーで綴じたもの　昭和十三年九月一日現在調
査

N-300023 占領地區ト敵游撃地區トノ物資交流關係　經濟游撃活
動ノ實状ト敵地ニ於ケル民衆組織（皖北ヲ中心トシテ）

[上海?]: 興亞院華中連絡部 1939 35p （興亜華中資料　第107號）（中調聯政資料　第7號）

N-300024 新四軍ノ現状 [上海?]: 興亞院華中連絡部 1939 18p （興亜華中資料　第104號）（中調聯政資料　第4號）
N-300025 新四軍ニ關スル実體調査報告書　蘇皖省境津浦線東

部地区ノ部
興亜院華中連絡部[編] [上海?]: 興亜院華中連絡部 1941 6, 133p （華中調査資料　第145号)(思想資料　第54号）

N-300026 中國共産黨華中局第一次拡大會議決議 [上海]: 在上海大日本帝國大使
館事務所

1942 37-100p （華中調査資料　第504號）（思想資料　第225號）

N-300027 Japan and Shanghai by Shuhsi Hsü Shanghai: Kelly & Walsh 1938 104p
N-300028 事變と支那民衆 [東京]: 外務省情報部 1937 26p
N-300029 軍票の栞 支那派遣軍經理部 [n. p.] 支那派遣軍經理部 1940  　

（Political and economic studies　no. 4）私製　以上2冊の複製をバイン
ダーで綴じたもの

熊谷康執筆．以上2冊を合綴　私製　複写物を簡易製本

私製　以上4冊の複写を簡易製本したもの

私製　複写物を綴じたもの　以上2冊を合綴
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N-300030 大東亞戰爭第一年度に於ける上海経済の変遷 在上海大林事務所編  1943 4, 1, 93p 私製　複写を簡易製本したもの
N-300031 上海經濟調査  [上海]: 帝国興信所上海支店   私製　タイプ 昭和18年4月-6月, 昭和18年7月-9月, 昭和18年10月-12

月を1冊に簡易製本

N-300032 新體制國民講座　第4輯　支那問題篇  大阪: 朝日新聞社 1941 1冊  
N-300033 上海附近の戰鬪に就て　附　租界に就て [陸軍省調査班編] [東京]: 陸軍省調査班 1932 1, 59p, 折り込図3枚 　
N-300034 上海内国貿易の現状 [逸見顕義著] [上海]: 在上海日本大使館事務

所
1943 391p 私製　複写を簡易製本したもの（中支調査資料　第544号）（貿易資料

第4号）

N-300035 歐洲戰争と抗日支那 [草野文男] [東京]: 外務省情報部第三課 1940 2, 2, 166p 166pは欠　私製　複写を簡易製本したもの
N-300036 中国軍政概況 上海事務所調査室編 [大連]: 満鉄調査部 1940 65p （満鉄調査研究資料　第11編）（上海滿鐵調査資料　第36編）
N-300037 中支占領地區農業經濟概觀 [刈屋久太郎稿]; [南滿洲鐵道上海事務

所編]
上海: 南滿洲鐵道上海事務所 1938 2, 66p （上海滿鐵時局資料　第1輯）　私製　複写をバインダーで綴じたもの

N-300038 現代中国の構造変動　その現段階および21世紀にむけ
ての展望に関する学際的研究

領域代表者　毛利和子  1999 323p 平成8年度-平成10年度科学研究費補助金（特定領域研究　113）

N-300039 上海史話 米沢秀夫著 東京: 畝傍書房 1942 410p 附: 上海史文献解題299-410p　私製　複写物を製本したもの
N-300040 重慶政府戦時經済政策史 増田米治著 東京: ダイヤモンド社 1943 556p 私製　複写物を製本したもの
N-300041 中国映画の全貌2000 東光徳間編 東京: 徳間書店東光徳間事業部 1999 128p  

N-300042 朝鮮通信使　近世200年の日韓文化交流　特別展観 東京国立博物館編 [東京]: 東京国立博物館運営協
力会

1985 99p 朝鮮通信使関係年表: pp. 88-89　朝　　鮮通信使関係研究文献目録
（日本文）: pp. 90-94　図版目録: pp. 95-96　展覧会カタログ　会期・会
場: 昭和　　60年10月29日-12月1日:東京国立博物館　主催: 東京国立
博物館, 韓国国立中央博物館, 国際交流基金

N-300043 中国映画祭　'87 東京: 東光徳間 1987 25p
N-300044 中国映画祭　'88 東京: 東光徳間 1988 31p
N-300045 中国映画祭　'89 東京: 東光徳間 1989 29p
N-300046 中国映画祭　90 東京: 東光徳間 1990 30p 1990から発行は徳間ジャパンコミュニケーションズ東光徳間事業本部
N-300047 中国映画祭　92 東京: 東光徳間 1992 41p 特集　中国映画監督名鑑100
N-300048 中国映画祭　93 東京: 東光徳間 1993 43p 特集　中国映画女優名鑑100
N-300049 重慶国民政府の研究（中間報告） 「重慶国民政府の研究」プロジェクト著 横浜: 「重慶国民政府の研究」プ

ロジェクト
2002 ii, 97p (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2002年

度助成研究成果中間報告　研究代表者: 石島紀之　文献目録, 参考文
献あり

N-300050 張藝謀（チャン・イーモウ）コレクション キネマ旬報社編集 東京: キネマ旬報社 1993 81p その他の書名:The Zhang Yi Mou collection, 張藝謀蒐集（キネマ旬報
別冊）

N-300051 中国映画の全貌　2 田村祥子ほか編  1992 104p 　
N-300052 中国映画新作フェスティバル　'85 中国映画新作フェスティバル実行委員会 東京: 中国映画新作フェスティバ

ル実行委員会
1985 27p 　

N-300053 フィルムセンター　84　中国映画の回顧　1922-1952 東京国立近代美術館フィルムセンター 東京: 東京国立近代美術館 1985 1冊
N-300054 映像資料　所蔵作品目録 武蔵野美術大学イメージライブラリー

[編]
小平: 武蔵野美術大学イメージ
ライブラリー

 [n. d.] 132p 　

N-310001 中国江南の民俗文化　日中農耕文化の比較 福田アジオ編 佐倉: 福田アジオ 1992 vi, 357p 文部省科学研究費補助金(国際学術研究)研究成果報告書
N-310002 1998年の歴史学界　回顧と展望 史学会[編] 東京: 山川出版社 1999 438p （史學雑誌/史学会編　第108編第5号）
N-310003 1999年の歴史学界　回顧と展望 史学会[編] 東京: 山川出版社 2000 420p （史學雑誌/史学会編　第109編第5号）
N-310004 2000年の歴史学界　回顧と展望 史学会[編] 東京: 山川出版社 2001 452p （史學雑誌/史学会編　第110編第5号）
N-310005 中国研究の新しい視座 領域代表毛里和子 [横浜?]: 文部省特定領域研究

113　現代中国の構造変動
1996 60p （シリーズ中国領域研究　第1号）

N-310006 アメリカの現代中国研究 領域代表毛里和子 [横浜?]: 文部省特定領域研究
113　現代中国の構造変動

1996 80p （シリーズ中国領域研究　第2号）本文は日本語と英語

N-310007 現代中国　歴史的連続性と不連続性 領域代表毛里和子 [横浜?]: 文部省特定領域研究
113　現代中国の構造変動

1997 67p （シリーズ中国領域研究　第3号）

N-310008 揺れ動く経済社会 領域代表毛里和子 [横浜?]: 文部省特定領域研究
113　現代中国の構造変動

1997 64p （シリーズ中国領域研究　第4号）

N-310009 中国における漸進主義的改革の再検討　国際比較の視
点から

領域代表毛里和子 [横浜?]: 文部省特定領域研究
113　現代中国の構造変動

1997 86p （シリーズ中国領域研究　第5号）

N-310010 変容する政治社会　地方論からのアプローチ 領域代表毛里和子 [横浜?]: 文部省特定領域研究
113　現代中国の構造変動

1997 112p （シリーズ中国領域研究　第6号）

N-310011 日中学術シンポジウム 領域代表毛里和子 [横浜?]: 文部省特定領域研究
113　現代中国の構造変動

1998 76p （シリーズ中国領域研究　第7号）

N-310012 現代中国の国家・社会関係　社会の自律性を問う 領域代表毛里和子 [横浜?]: 文部省特定領域研究
113　現代中国の構造変動

1998 64p （シリーズ中国領域研究　第8号）

N-310013 現代中国とメディア 領域代表毛里和子 [横浜?]: 文部省特定領域研究
113　現代中国の構造変動

1998 71p （シリーズ中国領域研究　第9号）

N-310014 アジア太平洋世界と中国　開発の中の人間 領域代表毛里和子 [横浜?]: 文部省特定領域研究
113　現代中国の構造変動

1999 96 p （シリーズ中国領域研究　第10号）本文は日本語と英語

N-310015 中国の構造変動と21世紀に向かう日米中関係 領域代表毛里和子 [横浜?]: 文部省特定領域研究
113　現代中国の構造変動

1999 84p （シリーズ中国領域研究　第11号）

N-310016 現代中国の構造変動をめぐって 領域代表毛里和子 [横浜?]: 文部省特定領域研究
113　現代中国の構造変動

1999 64p （シリーズ中国領域研究　第12号）

N-310017 新潟県巻町発　住民投票に行きましょう 青い海と緑の会 巻町（新潟県）: 青い海と緑の会 1997 187p 　
N-310018 地方における新しい社会的関係の形成の文法の解明に

向けて　新潟県巻町「住民投票」実現の社会的諸条件
の解明から

研究代表者伊藤守  [2002?] 169p 文部省科学研究費基盤研究A(1）2000度報告書　課題番号10410044
平成11年度-平成13年度

N-310019 蒋政権の国民工役法 成宮嘉造 [上海?]: 東亜同文書院支那研究
部

1940 35-66p 支那研究第54号抜刷

N-310020 女子大生宿舎 喩杉著; 芝田興太郎ほか訳 東京: 日中学院「よい子の学習
会」

1987 59p 　

N-310021 盧溝橋事件勃発についての一検証 坂本夏男著 大阪: 國民會館 1993 40p （國民會館叢書　7）
N-310022 東洋文庫近代中国研究室　中文図書目録　[1], 2 近代中国研究センター編 東京: 近代中国研究センター 1965 2冊 [1]: 1963年12月末日現在, 2: 1965年3月末日現在
N-310023 中華民国国民政府史の総合的研究　第二次世界大戦

から中華人民共和国の成立まで
姫田光義著 東京: 中央大学経済学部 2000 144p 平成9年度-平成11年度科学研究補助金基盤研究(B)(1)研究成果報告

N-310024 雪ありて…  亀田町（新潟県): 北陸建設弘済
会

1998 55p 企画: 除雪対策研究会

N-310025 田中角栄年譜  [n. p.] [n. d.] 347-379p 400字詰め原稿用紙にペン書き　私製　　原稿を複写したもの
N-310026 じょんのびの里　高柳を歩く 高柳町 高柳町（新潟県）: 高柳町役場 1992 104p 　
N-310027 慶應義塾図書館「満鉄」関係蔵書に関する資料紹介 柳沢遊ほか著 東京：Keio Economi Society  [n. d.] 80p （Keio Economi Society discussion paper series No. 9708）
N-310028 戰後上海ノ物價状勢 [上海]: 興亞院華中連絡部 1939 8p 昭和14年3月現在　　調査（興亜華中資料　第19號　中調聯商資料　第

9號）

N-310029 上海内国貿易の現状  [逸見顕義著] [上海]: 在上海日本大使館事務
所

1943 1-309p （中支調査資料　第544号　貿易資料第4号）　　310p以降欠

N-310030 上海日本商工會議所年報　第24次　昭和16年  上海: 上海日本商工会議所  1冊 附録在華日本紡績工場一覧表は欠
N-310031 万代橋のあゆみ　万代橋の用・強・美 新潟: 建設省北陸地方建設局新

潟国道工事事務所
1999 [10p]

N-310032 柳都　新潟　データベース  新潟: サザンウインド 2001 1冊 主に写真
N-310033 上海内国貿易の現状 [逸見顕義著] [上海]: 在上海日本大使館事務

所
1943 391p 私製　複写を簡易製本したもの（中支調査資料　第544号　貿易資料

第4号）

N-310034 戦後中国国民政府史の研究　1945-49年 姫田光義編 [n. d.]  221p  
N-310035 現代中国における歴史的連続と不連続 研究代表西村成雄 [出版地不明]: [出版者不明] 1999 87p ホチッキス仮綴　現代中国の構造変動A05研究項目　平成10年度科学

研究費補助金(特定領域研究113)研究実績報告書

N-310036 震災復興とまちづくり　北淡町富島地区の区画整理と住
民

深井純一編 京都: 立命館大学阪神・淡路大
震災復興計画研究プロジェクト
室(社会システム部　　　会)

1997 110p 　

N-310037 小さな村の大きな挑戦　長野県阿智村廃棄物処分場建
設計画計画に関わる住民意識調査第一次報告書

深井純一編集代表 阿智村（長野県）: 阿智村 1998 [7], 78p 　

N-310038 続・小さな村の大きな挑戦　8ヶ月後の意識変化を追っ
て　長野県阿智村廃棄物　　処分場建設計画に関わる
第二次住民意識調査報告書

深井純一編集代表 阿智村（長野県）: 阿智村 1998 45p 　

N-310039 Don't Cry Nanking　『南京1937』新潟上映の記録 南京1937新潟上映実行委員会  1999（ま
えがき）

28p 　

N-310040 寧波地區實態調査書  [東京]: 興亞院政務部 1941 365p 私製　複写を簡易製本したもの　調査担当者: 川上親文, 宮崎武志, 加
藤耕二郎, 堀内照志　調査期日: 昭和16年4月23日より3ヶ月（調査資
料　第23號）

N-310041 上海租界概論 植田捷雄著 東京: 東亞研究會 1938 4, 85p 私製　複写を仮製本したもの（東亜研究講座　第82輯)
N-310042 上海共同租界工部局最終報告　日本語版第3號 上海共同租界工部局 上海: 上海共同租界工部局 1943 72p 私製　複写を簡易製本したもの
N-310043 欧洲戰亂ト上海經濟界 満鉄上海事務所調査室[編] [上海]: 満鉄上海事務所調査室 1939 34p 私製　複写を簡易製本したもの
N-310044 東亜研究所「支那慣行調査」関係文書　解題と目録 井村哲郎[編] [東京: アジア経済研究所] 19-- 54p 「アジア経済資料月報」第29巻第1, 4号 1987年1, 4月号掲載の文献目

録を訂正増補したもの

N-310045 日支通貨戦ノ新形勢ト新策略 満鉄上海事務所調査室[訳編] [上海]: 南満洲鐵道株式会社上
海事務所調査室

1939 24p 原著者: 呉半農, 訳註者: 査士元, 吉田昇一　私製　複写を簡易製本し
たもの

N-310046 新中央政権樹立後に於ける重慶政権の動向 在上海日本総領事館特別調査班[編] [上海]: 在上海日本総領事館特
別調査班

1940 34p 私製　複写を簡易製本したもの

N-310047 支那戰時通貨政策 [林維英原著]; [東亞研究所第三部訳] 東京: 東亞研究所 1941 124p 私製　複写を簡易製本したもの（資料　丙第171号D . 支那奥地建設資
料・金融　第3號）

N-310048 国民政府組織系統表  興亜院華中連絡部 1940 29p 私製　複写物をバインドしたもの(華中連絡部)調査報告シアリーズ　第
31輯

N-310049 周佛海日記　中日戰争の裏面史 周仏海著; 吉田東祐譯述 東京: 建民社 1953 276p 　
N-310050 汪兆銘と日本　1940-1945の日中和平工作に関する歴

史的研究　国際シンポジウム　出席者略歴と報告集
 [n. p.]: 北東アジア歴史研究実行

委員会
[n. d.] 48p  

N-310051 中央日報社論目録　1942年1月1日-1945年8月15日    [26]枚 　
N-310052 近代文学における中国と日本　共同研究・日中文学関

係史
伊藤虎丸[ほか]編 東京: 汲古書院 1986 634p 私製　複写を2冊に綴じたもの

N-310053 東亜共栄圏内資金交流ノ現状　昭和十八年四月現在 外事局 1-9p
N-310054 東亜共栄圏内資金交流ノ現状一覧　昭和十八年四月

現在
外事局 28-29p

N-310055 華北ニ於ケル最近ノ経済事情 外事局  1943 15p 私製　複写を綴じたもの
N-310056 最近ニ於ケル支那經濟事情 外事局東亜第一課  1943 48p 私製　複写を綴じたもの
N-310057 近百年日中関係の史的展開と阪神華僑 研究代表者安井三吉 [神戸]: [安井三吉] 1997 iv, 69p 科学研究費補助金(基盤研究(B)(1))研究成果報告　平成7年度-平成8

年度

N-310058 支那の戰時經濟  [上海?]: 興亞院華中連絡部 1940 2, 4, 425p 私製　複写を綴じたもの（興亜華中資料　第213號　中調聯政資料　第
19號）

N-310059 上海米市調査 社会經濟調査所[編] 東京: 生活社 1940 2, 3, 98p 行政院農村復興委員會秘書処・調査（支那經濟資料/社会経済調査
所[編]　13）

N-310060 小運送ノ作業勞力ニ關スル調査　苦力ニ關スル調査 [上海]: 興亞院華中連絡部 1939 48p 昭和14年7月現在調査　私製　複写を簡易製本したもの（興亜華中資
料　第85號　中調聯交資料　第14號）

N-310061 戰前ニ於ケル小運送運營組織ノ調査 [上海]: 興亞院華中連絡部 1939 28p 昭和14年10月調査　私製　複写を簡易製本したもの（興亜華中資料
第95號　中調聯交資料　第24號）

N-310062 浙江省米價變動の研究 [杜修昌原著] 南京: 中支建設資料整備事務所
編譯部

1941 1, 60p 私製　複写を綴じたもの（編譯彙報   中支建設資料整備委員會[編]
第54編）

N-310063 江蘇省第一區第一期清郷地區全圖 1枚
N-310064 苏中四分区反据点斗争示意图 1枚

N-310065 苏中四分区反“清乡”斗争要图 1枚

N-310066 共産地區實情調査の目的地　蘇北地區　　（第四區）要
圖

[1941?] 1枚 複製

N-310067 [中南支聯絡幹線公路略図　1937年7　　月現在] 1枚 私製　複製
N-310068 支那鑛物資源分布圖　山根博士ニ據ル 1枚 私製　複写
N-310069 昭和十二年及十三年作成経過要図 1枚
N-310070 支那事変戰爭指導史附録 1枚 私製　複写
N-310071 支那派遣軍戦略態勢要図　支那事変戦争指導史附録 1枚 私製　複写
N-310072 支那派遣軍態勢概見図　支那事変戦争指導史附録 1枚 私製　複写
N-310073 支那資源分布主要地域図 1枚 私製　複写
N-310074 江蘇省第四区に於ける赤色黨政（民衆團體）機關表 3枚 私製　複写
N-310075 再建新四軍組織系統表 2枚 私製　複写
N-310076 新四軍黨政楚々期系統表 2枚 私製　複写
N-310077 敵情参攷 第1号
N-310078 中支農村概観  [上海]: 興亞院華中連絡部 1939 24p （興亜華中資料　第1號　中調聯農資料　第1號）
N-310079 「お笑い」を学問する 井山弘幸著; 新潟大学大学院現代社会

文化研究科ブックレット新潟大学編集委
員会編

新潟: 新潟日報事業社 2003 70p （ブックレット新潟大学　11）

N-310080 年表　昭和史 中村政則[編] 東京: 岩波書店 1989 70p （岩波ブックレット　シリーズ昭和史　No.15）

私製　複写を綴じたもの

以上2冊を合綴

私製　コピー複製を簡易製本したもの

以上2冊を合綴

以上2冊を合綴

以上2冊を合綴

以上1帙
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蔵書番号 書名 著者・編者名 出版地：出版社 刊行年 ページ数 形態、注記 備考

N-310081 メディアの内と外　ジャーナリストと市民の壁を超えて 筑紫哲也, 大谷昭宏, 原寿雄編 東京: 岩波書店 2001 63p （岩波ブックレット　no.549）
N-310082 中国世界における地域社会と地域文化に関する研究

第1輯（平成13年度）
 新潟: 新潟大学大学院現代社会

文化研究科中国世界における地
域社会と地域文化　　に関する
研究プロジェクト

2002 43, 21p 　

N-310083 日中相互理解とメディアの役割 日中コミュニケーション研究会編 川口: 日本僑報社 2002 124p 　
N-310084 言葉に関する問答集　よくある「ことば」の質問 国立国語研究所編 東京: 財務省印刷局 2001 94p （新「ことば」シリーズ/文化庁編　14）
N-310085 環日本海地域像共有のための学際的研究　研究成果

報告書
研究代表者古厩忠夫 [新潟]: 古厩忠夫 2002 iii, 113p 平成13年度新潟大学プロジェクト推進経費（学際的研究プロジェクトB）

N-310086 大連・新潟貿易を通じてみた近代の環日本海交流 研究代表者 古厩忠夫 [新潟]: [古厩忠夫] 2001 186p （科学研究費補助金(基盤研究(B)(2))研究成果報告書　平成10年度-
平成12年度）

N-310087 環日本海交流から見た東アジア史の研究と教育　共同
報告

新潟大学人文学部教　　員有志編 = К
руглый стол 《Научн
ые исследования и п
реподавание 　　　ист
ории в япономорско
м регионе》/Подгото
влен группой
преподавателей Гу
манитарного факул
ьтета Ниигатского
университета．

[新潟]: [新潟大学人文学部教員
有志]

1999 51p 1999年6月20-24日ウラジオストクで開催された国際学会での共同報告
の報告集　和文露文併記

N-310088 昭和・平成現代史年表　大正12年9月1日~平成8年12月
31日

神田文人編 東京: 小学館 1997 207p 　

N-310089 日本史年表　増補版 歴史学研究会編 東京: 岩波書店 1993 vi, 400p 付録: pp.[347]-[369]
N-310090 中国現代史　壮大なる歴史のドラマ 中嶋嶺雄編 東京: 有斐閣 1981 xi, 258, ix p 参考文献・中国現代史略年表: pp. 241-258（有斐閣選書　860）
N-310091 抵抗と屈従 東京: 岩波書店 1993 xxiii, 279p （岩波講座近代日本と植民地 / 大江志乃夫[ほか]編　6）文献: 章末

執筆: 後藤乾一ほか

N-310092 世界史における地域と民衆 歴史学研究会編 東京: 青木書店 1979 2冊 （歴史學研究/歴史學研究會編　別冊特集　歴史学研究会大会報告
1979年度 1980年度）

N-310093 世界史認識における民族と国家 歴史学研究会編 東京: 青木書店 1978 178p （歴史學研究/歴史學研究會編　別冊特集　歴史学研究会大会報告
1978年度）

N-310094 世界史の新局面と歴史像の再検討 歴史学研究会編 東京: 青木書店 1976 176p （歴史學研究/歴史學研究會編　別冊特集　歴史学研究会大会報告
1976年度)

N-310095 敵情参攷 第1号
N-310096 苏中四分区反据点斗争示意图 1枚

N-310097 苏中四分区反“清乡”斗争要图 1枚

N-320001 アジア歴史事典 貝塚茂樹 [ほか]編 東京: 平凡社 1959-
1962

10冊 1: ア-エ, 2: オ-キワ, 3: キン-コ, 4: サ-シヨ, 5: シラ-ソ, 6: タ-テ, 7: -ハ,
8: ヒ-ミ, 9 ム-ワ　補遺・付表, 10: 索引

N-320002 日本史大事典  6: へ〜わ 東京: 平凡社 1992-
1994

編集委員: 青木和夫[ほか]

N-320003 中国大陸横断　満州日報時代の思い出 島田一男著 東京: 徳間書店 1985 262p 『大陸秘境横断』(桃源社昭和47年刊)の改題（徳間文庫）
N-320004 蒋政權と對外連絡路 東洋協會調査部 東京: 東洋協會 1941 2, 32p （調査資料）　私製　複写物をバインドしたもの
N-320005 中支ニ於ケル物資移動許可制度ニ就テ　昭和十六年一

月二十八日
支那派遣軍総司令部[編] [出版地不明]: 支那派遣軍　　総

司令部
1941 [10]p 私製　複写物をバインドしたもの

N-320006 Economic Shanghai: hostage to politics, 1937-1941 by Robert W. Barnett New York: Institute of Pacific
Relations

1941  xiii, 210 p., [16]leaves of
plates（1 folded）

Includes bibliographical references and index. （I.P.R. inquiry series）　私
製　複写を簡易製本したもの

N-320007 Union list of current Japanese periodicals in the East
Asian libraries of 　　　　Columbia, Harvard, Princeton,
and Yale Universities

  1985 461p mimeographed

N-320008 1995ニイガタ・アピールズ  新潟: ニイガタ・アピールズセン
ター

[1995] 6p  

N-320009 Stop! War　ストップ!　有事法制　あなたは、戦争に参加
しますか?

 東京: とめよう戦争への道!　百万
人署名運動・事務局

2002 15p 　

N-320010 環日本海・日本と中国 櫛谷圭司編 新潟: 新潟大学環日本海研究会 1999 62p 　References: pp.
19-20

（環日本海論叢/新潟大学環日本海研究会編　第15号）

N-320011 知事講話　‘やさしさと活力に満ちたニューにいがた’  新潟: 新潟県を豊かにする会 1999 40p 　
N-320012 にいがたの環境　さわやかで水と緑とうるおいのあるま

ちに（平成11年度版）
 新潟: 新潟市市民局環境部環境

対策課
1999 25p 　

N-320013 業務概要 運輸省第一港湾建設局[編] 新潟: 運輸省第一港湾建設局 [19--] 49p 付録: 第一港湾建設局管内図(縮尺:1:1000000)
N-320014 越のくにづくり　北陸地域の社会資本整備の将来構想

概要版
建設省北陸地方建設局 [新潟]: 建設省北陸地方建設局 1996 61p 　

N-330001 日本史大事典　1: あ〜お 東京: 平凡社 1992-
1994

N-330002 日本史大事典　2: か〜け 東京: 平凡社
N-330003 日本史大事典　3: こ〜し 東京: 平凡社
N-330004 日本史大事典　4: す〜て 東京: 平凡社
N-330005 日本史大事典　5 : と〜ふ 東京: 平凡社
N-330006 日本史大事典　7 : 索引 東京: 平凡社 官職唐名・異称一覧: 巻末pp. 1-6, 主要叢書一覧: 巻末pp. 7-101
N-340001 上海史話 米澤秀夫著 東京: 大空社 2002 410, 10p （上海叢書 / 山下武, 高崎隆治監修　1）附・上海史文献解題　折り込

図1枚: 千八百五十三年頃の上海地圖　畝傍書房, 昭和17年刊の復刻

N-340002 上海年鑑　一九二六年版 上海日報社編 東京: 大空社 2002 1冊 （上海叢書 / 山下武, 高崎隆治監修　2）折り込図4枚: 對日本及關東
州輸出入品表(1925年度)　上海日報社出版部大正15年刊の復刻

N-340003 上海研究號　支那研究第十八號 小竹文夫, 坂本義孝ほか共著 東京: 大空社 2002 804, 9p （上海叢書 / 山下武, 高崎隆治監修　3）折り込図2枚　東亜同文書院
支那研究部, 昭和3年刊の復刻

N-340004 上海事変誌　昭和七年 上海居留民團編 東京: 大空社 2002 1冊 （上海叢書 / 山下武, 高崎隆治監修　4）折り込図4枚 ; 付: 地図1枚: 上
海地図 北部及東部　各図共同警備日本軍擔当区域上海居留民團,
昭和8年刊の復刻

N-340005 上海通信 木村毅著 東京: 大空社 2002 6, 353, 9p （上海叢書 / 山下武, 高崎隆治監修　5）改造社昭和12年刊の復刻

N-340006 松井翠聲の上海案内 松井翠聲著 東京: 大空社 2002 147, 10p （上海叢書 / 山下武, 高崎隆治監修　6）栗田書店, 昭和13年刊の復刻

N-340007 上海の歴史　上海租界発達史 ハウクス・ポット著; 帆足計, 濱谷満雄訳 東京: 大空社 2002 6, 10, 512, 10p （上海叢書 / 山下武, 高崎隆治監修　7）折り込図1枚: 上海市外圖　原
書名: A short history of Shanghai; being an account of the growth and
development of the international settlement, by Francis Lister Hawks
Pott　白揚社昭和15年刊の復刻

N-340008 上海　大帮の都 アーネスト・オー・ハウザー著; 佐藤弘訳 東京: 大空社 2002 2, 10, 351, 11p （上海叢書 / 山下武, 高崎隆治監修　8）原書名: Shanghai: city for
sale, by Ernest O. Hauser. 高山書院昭和15年刊の復刻

N-340009 上海 谷川徹三, 三木清, 豊島與志雄ほか共著 東京: 大空社 2002 334, 10p （上海叢書 / 山下武, 高崎隆治監修　9）内容: 上海雑筆/ 石濱知行著;
上海の澁面 / 豊島與志雄著; 上海その他 / 加藤武雄著; 中國知識人
の動向 / 谷川徹三著; 上海の印象 / 室伏高信著; 支那を視て來て /
三木清著.　三省堂, 昭和16年刊の復刻

N-340010 上海人文記　映画プロデュサーの手帖から 松崎啓次著 東京: 大空社 2002 2, 2, 2, 8, 292, 10p （上海叢書 / 山下武, 高崎隆治監修　10）高山書院昭和16年刊の復刻

N-340011 思い出の上海 村松梢風著 東京: 大空社 2002 224, 11p （上海叢書 / 山下武, 高崎隆治監修　11）原書名: 思ひ出の上海　自由
書房昭和22年刊の復刻

N-340012 十二月八日の上海 西川光著 東京: 大空社 2002 306, 10p （上海叢書 / 山下武, 高崎隆治監修　12）泰光堂, 昭和18年刊の復刻

N-340013 北留楼先生上海だより 古賀嘉之著 東京: マルジュ社 1988 318p  
N-340014 資料　矢野事件 小野裁判連絡会 京都: 小野裁判連絡会 1994 47p  
N-340015 川と港を活かしたまちづくりと舟運シンポジウム報告書

1998.6.3～4
 新潟: 「川と港を活かしたまちづく

りと舟運シンポジウム」運営委員
会

 [1998] 71p  

N-340016 みなとシンポジウムin 新潟 '98 Report 運輸省第一港湾建設局 新潟: 運輸省第一港湾建設局新
潟港湾空港工事事務所

 [1998] 85p 　

N-340017 ロシアを中心とした環日本海地域の現状及び諸問題 小川和男 富山: 日本海沿岸地帯振興促進
議員連盟・日本海沿岸地帯振興
連盟

1998 14p （日本海沿岸地帯振興促進議員連盟・日本海沿岸地帯振興連盟　合
同勉強会・特別講演会講演録　No. 3）

N-340018 最近の朝鮮半島情勢と環日本海交流 小牧輝夫 富山: 日本海沿岸地帯振興連盟
事務局

1997 24p （合同勉強会　講演録　第2号）

N-340019 日本海国土軸の姿　日本海沿岸地域連携整備計画へ
の提案

日本海国土軸推進方策検討調査ワーキ
ンググループ

富山: 日本海沿岸地帯振興連盟 1998 36p 　

N-340020 総会議案　平成9年5月20日（土） 日本海沿岸地帯振興連盟 28p
N-340021 総会議案　平成9年11月26日（水） 日本海沿岸地帯振興連盟 21p
N-340022 みなとから世界へ 運輸省港湾局 [東京]: 運輸省港湾局 1998 29p  
N-340023 第一港湾建設局管内図　平成7年4月現在  [新潟]: 運輸省港湾局第一港湾

建設局
[1995] 地図1枚 　

N-340024 新潟西海岸 運輸省第一港湾建設局新潟港湾空港工
事事務所

 1996 図1枚  

N-340025 新潟港 運輸省第一港湾建設局新潟港湾空港工
事事務所

 1998 図1枚  

N-340026 祖父母が伝える太平洋戦争 新潟市郷土資料館 新潟: 新潟市郷土資料館 1996 57p （調査年報　第20号）
N-340027 講演感想文集  平成五年度第一学年　第二学年 新潟県立新潟高等学校 1993 36p
N-340028 講演感想文集 平成六年度代一学年　代二学年 新潟県立新潟高等学校 1994 35p
N-340029 「北陸地域の活性化」に関する研究助成事業論文集（第

5回　平成11年度）
北陸建設弘済会 亀田町（新潟県）: 北陸建設弘済

会
2000 68p 　

N-340030 東アジア酸性雨モニタリングネットワークセンター（試行
稼働）について

   1冊 年不明

N-340031 青果物産地出荷業者実態調査報告 全国青果物移出業協会 [出版地不明]: 全国青果物移出
業協会

1968 276p 　

N-340032 近代中国・日中関係図書目録　増補 市古宙三編 東京: 汲古書院 1980 102p 　
N-340033 中国旅行記　1993    1冊 新潟大学人文学部東洋文化履修コース学生の1993年の中国旅行記

録

N-340034 極東オリンピックの政治学　「運動会」をめぐる日・中関
係史の一側面

孫安石  1998 40p 富士ゼロックス小林節太郎記念寄金1996年度研究助成論文

N-340035 横浜と上海　二つの開港都市の近代 横浜開港資料館 横浜: 横浜開港資料館 1993 101, [5]p 年表[5]p 横浜・上海友好都市提携20周年記念「横浜と上海　二つの開
港都市の近代」展図録

N-340036 上海共同租界工部局年報 [上海共同租界工部局編]; 岡本事務所
調査室譯

東京: 生活社 1941 1冊 私製　1941年度行政報告並に1942年度予算　「1941年」は日本語版第
1号

N-340037 ふるさと見附の歴史 見附市史編集委員会編 見附: 見附市 1985 385, 4p  
N-340038 安政五年江戸・京出役書状 十日町市史編さん委員会編 十日町: 十日町市史編さん委員

会
1991 7, 303p （十日町市郷土資料双書/十日町市史編さん委員会編　1　縮問屋加

賀屋資料　1）

N-340039 慶応元年江戸・京出役書状  十日町: 十日町市史編さん委員
会

1996 6, 6, 288p （十日町市郷土資料双書/十日町市史編さん委員会編　6　縮問屋加
賀屋資料/十日町市史編さん委員会編　5）

N-340040 바다의 아시아5 국경을 넘는 네트워크 오모토 케이이치(尾本惠市)외[지음],

김정환[옮김]

파주시(경기도): 다리미디어 2005 317p 海のアジア5　越境するネットワーク（岩波書店）の訳

N-340041 아편제국 日本 숨겨 온 국가범죄를 파헤친다! 구라하시 마사나오(倉橋正直)　　　[지

음], 박강[옮김]

서울: 지식산업사 1999 257p 倉橋正直『日本のアヘン戦略』（共栄書房, 1996）の訳

N-340042 慶祝池田誠先生傘寿 中国現代史研究会 [n. p.]: 中国現代史研究会 2002 1冊 種々の資料をコピーし複製したもの
N-340043 鎮江（ちんこう）の英雄たち　大谷尚人「愧死（きし）」（同

成社刊「シルクロード異聞」所収）より　秋田雨雀・土方
与志記念青年劇場第46回公演

脚本・演出＝瓜生正美 東京: 秋田雨雀・土方与志記念
青年劇場

1989 1冊  

N-340044 コミンテルンと民族問題 石堂清倫 東京: [中ソ関係研究会] 1970 43p 私製　タイプ謄写の印刷物を複製（中ソ関係刊研究会報　No. 15）
N-340045 陳述書 中国黒龍江省社会科学院　歩平  [n. p.]   [n. d.]  28, 9p 　
N-340046 大沢遺跡　B・B'区第二次発掘調査　参加の手引き 新潟大学考古学研究室  1980 43p 謄写　西蒲原郡巻町稲島　大沢遺跡
N-340047 八万林遺跡　新潟県和島村　平成5年度 新潟県教育委員会, 和島村教育委員会  1993 13p, 地図1枚, 平成五年

度八幡林遺跡出土木簡
釈文2枚

　

N-340048 こころの年代譜　奈良崎晋助処女詩集 奈良﨑晋助 [n. p.]: 奈良崎晋助   [n. d.]  　　1冊 別書名　心の年代譜　傷つきやすい世代　19　手書きを複写
N-340049 十五年戦争を学ぶ（） 菊口賢治氏・平沢富平氏に聞く 佐藤泰治 [n. p.]   [n. d.]  81～134p
N-340050 上海史　再版 ポット[著]; 土方定一,橋本八男共訳 東京: 生活社 1941 475p 私製　原書名: A short history of Shanghai, by Pot, F. L. Hawks　複製

をバ　　インドしたもの　204-205, 378-379, 424-425p.は欠

N-340051 板挟みの中の模索　国民政府対日政策の研究: 1931～
1933

鹿錫俊 [n. p.] 1998 238p 一橋大学法学部博士学位請求論文

N-340052 援蒋ルート 外務省通商局第三課[編] [東京]: 外務省通商局第三課 1941 282p タイプ謄写　私製　複写をバインドしたもの

以上2冊を合綴
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N-350001 フロイド眼鏡 高橋鐡著 東京: 宝文館 1956 8,301p 著者肖像あり
N-350002 新中国通貨論　幣制とインフレーションの発展 渡辺長雄著 東京: 世界経済調査会 1948 211p, 表 私製　複写をバインド　160～161p欠
N-350003 新潟大学環日本海研究会　1998年6月現在  新潟: 新潟大学環日本海研究会 1998 19p これまでの主な活動実績

N-350004 にいがた市民大学　実施報告書（平成6・7年度） にいがた市民大学事務局 新潟: にいがた市民大学事務局
（新潟市教育委員会生涯学習
課）

1996 33p  

N-350005 新潟学コース　「都市としての新潟を考えるⅡ」ゼミナー
ル修了レポート集　平　　成7年度にいがた市民大学

 新潟: 新潟市教育委員会 1996 90p  

N-350006 新潟縣農山漁村經濟更生計畫樹立方針 新潟縣[編] [新潟]: 新潟縣農務課 1935 59p 私製　複写をバインドしたもの
N-350007 環日本海学会第7回学術研究大会　予稿集 環日本海学会第7回学術研究大会実行

委員会
[富山]: 環日本海学会 2001 61p 2001年11月10日, 11日開催

N-350008 海城大石槗蓋平近傍　其一 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350009 海城大石槗蓋平近傍　其二 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350010 得利寺近傍 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350011 折木城及岫巖近傍　其一 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350012 折木城及岫巖近傍　其二 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350013 九連城近傍 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350014 奉天沙河遼陽近傍　其一 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350015 奉天沙河遼陽近傍　其二 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350016 奉天沙河遼陽近傍　其三 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350017 奉天沙河遼陽近傍　其四 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350018 奉天沙河遼陽近傍　其五 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350019 奉天沙河遼陽近傍　其六 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350020 奉天沙河遼陽近傍　其七 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350021 奉天沙河遼陽近傍　其八 陸地測量部製版  1931 地図1枚 縮尺五萬分一（公刊日露戰史附圖修成圖）
N-350022 農民運動と農村調査 毛澤東著; 中國研究所訳 東京: 中國研究所 1950 151p 私製　複製をバインド
N-350023 15年戦争（上）　第35回5月蔡記念レポート 東京大学文学部東洋史学科 東京: 東京大学文学部東洋史学

科
[n.d.] 1冊 謄写

N-350024 毛沢東主義の行方　毛沢東主義は社会主義か 小杉修二 東京: 学校図書 [1976　　追記]21p (高校社会（世界史）教育ノート）
N-350025 社団法人中国研究所案内 中国研究所 東京: 中国研究所 1963 21p  
N-350026 日中間の経済関係　日中関係の正常なあり方をめぐっ

て
お茶の水女子大学中国研究会 東京: お茶の水女子大学中国研

究会
1960 1冊 謄写

N-350027 上海・青島紡績罷業 外務省情報部[編] 東京: 外務省情報部 1937 45p （國際事情/外務省情報部編　503）　私製　複写をバインドしたもの
N-350028 上海租界概論 植田捷雄著 東京: 東亞研究會 1938 4, 85p （東亜研究講座　第82輯）　私製　複写を簡易製本したもの
N-350029 上海 殿木圭一著 東京: 岩波書店 1942 6, 170, 17p （岩波新書　89）私製　複写をバインドしたもの
N-350030 支那新政權樹立に就いて 堀内干城[著] 東京: 東亞同文會 1939 28p （新支那事情普及叢書　第10輯）　私製　複写をバインドしたもの
N-350031 上海主要工場参観報告 日本大使館特別調査班編 上海: 日本大使館特別調査班 [1942] 232p （特調資料輯編　第2篇）　私製　複製をバインドしたもの
N-350032 上海日本商工會議所　第二十一次年報 上海日本商工會議所 上海: 上海日本商工會議所  [1939]  1冊 昭和13年度
N-350033 環日本海新潟賞授賞式　報告書　第7回 新潟県 新潟: 新潟県 1999 19p  
N-350034 Life and labour in Shanghai: a decade of labour and

social administration in 　　the international settlement
Eleanor M. Hinder New York: International

Secretariat, Institute of Pacific
Relations

1944 viii, 143 p. Includes index　私製　複製をバインドしたもの

N-350035 中國共産黨と民族統一戰線 中西功, 西里龍夫共著 京都: 大雅堂 1946 2, 9, 154p 私製　複製をバインドしたもの
N-350036 西嶋定生博士略年譜・著作目録稿    55p 『西嶋定生博士還暦記念　東アジア史における国家と農民』（東京: 山

川出版社, 1984）抜刷

N-350037 上海再編成ニ關スル方針及措置要領(案)　上巻 上海市政研究會[編] [上海]: 上海市政研究會 1942 173p 極秘　私製　複写をバインドしたもの
N-350038 新潟市に於ける住込徒弟  [新潟]: 新潟市社會課  [1927] 2, 36p （方面時報　號外）　私製　複写をバインドしたもの
N-350039 小出製糸合資会社規約  [n. p.] [n. d.] 複写を綴じたもの
N-350040 工場教育管見 北魚沼郡堀之内町原尋常高等小学校上

村榮重
堀之内（新潟県）: 上村榮重 1934 [22p] 謄写　私製　複製を綴じたもの

N-350041 女工に關する調査 基督教女子青年會日本同盟勞働調査部
[編]

東京: 基督教女子青年会日本同
盟労働調査部

1932 54p 私製　複写をバインドしたもの　18～19p欠

N-350042 中国近代経済史関係解題つき文献目録　海関資料を中
心として

浜下武志著 国立: 総合研究(A)「資本主義世
界市場の形成」研究組織

1980 85p （総合研究(A)「資本主義世界市場の形成」に関する文献目録シリーズ
; no.3）

N-350043 日中友好への直言 上田武夫著 東京: 日中友好への直言編纂委
員会

1990 296p 私製　複写をバインドしたもの

N-350044 青帮, 紅帮に就て　支那の祕密結社 [小谷冠櫻著]; 松井松次編輯 上海: 上海青年團本部 1941 45p （青年叢書　第5號）　複製をバインドしたもの
N-350045 古志郡農會報告　第3号 古志郡農會 [長岡町（新潟県）]: 古志郡農會 1902 2, 86p 42～43p欠　複製をバインドしたもの
N-350046 江南雑記 米澤秀夫著 上海: 内山書店 1945 97p 上海図書会社発売  1, 10-11, 14-15, 62-63p欠　私製　コピーをバイン

ドしたもの

N-350047 実録　不夜城　世紀末歌舞伎町のすべて　眠らない街
新宿歌舞伎町の真実

 東京: ワニマガジン社 1998 193p （ワニの穴　7）

N-350048 望霞樓刊　1995年版　『東夷傳』　East Asian studies
reports

 新潟: 新潟大学法学部真水ゼミ 1995 171p 新潟大学法学　1994年度・真水ゼミ論集　第3号

N-350049 連合政府論　附中国共産党の遊撃戦術 毛澤東, 朱徳著 [東京]: 中国研究所 [1949] 132p （所内研究資料）　私製　コピーをバインドしたもの
N-350050 滿・支人勞働者國内移動調査 滿鐵・産業部, 鐵道總局[編] [大連]: 南滿洲鐵道株式會社 1938 192p （産業調査資料　第35編）　私製　コピーをバインドしたもの
N-350051 法幣對策に關する各方面の意見（二）　附　支那事變以

降の支那, 満洲通貨金融日誌
日本商工會議所[編] 東京: 日本商工會議所 1939 80p （東亞經濟資料　8）（調査資料　113）　私製　コピーをバインドしたもの

N-350052 法幣對策に關する各方面の意見 日本商工會議所[編] 東京: 日本商工會議所 1939 41p （東亞經濟關係資料　1）（調査資料 113）　私製　コピーをバインドした
もの

N-350053 The study of Chinese rural economy C.B. Malone and J.B. Tayler Peking:　[s.n.] 1924 14, 59 p., [15]p. of plates （China International Famine Relief Commission publication　ser. B., no.
10）　"Reprinted from The Chinese social and political science review
（October 1923 to April 1924）"

N-350054 中國共産黨十五年史 ミフ（Mif, Pavel）原著 [上海]: 在上海大日本帝國大使
館事務所

1943 4, 97p （中支調査資料　第541号）（思想資料　第240號）　原書名: 奮鬪的十
五年　中国共産党十五年史　私製　コピーをバインドしたもの

N-350055 北伐完成迄の國民黨 南滿洲鐵道株式會社庶務部調査課[編] 大連: 南滿洲鐵道株式會社庶務
部調査課

1928 4, 110, 5p （パンフレット　第53號）　私製　コピーをバインドしたもの

N-350056 上海の貧民相 井上紅梅著 東京: 東亜研究会 1934 52p （東亜研究講座　58輯）私製　コピーをバインドしたもの
N-350057 中国共産党第八期中央委員会第一回総会　一九五六

年九月二十八日, 他
 [n. p.] [n. d.] 48p タイプ謄写

N-350058 明末農民起義の経過と諸問題 古厩忠夫  1964 2冊 東京大学文学部東洋史学科提出の卒業論文
N-350059 Der Himmel 東大三五LⅡ四組 東京: 東大三五LⅡ四組 1961 90p 謄写
N-350060 逢相再日何 1996年度教養演習Fクラス 新潟: 新潟大学人文学部1996年

度教養演習Fクラス
1996 1冊 　

N-350061 日本資本主義と貿易問題 名和統一著 東京: 黄土社 1948 11, 253p 私製　コピーをバインドしたもの
N-350062 一九二九年政治決議その他 山口慎一訳編 東京: 黎明社 1930 142p （支那問題研究資料/山口慎一訳編　第2輯）私製　コピーをバインドし

たもの　前　　付け1～７欠

N-350063 經濟問題と財政問題 毛澤東著; 中國研究所編訳 東京: 中國研究所 1950 96p （所内研究資料）　私製　コピーをバインドしたもの　表紙欠
N-350064 人民公社の研究 東大中国研究会 東京: 東京大学中国研究会 1961 70p 謄写（中研論叢　No. 3）
N-350065 江蘇省農業中学創立七周年 陳光; 東京大学中国研究会（本郷）翻訳

委員会訳
東京: 東京大学中国研究会 1965 25p 謄写（東京大学中国研究会（本郷）翻訳委員会　No. 4）

N-350066 読書の栞   [n. p.] 1957 31p タイプ謄写　高校生向け
N-350067 日中戦争　続 東大中国研究会 東京: 東京大学中国研究会 1962 100p 謄写（中研論叢）
N-350068 日本の中国侵略と抗日民族統一戦線　1-3 東京大学中国研究会  1971 3冊 謄写（中研論叢）
N-350069 原子力発電と金権支配　第11回原発問題全国シンポジ

ウム　1985年8月24日　　（土）8月25日（日）　新潟　報告
集

 新潟: 日本科学者会議原子力問
題研究委員会第11回原子力発
電問題全国シンポジウム（新潟）
実行委員会

1986 136p  

N-350070 ハルモニ絵画展報告集  新潟: 「ナヌムの家」ハルモニ絵
画展実行委員会

1998 25p 1998年7月1日～5日新潟県民会館1F展示フロアー

N-350071 第7回全国大会　第11回全国ゼミナール基調報告（案） 全日本学生中国研究会連合中央委員会  1971 1冊 謄写　1971年12月23日～27日, 於東大駒場

N-350072 中国問題討論資料 全日本学生中国研究会連合書記局・関
東学生中国研究会連合

 1971 2冊 　

N-350073 脅かされる学園の自由と人権　昭和女子大事件とその
周辺

昭和女子大不当処分反対連絡協議会編 東京: 労働旬報社 1962 53p 昭和女子大不当処分反対共斗会議編集（奥付による）

N-350074 農村地域工業導入実施計画書　新潟県守門村細野工
業導入地区

新潟県守門村 守門村（新潟県） 1972 13p タイプ謄写

N-350075 出稼ぎ実体調査結果表　昭和46年1月～12月 守門村 守門村（新潟県）: 守門村  9枚 タイプ謄写
N-350076 農業志向調査・他産業就業志向調査集計表　昭和46年

8月実施
北魚沼郡守門村農業委員会   [3]枚 タイプ謄写

N-350077 守門　すもん　'72 守門村企画室 守門村（新潟県）: 守門村 1971 50p 1972年版守門村勢要覧
N-350078 孫逸仙と三民主義　飜譯 マナベンドラ・ナアト・ロイ [東京]: 東亞研究所 1940 71p 謄写版　Manabendra Nath Roy: Revolution und Konter- revolution in

China. 1930.の第9章 Sun Yat-sen und seine drei prinzipienの翻訳　翻
訳者: 第三部山本秀夫（資料/東亞研究所[編]　丙第60號D)私製　コ
ピーをバインドしたもの

N-350079 孫文主義の哲學的基礎 戴季陶著; 中山志郎譯 東京: 生活社 1939 52p （東亜問題別冊　第1）　私製　コピーをバインドしたもの
N-350080 未完の細菌生産　731部隊, 県内に足跡を追って 「731部隊」足跡調査委員会 新潟: 「731部隊」足跡調査委員

会
1994 32p 「731部隊」足跡調査委員会中間報告書　〈1994年6月17日（金）〉

N-350081 731部隊展 731部隊展全国実行委員会; 常石敬一概
説監修

東京: 731部隊展全国実行委員
会

 [n. d.] 12p 後援: 中国人民抗日戦争紀念館（北京）, 侵華日軍731部隊罪証陳列
館（平房）

N-350082 紅樓夢展 日本中国文化交流協会, 朝日新聞社 [n. p.]  [n. d.]  31p 写真
N-360001 A checklist of Chinese newspapers  [Berkeley]: East Asiatic Library,

University of California, Berkeley;
[Stanford]: East Asian
Collection, Hoover Institution,
Stanford University

1986 iii, 482 p. （East Asia library series　5）"This union list cites all Chinese
newspapers and their specific issues held in Stanford's East Asian
Collection of the Hoover 　　　　Institution and Berkeley's East Asiatic
Library, Center for Chinese Studies Library, and Asian American
Studies Library." "This list includes only issues published before
1983"; Includes index　中文報紙目録　In house reproduction.

N-360002 理解社會學 岡田謙著 東京: 春秋社 1949 1, 2, 91p （マックス・ウェーバー研究叢書　1）
N-360003 私の昭和史 [長野朗？] [n. p.]  [n. d.] 31p 長野朗はペン書き　ワープロ原稿を綴じたもの　未完？
N-360004 藍衣社の組織と反満抗日活動の実例　蒋介石の二重

政策
邊疆問題研究所調査部・情報部編 東京: 邊疆問題研究所  [1935

（まへが
き）]

43p 私製　コピーをバインドしたもの

N-360005 藍衣社は躍る 大庭勝一著 東京: 鶴鳴荘出版部 1937 38p （鶴鳴パンフレツト　第6輯）　私製　コピーをバインドしたもの
N-360006 C.C團に關する調査 在上海日本大使館特別調査班[編] [上海]: 在上海日本大使館特別

調査班
1939 112p 私製　コピーを簡易製本したもの

N-360007 中部支那明細圖 陸軍省新聞班 東京: 陸軍省新聞班 1938 地図1枚 （週報　第100号附録）
N-360008 支那事変二周年紀年興亜現勢図 内閣情報部 東京: 内閣情報部 1939 地図1枚 （週報第141号附録）
N-360009 最新支那詳細大地図 キング編輯局編纂 東京: 大日本雄弁會講談社 1937 地図1枚 （キング第13巻第12号附録）
N-360010 広東省全図　附香港　澳門  [n. p.]  [n. d.] 地図1枚 　
N-360011 広東方面詳細図 内閣情報部 東京: 内閣情報部 1938 地図1枚 （週報第106号附録）
N-360012 上海南京付近（中支ノ部　其一）  東京: 読売新聞社編輯局 1939 地図1枚 （満洲支那全土明細地図）
N-360013 大東亜共栄圏及び太平洋要図 情報局 東京: 情報局 1941 地図1枚 （週報　第238号附録）
N-360014 上海南京付近明細図 読売新聞社販売部 東京: 読売新聞社 1937 地図1枚  
N-360015 広東付近（南支ノ部） 読売新聞社編輯局 東京: 読売新聞社 1938 地図1枚 （満洲支那全土明細地図）
N-360016 漢口付近戦局明細地図　時局が一目で解る 読売新聞社編 東京: 読売新聞社 1938 地図1枚 　
N-360017 大東亜共栄圏地図　家の光創刊十五周年記念付図  東京: 産業組合中央会 1941 地図1枚 （家の光第17巻第1号附録）
N-360018 上海市街図　二万分一　最新天津市街図　17000分1  [n. p.] 1983 地図2枚 （裏表1枚）　中国書店複製
N-360019 [中国大陸でまかれた反戦伝単（ビラ）　加藤春雄氏所

蔵]
   1冊 コピーをバインドしたもの　タイトルは仮題　中野孝次[解題]

N-360020 中国学術代表団歓迎学生集会記録  [出版地不明]: 中国学術代表団
歓迎学生連絡会議

1963 32p 謄写版

N-360021 建国15年を迎えた中国　日本中国友好協会第2次学習
活動家訪中代表団報告

[日本中国友好協会学習活動家訪中代
表団]

[出版地不明]: 日本中国友好協
会

1964 44p 　

N-360022 Handwörterbuch der deutschen Sprache von Daniel Sanders. 8., neubearb. und
verm. Aufl. / von J. Ernst Wülfing.

Leipzig: Bibliographisches
Institut

c1911 x, 887 p

N-360023 紅星　第9号　駒場祭特集 東京大学中国研究会 東京: 東京大学中国研究会 1971 3冊 謄写
N-360024 母親達に花束を 浜田志保子 静岡: 浜田志保子 1986 72p 　
N-360025 山西残留部隊の真相　我が青春に悔いあり　上 山下正男 [n. p.]  [n. d.]  「この小冊子は一九五四年（昭和二十九年）十月帰国直後記録したも

のを、後日若干の訂正性と補足をしたものです。」との注記あり　コピー
をバインドしたもの

N-360026 山西省残留犠牲者並びにその遺家族の救済措置に関
する請願書

 1991 7+4p 「陳情の趣旨」を合綴　私製　複写をバインドしたもの

N-360027 太原戦役経過重要事項（一九四八・七・一五～一九四
九・六・八）

中共太原市委員会党史研究部編 [n. p.]  [n. d.] 32p 「晋中戦役」「東山四大要地争奪戦」「七縦隊三旅に第二次牛駝寨攻撃
命令」を含む　中共太原市委員会宣伝部編『解放太原』の一部の訳
私製　コピーをバインドしたもの
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N-360028 張作霖爆殺事件の首謀者　河本大作の謎と死　元秘
書・児玉華子 [中国在住・70歳]の証言

中山勝 [n. p.]  [n. d.] 322-332p 私製　コピーをバインドしたもの

N-360029 中国山西省残留犠牲者の救済措置に関する要望書    [24]枚 「山西残留日本兵問題」を合綴　私製　コピーをバインドしたもの
N-360030 上奏（終戦後ニ於ケル支那派遣軍ノ一般状況ニツイテ

状況報告
支那派遣軍参謀長　小林浅三郎 [n. p.]  [1946] 5p （山西省残留日本軍関係資料　一）

N-360031 「支那派遣軍の終戦並復員概況（山西関係・抜粋） 支那派遣軍中佐参謀 宮崎舜市 [n. p.]  [n. d.] pp. 32-37 （山西省残留日本軍関係資料　一）（支那派遣軍総司令部復員資料）
N-360032 支那派遣軍復員前後の概況（抜） 総参謀副長兼大使館附武官少将　今井

武夫
[n. p.]  [n. d.] p. 38 （山西省残留日本軍関係資料　一）

N-360033 山西事件について 支那総軍・作戦主任参謀　40期　宮崎舜
市

  pp. 39-46 （山西省残留日本軍関係資料　一）（「『終戦30周年』　昭和20年8月15
日　「その人、それから戦場を去るまで（2）」『偕行』昭和50.9特集記事）

N-360034 支那派遣軍渉外日誌（山西関係抜粋（S20.8～21.7） 支那派遣軍総司令部 [n. p.]  [n. d.] pp.1-8 （山西省残留日本軍関係資料　一）
N-360035 支那派遣軍　状況報告（第一軍関係抜粋）（S21.2～

21.8）
派遣軍復員本部・残務整理部　東京復
員監部資料課

[東京]  pp. 1-8. （山西省残留日本軍関係資料　一）

N-360036 21春山西省内日本人引揚促進の想出　笹井（方面軍参
謀大佐）注記あり

支那派遣軍第13飛行師団参謀少佐　前
川国男（昭23.10記述）

[n. p.]  [n. d.] pp. 15-31. （山西省残留日本軍関係資料　一）

N-360037 第八　所感一端 元第一軍参謀中佐　伊藤一朗記述 [n. p.]  [n. d.] （山西省残留日本軍関係資料　一）（支那派遣軍に関する兵団長・幕僚
手記）（第一軍復員資料）pp.1-10.

N-360038 第十四第114師団（将）復員の概況 元114師団（将兵団）師団長　中将
三浦三郎

[n. p.]  [n. d.]  pp. 11-14 （山西省残留日本軍関係資料　一）（昭30.10.18記述）

N-360039 第一軍発信電報綴（抜粋）（20.8.17-21.5.3） 第一軍司令部 [n. p.]  [n. d.] pp.1-19 （山西省残留日本軍関係資料　一）
N-360040 第一軍受信電報綴（抜粋） 第一軍司令部 [n. p.]  [n. d.] pp. 19-31. （山西省残留日本軍関係資料　一）
N-360041 「山西に於ける現地除隊」についての暫定資料  留守業務部 1954 13p （山西省残留日本軍関係資料　一）（山西省残留者に関する厚生省資

料）

N-360042 山西地区残留問題に関する基礎調査 復員課 [n. p.] 1954 p. 7 （山西省残留日本軍関係資料　一）
N-360043 山西区参加について（抜粋） 復員課  1954 p.8. （山西省残留日本軍関係資料　一）
N-360044 山西軍参加の行動の概況にいて[ママ]」 厚生省引揚援護局未帰還調査部 [n. p.] 1956 pp.9-16. （山西省残留日本軍関係資料　一）
N-360045 わが国の「戦後処理問題」一覧 国立国会図書館 [東京]: 国立国会図書館 [n. d.] （Issue brief

number0043(16/09/87）
（山西省残留日本軍関係資料　一）

N-360046 現地復員問題にいての [ママ] 考察  [厚生省]未帰還調査部 1958 （山西省残留日本軍関係資料　一）
N-360047 終戦後の日本軍山西残留（山西軍参加）事件 全国山西省在留者団体協議会　　　会長

相楽圭二
[n. p.]  [n. d.] pp. 1-6 （山西省残留日本軍関係資料　二）

N-360048 山西残留事件における犠牲者救済と遺家族援護に関す
る運動について

  pp. 7-9 （山西省残留日本軍関係資料　二）

N-360049 山西残留施政者の救済措置に関する請願について　第
百二十国会、参議院に　　　おいて採択された請願の処
理経過に対する不服申立書

相楽圭二  1992 pp. 1-4 （山西省残留日本軍関係資料　二）

N-360050 鐵道修理工作部隊徴用ニ関スル細部指示　隷下指揮
下部隊宛

第一軍参謀長  1946  （山西省残留日本軍関係資料　二）（乙集参甲電第107号写）, 他起案
写など3通

N-360051 参考人招致に関する申請書 相楽圭二  1993 1枚 （山西省残留日本軍関係資料　二）
N-360052 内閣委員会名簿   1995 1枚 （山西省残留日本軍関係資料　二）
N-360053 山西軍参加者の行動の状況について  厚生省引揚援護局未帰還調査

部
1956 12p （山西省残留日本軍関係資料　二）タイプ

N-360054 山西軍参加者の行動の状況について  厚生省引揚援護局未帰還調査
部

1956 14枚 （山西省残留日本軍関係資料　二）

N-360055 海外部隊並に海外法人帰還に関する件（昭和二〇, 九,
二四, 次官会議決定）

   1枚 （山西省残留日本軍関係資料　二）

N-360056 山西軍参加者の行動の概要について（昭和三十一・二・
三厚生省引揚援護局　　　の公文書）に対する反論

相楽圭二   pp. 42-43 （山西省残留日本軍関係資料　二）

N-360057 元支那派遣軍総司令部作戦主任参謀宮崎中佐が偕行
昭和50年9月号に登載　　　した記事

   1枚 （山西省残留日本軍関係資料　二）

N-360058 国民政府山西軍に参加した日本人ついて（参考）    1枚 （山西省残留日本軍関係資料　二）
N-360059 [全国山西在留者団体協議会の国会請願活動報告] 全国山西省在留者団体協議会  1991 2枚 （山西省残留日本軍関係資料　二）
N-360060 山西省日本人残留部隊の補償問題 日本共産党・参議院議員　聴濤弘   3枚 （山西省残留日本軍関係資料　二）（内閣委員会会議録第3号　平成5

年3月29日【参議院】）

N-360061 終戦時に於ける第一軍編成表    1枚 （山西省残留日本軍関係資料　三）
N-360062 終戦時・山西にあった部隊    3p （山西省残留日本軍関係資料　三）
N-360063 総隊部服務規程 暫編独立第十総隊総隊部　総隊長　今

村方策
 1947 1冊 （山西省残留日本軍関係資料　三）山西省档案館所蔵の文書の複製

およびそれを翻刻したもの

N-360064 独混三旅（造）　残留戦没者名簿＝新潟県関係・今村隊
晋西会名簿による　　　（S63・8現在）

   1枚 （山西省残留日本軍関係資料　三）

N-360065 終戦後に於ける支那派遣軍の一般状況に就て　上奏 支那派遣軍総参謀長　小林浅三郎 （山西省残留日本軍関係資料　三）
N-360066 第一軍復員資料 元第一軍参謀陸軍中佐　伊藤一朗  1955 （山西省残留日本軍関係資料　三）厚生省引揚援護局史料室　昭和31

年7月複写

N-360067 第百十四師団の復員資料 元第百十四師団長　三浦三郎  1954 　 （山西省残留日本軍関係資料　三）厚生省引揚援護局史料室　昭和31
年10月複写

N-360068 第四独立警備隊の実態 （山西省残留日本軍関係資料　三）
N-360069 白団（パイダン）　台湾軍をつくった日本軍将校たち 中村祐悦著 東京: 芙蓉書房出版 1995 215p, 図版[12]p 第1章　蒋介石への報恩のために　第2章　大陸反攻のキーパーソンズ

の複製　私製　複製をバインドしたもの

N-360070 經濟建設五箇年計畫綱領草案　其ノ一-五 本田上海海軍特務機関主席武官  1938 1冊 2分冊に分綴（滬情報機密第23号ノ1～5）　「本草案ハ先ニ報告セル[国
民政府の]經濟建設方案ノ具体的計画劃ヲ記述セルモノ」とあり　私製
コピーをバインドしたもの

N-360071 戰爭の授業をつくる　アジア太平洋戦争学習に関する
歴史認識のあり方

高橋豊 見附: 高橋豊 1997 129p 　

N-360072 戰後上海の物價狀勢 興亞院華中連絡部 [上海]: 興亞院華中連絡部 1939 8p （興亞華中資料　第19号）（中調聯商資料　第9号）　私製　複写をバイ
ンドしたもの

N-360073 法幣流通狀況  [上海]: 興亞院華中連絡部 1939 14p （興亜華中資料　第22號）（中調聯金資料　第2號）　私製　複写をバイ
ンドしたもの

N-360074 中支ニ於ケル農業政策ノ動向  [上海]: 興亞院華中連絡部 1939 19p 昭和14年11月現在調査（興亜華中資料　第67號）（中調聯農資料　第
13號）　私製　　複写をバインドしたもの

N-360075 中支鉄路愛護村ニ關スル調査研究  [上海]: 興亞院華中連絡部 1939 13p 昭和14年9月現在調査（興亜華中資料　第80號）（中調聯交資料　第10
號）私製　複写をバインドしたもの　pp. 4-5欠

N-360076 日本銀行券及軍票ノ流通狀況  [上海]: 興亞院華中連絡部 1939 10p 昭和14年6月現在調査（興亜華中資料　第21號）（中調聯金資料　第1
號）　私製　複写をバインドしたもの

N-360077 為替市場ニ於ケル英米ノ協力  [上海]: 興亞院華中連絡部 1939 8p 昭和14年6月20日現在調査（興亜華中資料　第28號）（中調聯金資料
第8號）　私製　複写をバインドしたもの

N-360078 為替市場ノ構成要素  [上海]: 興亞院華中連絡部 1939 21p 昭和14年6月現在調査（興亜華中資料　第29號）（中調聯金資料　第9
號）

N-360079 國民政府實業部農本局ノ概観  [上海]: 興亞院華中連絡部 1939 15p 昭和14年7月現在調査（興亜華中資料　第66號）（中調聯商資料　第13
號）

N-360080 中支那通貨制度（地方金融對策）  [上海]: 興亞院華中連絡部 1939 7p 昭和14年6月現在調査（興亜華中資料　第25號）（中調聯金資料　第5
號）

N-360081 軍配組合の會計事情 [中支那軍票交換用物資配給組合]総務
部会計

  [n. d.] 1冊 手書き　冒頭に「総務部（一四年度）」とあり　私製　複写を簡易製本し
たもの

N-360082 極秘綴　昭和十四年-昭和十五年 [中支那軍票交換用物資配給組合]   1冊 手書き　私製　複写を簡易製本したもの
N-360083 極秘綴　昭和十四年-昭和十五年（二） [中支那軍票交換用物資配給組合]   1冊 手書き　私製　複写を簡易製本したもの
N-360084 清郷物資統制組合関係 [中支那軍票交換用物資配給組合]総務

部
  1冊 手書き, タイプ謄写　清郷地区統制物資統制組合関係の書類（昭和17

年）　私製　複写を簡易製本したもの

N-360085 軍配組合ノ事業ト其ノ業績　第三周年ヲ迎ヘテ 中支那軍票交換用物資配給組合 上海: 中支那軍票交換用物資配
給組合

1942 207p 私製　複写を簡易製本したもの

N-360086 中支経済ニ於ケル物資搬出入取締制度史（昭和二十年
八月完）　物資交換所の活動（金融研究室）

 [n. p.]  [n. d.] 1冊 私製　複写を簡易製本したもの

N-360087 中支三省ニ於ケル貿易統計及物價表（戰後篇） 莊司憲季 [n. p.]: 陸軍糧秣本廠 1940 106表 私製　複写を簡易製本したもの
N-360088 業務報告書 中支那軍票交換用物資配給組合 上海: 中支那軍票交換用物資配

給組合

N-360089 業務報告書　昭和十六年度上半期（1941.7） 中支那軍票交換用物資配給組合 上海: 中支那軍票交換用物資配
給組合

N-360090 業務報告書　昭和十六年度下半期（1942.1） 中支那軍票交換用物資配給組合 上海: 中支那軍票交換用物資配
給組合

N-360091 業務報告書　昭和十七年度上半期（1942.7） 中支那軍票交換用物資配給組合 上海: 中支那軍票交換用物資配
給組合

N-360092 業務報告書　昭和十七年度下半期（1943.1） 中支那軍票交換用物資配給組合 上海: 中支那軍票交換用物資配
給組合

N-360093 業務報告書　昭和十八年度上半期（1943.7） 中支那軍票交換用物資配給組合 上海: 中支那軍票交換用物資配
給組合

N-360094 軍配組合業務報告    [5]p タイプ謄写　昭和17年度までのデータを含む　私製　複写をバインドし
たもの

N-360095 中国山西省残留犠牲者の救済措置に関する要望書    [24]枚 「山西残留日本兵問題」を合綴　私製　コピーをバインドしたもの
N-360096 極秘綴　昭和十四年-昭和十五年 [中支那軍票交換用物資配給組合] 1綴 (中支那軍票交換用物資配給組合関係)手書き　私製　複写を簡易製

本したもの

N-360097 極秘綴　昭和十四年-昭和十五年（二） [中支那軍票交換用物資配給組合] 1綴 (中支那軍票交換用物資配給組合関係)手書き　私製　複写を簡易製
本したもの

N-360098 軍配組合業務報告    [5]p (中支那軍票交換用物資配給組合関係)タイプ謄写　昭和17年度まで
のデータを含む　私製　複写をバインドしたもの

N-360099 軍配組合ノ事業ト其ノ業績　第三周年ヲ迎ヘテ 中支那軍票交換用物資配給組合 上海: 中支那軍票交換用物資配
給組合

1942 207p (中支那軍票交換用物資配給組合関係)私製　複写を簡易製本したも
の

N-360100 軍配組合の會計事情 [中支那軍票交換用物資配給組合]総務
部会計

 [n.d.] 1冊 (中支那軍票交換用物資配給組合関係)手書き　冒頭に「総務部（一四
年度）」とあり　私製　複写を簡易製本したもの

N-360101 業務報告書 中支那軍票交換用物資配給組合 上海: 中支那軍票交換用物資配
給組合

1綴 (中支那軍票交換用物資配給組合関係)5期分を合綴　私製　複写を簡
易製本したもの

昭和十六年度上半期（1941.7）, 昭和十六年度下半期（1942.1）, 昭和十七年度上半期
（1942.7）, 昭和十七年度下半期（1943.1）, 昭和十八年度上半期（1943.7）

N-360102 清郷物資統制組合関係 [中支那軍票交換用物資配給組合]総務
部

1冊 (中支那軍票交換用物資配給組合関係) 清郷地区統制物資統制組合関係の書類（昭和17年）複写を簡易製本したもの

N-360103 山西省残留犠牲者並びにその遺家族の救済措置に関
する請願書

(山西省残留日本軍関係文書)1991年　　　　　7+4p「陳情の趣旨」を合
綴　私製　複写をバインドしたもの

N-360104 山西省残留日本軍関係資料　一 [n.p.] [n.d.] 1冊 (山西省残留日本軍関係文書) ※お問い合わせください
N-360105 山西省残留日本軍関係資料　二 [n.p.] [n.d.] 1冊 (山西省残留日本軍関係文書) ※お問い合わせください
N-360106 山西省残留日本軍関係資料　三 [n.p.] [n.d.] 1冊 (山西省残留日本軍関係文書) ※お問い合わせください
N-360107 山西残留部隊の真相　我が青春に悔いあり　上 山下正男 [n.p.] [n.d.] (山西省残留日本軍関係文書)コピーをバインドしたもの「この小冊子は

一九五四年（昭和二十九年）　　　　十月帰国直後記録したものを、後
日若干の訂正性と補足をしたもので　　　　　す」との注記あり

N-370001 蚌埠日華雑穀協同委員會関係書類　蕪湖出張所関係
證憑書入

[中支那軍票交換用物資配給組合]穀肥
部

 1943 1綴 封筒入り　私製　コピーを封筒に入れたもの

N-370002 鎮江縣物資配給委員會規定竝ニ業務處理細則 鎮江縣物資配給委員會 鎮江: 鎮江縣物資配給委員會 1941 1綴 鎮江縣資配給委員會統制物資配給規定を含む　手書き　複写をバイ
ンドしたもの

N-370003 中支ニ於ケル雑穀事情調査ノ件〔第二種〕 中支那軍票交換用物資配給組合総務部
調査室

 1942 14p 昭和十七年十二月二十六日　謄写　私製　コピーをバインドしたもの

N-370004 軍配組合取扱商品配給價格一覧表　昭和十七年十月
現在

表6枚 私製　コピー

N-370005 興亞院連絡部長官會議々事速記録　昭和十四年年四
月十日, 十一日

   1冊 私製　タイプ謄写　極秘　IMTのマイクロをコピーし仮綴 「経済部関係連絡事項」, 「文化部関係連絡事項」, 「技術部関係連絡事項」を含む

N-370006 興亞院設置問題関係書類 1冊 タイプ謄写　極秘　私製　IMTのマイクロフィルムをコピーし仮綴 ※お問い合わせください
N-370007 國民政府主席汪兆銘來朝関係一件（近衛汪共同声明

を含む）　自昭和十六年五　　月至同十六年六月
201枚 私製　IMTのマイクロのコピーを仮綴

N-370008 蚌埠日華雑穀協同委員會関係書類　蕪湖出張所関係
證憑書入

[中支那軍票交換用物資配給組合]穀肥
部

1943 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）封筒入り　私製　コピーを封
筒に入れたもの

N-370009 業務報告書 中支那軍票交換用物資配給組合 上海: 中支那軍票交換用物資配
給組合

（中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

昭和十七年度上半期（1942　100p）, 昭和十七年度下半期(1942　72p), 昭和十八年度上
半期（1943　61p）

N-370010 上海情報　昭和十五年三月十九日-三月二十一日 上海総領事館 1940 150枚 私製　IMT289のマイクロからプリントしたものを仮綴じ　上海総領事館
の情報

陶希聖ノ「所謂新政権ヲ論ス」譯報ノ件, 特別要視察人名簿編入替ニ關スル件, 特別要
視察人現地除隊ニ關スル件, 在米「朝鮮義勇隊後援會」ノ成立ト其後の活動狀況ニ關ス
ル件, 新四軍の作戰經過と建軍工作ニ關スル件

1冊 5期分を合綴　私製　複写を簡易製本したもの

以上合綴　いずれも複写をバインドしたもの

以上合綴　コピーをバインドしたもの

以上合綴　コピーをバインドしたもの
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N-370011 上海油糧同業會關係書類綴　昭和十八年度 1綴 私製　コピーをバインドしたもの　9p 油脂及油脂原料並ニ雑穀収買計畫（2p）書き込みの相違するもの2部あり, 上海油糧同
業會規約（案）（1p）, 上海油糧同業會（假稱）運營要綱（1p）, 價格表（1p）, 上海地區油糧
同業會規約（案）（1p）

N-370012 在外邦人商業（商工）會議所関係雑件　上海商工会議
所　自昭和十年四月至同十五年八月

在上海総領事 1冊 私製　IMTのマイクロのコピーを仮綴 上海日本商工會議所補助金支給方稟請の件, 在支各地日本商工會議所ノ補助ニ關ス
ル件

N-380001 安慶出張所関係文書　昭和十八年上・下半期 中支那軍票交換用物資配給組合總務課 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380002 蚌埠地区関係事項[一]　自昭和十七年十一月至昭和十
八年十一月

[中支那軍票交換用物資配給組合]穀肥
部

1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380003 蚌埠地区関係事項[二]　自昭和十七年十一月至昭和十
八年十一月

[中支那軍票交換用物資配給組合]穀肥
部

1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

[中支那ニ於ケル戰爭經濟ノ諸問題] / 蚌埠出張所寺西勲　昭和十八年六月十一日
附・蚌埠日華雑穀協同委員会會決議録　第一回（昭和17年10月25日）～第四三回（昭和
十八年五月二十九日（[4], 57, 71p）

N-380004 蚌埠出張所関係文書　昭和十八年上・下半期 中支那軍票交換用物資配給組合総務部 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380005 蕪湖（出張所通信）ファイル　昭和十八年 中支那軍票交換用物資配給組　　　　合 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380006 物資移動關係文書綴　昭和十七年度 [中支那軍票交換用物資配給組合]穀肥
部

1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380007 調査報告書及計畫書, 其ノ他　昭和十四年十月　昭和
十六年十二月

[中支那軍票交換用物資配給組合]穀肥
部

1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380008 大豆其ノ他雜穀油脂類輸出入等ニ關スル件　昭和十四
年八月　昭和十六年十二月

[中支那軍票交換用物資配給組合]穀肥
部

1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380009 軍官廳関係書類　自十七年一月至十七年十一月 [中支那軍票交換用物資配給組合] 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380010 軍官需及特需関係 中支那軍票交換用物資配給組合総務課
文書係

1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

在上海の軍・警察などから軍配組合あてに物資供給などに關する通牒・依頼, など

N-380011 業務報告及輸移出入関係書類　自十八年三月至仝年
五月

中支那軍票交換用物資配給組合総務部 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380012 移出入関係書綴　自十八年五月至十八年十二月 [中支那軍票交換用物資配給組合] 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380013 漢口出張所　業務日報　十八年 中支那軍票交換用物資配給組合 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

N-380014 漢口出張所通信ファイル　[十八] 中支那軍票交換用物資配給組合 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380015 穀肥　昭和十八年　15　ファイル [中支那軍票交換用物資配給組合]総務
部

1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380016 穀肥部関係文書　昭和十八年上半期 中支那軍票交換用物資配給組合総務部 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380017 穀肥部関係文書　昭和十八年下半期 中支那軍票交換用物資配給組合総務部 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380018 資料ファイル 中支那軍票交換用物資配給組合穀肥部 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380019 食油　16　ファイル　昭和十七年　昭和十八年 中支那軍票交換用物資配　　　　給組合 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380020 油脂原料対日供給綴　ファイル [中支那軍票交換用物資配給組合]穀肥
部

1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380021 油脂原料雜穀等蒐買輸出, 他雜件 [中支那軍票交換用物資配給組合穀肥
部]

1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380022 油雜穀移出入　配給及庶務　昭和十八年度 [中支那軍票交換用物資配給組
合]

1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380023 雜件（総務）　自昭和十七年九月至昭和十八年十二月 [中支那軍票交換用物資配給組合]穀肥
部

1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380024 雜穀油脂蒐買其他一般　昭和十七年三月六月 [中支那軍票交換用物資配給　　　　組合
穀肥部]

1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-380025

雜綴

中支那軍票交換用物資配給組合 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-390001 満蒙開拓移民調査（津南町史）[調査票] 1袋
N-390002 安慶（出張所通信）ファイル　昭和十八年 中支那軍票交換用物資配給組　　　　合 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも

の
※お問い合わせください

N-390003 安慶調査報告　第1号　昭和十八年五月二十二日 中支軍票交換用物資配給組合安慶出張
所

18p （中支那軍票交換用物資配給組合関係）

N-390004 安慶出張所関係文書　昭和十八年上・下半期 中支那那軍用物資配給組合　総務部 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

※お問い合わせください

N-390005 蚌埠（出張所通信） 中支那軍票交換用物資配給組合 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-390006 蚌埠ニ於ケル最近雑穀収賣状況　昭和十八年六月 中支那軍票交換用物資配給組合總務部 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

[中支那ニ於ケル戰爭經濟ノ諸問題] / 蚌埠出張所　寺西勲. 昭和十八年六月十一日
（[4], 57p）, 蚌埠日華雑穀協同委員会決議録　第1回（昭和17年10月25日）～昭和18年5
月29日

N-390007 蕪湖出張所関係文書　昭和十八年上・下半期 中支那軍票交換用物資配給組合總務課 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

穀肥業者会同報告 / 軍配組合蕪湖出張所. 昭和十八年六月五日（2p）, 麻皮手配御依
頼ノ件 / 軍配組合蕪湖出張所. 昭和十八年六月五日（1p）,本部送付砂粉麻袋處置ノ件
/ 軍配組合蕪湖出張所. 昭和十八年六月七日（1p）, 本部送付麻袋ノ件 / 軍配組合蕪湖
出張所. 昭和十八年六月七日（1p）, など

N-390008 調査報告関係　昭和十八年上・下半期 中支那軍票交換用物資配給組合總務部 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

梅實業部長來滬後ノ動静ニ關スル件（3p）, 移動統制改正後ノ上海市況 / 總務部調査
室. 昭一八, 三, 十八（4p）, 經濟一般情報ニ關スル件 / 總務部調査室. 昭和十八年三月
二十五日（6p）, 崩壊セル上海英米勢力ノ性格 / 中支那軍票交換用物資配給組合調査
課（軍配資料　第6輯（26p）

N-390009 中貿易聯関係文書　昭和十八年下半期 中支那軍票交換用物資配給組合 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

※お問い合わせください

N-390010 軍配月報　昭和十八年一月-四月 中支那軍票交換用物資配給組合総務部    （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

N-390011 軍配組合月報　昭和十六年一月-三月, 十一月, 昭和十
七年五月-九月

中支那軍票交換用物資配給組合総務部    （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

N-390012 軍配組合月報　昭和十八年五月, 七月-月 中支那軍票交換用物資配給組合総務部    （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

N-390013 業務概況報告　昭和十五年四月 中支那軍票交換用物資配給組合総務部 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

中支那軍票交換用物資配給組合　昭和十五年度下半期事業報告書（34p,2表）

N-390014 業務概況報告書 中支那軍票交換用物資配給組合 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

昭和十六年度上半期, 昭和十六年度下半期は「業務報告書」昭和十四年下半期, 昭和
十五年四月-五月, 昭和十五年度上半期, 昭和十五年七月, 昭和十五年度下半期, 昭和
十六年度上半期, 昭和十六年度下半期

N-390015 派赴出張所職員往來文件（一） 中支那軍票交換用物資配給組合総務課   1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

N-390016 中支那軍票交換用物資配給組合燐寸配給課宛通信
昭和十七年派赴出張所職員往來文件（二）

中支那軍票交換用物資配給組合総務課 　  1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

N-390017 中支那軍票交換用物資配給組合燐寸配給課宛通信
昭和十七年一般事情　①ファイル　昭和十七年十二月-
昭和十八年五月

中支那軍票交換用物資配給組合 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

※お問い合わせください

N-390018 華北統制總會改正定款竝統制規定, 中支奥地經濟事
情

中支那軍票交換用物資配給組合総務部 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

※お問い合わせください

N-390019 各部別購入配給系統図 中支那軍票交換用物資配給組合 1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

各部別購入配給系統図　昭和十七年九月 / 中支那軍票交換用物資配給組合. 昭和17
年9月　17図, 紙部第一科・第二科・ライスペーパー購入配給系統図（10p）, 砂糖部取引
機構（10p）, 毛糸毛織物部配給購入系統図（8p）, 綿業部購入配給系統図（6p）, 人絹部
取引機構一覧表（7p）, 染料部取引機構（6p）

N-390020 昭和十八年六月十五日～昭和十八年九月五日 漢口出
張所関係文書　昭和十八年上・下半期

中支那軍票交換用物資配給組合總務課 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

軍納雑穀新収賣價格ニ關スル件 / 漢口出張所. 本部宛（年月日不明）（2p）, 一, 商業統
制總會結成ノ件（年月日不明）（1p）, 一, 南昌物資搬出制限強化ノ件（年月日不明）（1p）,
業務日報　昭和十八年六月三十日～9月5日 / 漢口出張所

N-390021 廣東支部関係　昭和十九年 中支那軍票交換用物資配給組合総務部 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

一般所見ニ關スル件報告 / 中支那軍票交換用物資配給組合廣東支部. 昭和十九年四
月十四日（6p）, 廣東地區市況報告ノ件 / 中支那軍票交換用物資配給組合廣東支部.
昭和十九年四月十七日（7p）

N-390022 中支那軍票交換用物資配給組合第十回総務部委員會
議事録　昭和十八年二月二十七日（60p）

（中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

N-390023 乙資金市場操作ト輸出入貿易ヨリ見タル月平均軍票相
場－15.6.14－（2表）など

1綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

乙資金市場操作ト輸出入貿易ヨリ見タル月平均軍票相場－15.6.14－（2表）, 昭和拾七
年度對日輸入実績明細一覧表（1表）, 昭和十七年度・昭和十八年度對日輸入実績・期
待額對比一覧表　昭18.1.10 / 中支那軍票交換用物資配給組合總務部（1表）, 部科別・
年度別出資金及信認金一覧表（2表）

N-390024 出張報告書綴 中支那軍票交換用物資配給組合総務部 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

N-390025 出張報告書綴　昭和十八年度上・下半期 中支那軍票交換用物資配給組合 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

N-390026 出張所雜綴 中支那軍票交換用物資配給組合總務課 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

中支那軍票交換用物資配給組合工業薬品部第四科所属燐寸配給課鎮江出張所の燐
寸配給関係文書, 安慶ニ於ケル輸入實蹟調（昭和十四年）, 九江ニ於ケル輸入實蹟調
（昭和十四年）, 漢口ニ於ケル物資輸移入高（昭和十四年）, 蕪湖ニ於ケル輸入實蹟調
（昭和十四年）, [漢口に於ける]調査概要, など

N-390027 週間情報（第一號）, など 中支那軍票交換用物資配給組合 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

※お問い合わせください

N-390028 主要商品上海市中價格表 上海日本商工會議所經濟調査室 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

昭和18年4月30日現在, 昭和18年5月20日現在, 昭和18年6月20日現在, 昭和18年7月10
日現在, 昭和18年7月20日現在, 昭和18年7月31日現在, 昭和18年8月10日・20日現在,
昭和18年8月31日現在

N-390029 主要商品市中相場表　昭和十九年 [中華日本貿易聯合會（企画部調査課）] １綴 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

※お問い合わせください

N-390030 總務部委員會関係 中支那軍票交換用物資配給組合 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーをバインドしたも
の

一, 總務部委員會開催年月日, 二, 總務部委員會提議事項, 三, 總務部委員會書面審議
決定並承認事項, 四, 各回總務部委員會ニ於ケル総務部長挨拶, 五, 歴代總務部委員
名簿

N-390031 雜綴　8 中支那那軍用物資配給組合総務部 1冊 （中支那軍票交換用物資配給組合関係）私製　コピーを簡易製本した
もの

※お問い合わせください

N-390032 満蒙開拓移民調査（津南町史）[調査票] 1袋 （津南町史編纂関係）
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