
　　＜戦争の記録＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 大日本帝国の戦争    1 毎日新聞社 1999.9 2107/110 一般開架

2 大日本帝国の戦争    2 毎日新聞社 1999.1 2107/110 一般開架

3 子どもたちの昭和史  写真集
「子どもたちの昭和史」
編集委員会／編 大月書店 1984.6 2107/41 一般開架

4 戦後はまだ…  刻まれた加害と被害の記憶 山本 宗補／写真・文 彩流社 2013.8 21074/134 一般開架

5
資料が語る戦時下の暮らし  太平洋戦争下の
日本:昭和16年ー20年

羽島 知之／編著 麻布プロデュース 2004.9 21075/198 一般開架

6 パラオ  海底の英霊たち 田中 正文／写真・文 並木書房 2007.3 21075/299 一般開架

7 写真が語る日本空襲 工藤 洋三／編著 現代史料出版 2008.8 21075/344 一般開架

8
ビジュアル人物で読む太平洋戦争  歴史を変
えた指導者たちの作戦と決断

太平洋戦争研究会／著 世界文化社 2011.12 21075/407 一般開架

9 東京大空襲  未公開写真は語る NHKスペシャル取材班／著 新潮社 2012.8 21075/419 一般開架

10 図解特攻のすべて 近現代史編纂会／編 山川出版社 2013.7 21075/428 一般開架

11
東京空襲下の生活日録  「銃後」が戦場化し
た10カ月

早乙女 勝元／著 東京新聞 2013.1 21075/439 一般開架

12 『永遠の0』と日本人 小川 榮太郎／著 幻冬舎 2013.12 21075/446 一般開架

13 特攻  最後のインタビュー 「特攻最後のインタビュー」制作
委員会／著 ハート出版 2013.12 21075/450 一般開架

14
忘れられた特攻隊  信州松本から宮崎新田
原出撃を追って

きむら けん／著 彩流社 2014.8 21075/456 一般開架

15 真珠湾攻撃  写真集 阿部 安雄／編集 ベストセラーズ 1995.12 21075/7 一般開架

16 スクープ音声が伝えた戦後ニッポン 文化放送報道部／監修 新潮社 2005.7 21076/105 一般開架

17 誰も「戦後」を覚えていない    昭和20年代後半篇 鴨下 信一／著 文藝春秋 2006.12 21076/112 一般開架

18 誰も「戦後」を覚えていない    昭和30年代篇 鴨下 信一／著 文藝春秋 2008.12 21076/112 一般開架

19
戦後日本における市民意識の形成  戦争体
験の世代間継承

浜 日出夫／編 慶應義塾大学出版会 2008.1 21076/156 一般開架

20
僕たちは戦後史を知らない  日本の「敗戦」は
4回繰り返された

佐藤 健志／著 祥伝社 2013.12 21076/232/ 一般開架

21 戦後史再考  「歴史の裂け目」をとらえる 西川 長夫／編著 平凡社 2014.1 21076/248 一般開架

22 日本-喪失と再起の物語  黒船、敗戦、そして3・11  上 デイヴィッド・ピリング／著 早川書房 2014.1 21076/249 一般開架

23 日本-喪失と再起の物語  黒船、敗戦、そして3・11  下 デイヴィッド・ピリング／著 早川書房 2014.1 21076/249 一般開架

24 戦後日本のなかの「戦争」 中 久郎／編 世界思想社 2004.2 21076/93 一般書庫

　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

　　　　    　　　　　戦 後 70 年
　　　　　　　　　　～あの戦争をふりかえる～

展示期間:平成27年6月 20日～8月20日
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

25
山本五十六と海軍航空  海軍機関大佐の回
想とアルバムから

本多 伊吉／著 大日本絵画 2012.1 2891/ﾔｲ 10 一般開架

26 私は貝になりたい  あるBC級戦犯の叫び 加藤 哲太郎／著 春秋社 1994.1 32967/1 一般開架

27 太平洋戦争最後の証言    第1部 門田 隆将／著 小学館 2011.8 39120/111 一般開架

28 太平洋戦争最後の証言    第2部 門田 隆将／著 小学館 2011.12 39120/111/2 一般開架

29 太平洋戦争最後の証言    第3部 門田 隆将／著 小学館 2012.4 39120/111 一般開架

30 幻の作戦・兵器  第二次世界大戦秘録 マイケル・ケリガン／著 創元社 2013.1 39120/119 一般開架

31
陸海軍水上特攻部隊全史  マルレと震洋、開
発と戦いの記録

奥本 剛／著 潮書房光人社 2013.9 39120/120 一般開架

32
最後のゼロファイター  本田稔・元海軍少尉
「空戦の記録」

井上 和彦／著 双葉社 2013.12 39120/122 一般開架

33
零の戦記  堀越二郎、坂井三郎、岩本徹三…
空のサムライたちの物語

秋月 達郎／著 PHPエディターズ・グループ 2013.12 39120/123 一般開架

34
人間魚雷回天  命の尊さを語りかける、南溟
の海に散った若者たちの真実

ザメディアジョン 2006.4 39120/72 一般開架

35 硫黄島  写真集
潮書房・雑誌『丸』編
集部／編 光人社 2007.1 39120/78 一般開架

36
海軍戦闘第八一二飛行隊  日本海軍夜間戦
闘機隊“芙蓉部隊”異聞

吉野 泰貴／著 大日本絵画 2012.11 3978/12 一般開架

37 闘う零戦  隊員たちの写真集 渡辺 洋二／編著 文芸春秋 2001.7 3978/2 一般開架

　　＜戦争体験＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

38 この子を殘して 永井 隆／著 秋津書舎 2005.8 9146/ﾅﾀ 2 一般開架

39 久生十蘭「従軍日記」 久生 十蘭／作 講談社 2007.1 9156/ﾋｼ 1 一般開架

40 堀田善衞上海日記  滬上天下一九四五 堀田 善衞／著 集英社 2008.1 9156/ﾎﾖ 1 一般開架

41 平和への祈り  長崎・慟哭の記録 創価学会青年平和会議／編 第三文明社 2003.8 916/43 一般開架

42 ヒロシマ・ナガサキの思い、未来へ いのちのことば社／編 いのちのことば社 2005.8 916/51 一般開架

43
敗戦60年随想録  日本の0年-昭和二十年八
月十五日すべてはここからはじまる

日本随想録編集委員会／編 歴研 2005.1 916/54 一般開架

44
従軍看護婦たちの大東亜戦争  私たちは何を
見たか

『従軍看護婦たちの
大東亜戦争』刊行委
員会／編

祥伝社 2006.8 916/58 一般開架

45
遺言「ノー・モア・ヒロシマ」  未来のために残し
たい記憶

ヒロシマ青空の会／編集 ヒロシマ青空の会 2004.8 916/60 一般開架

46 動員学徙「慟哭の証言」
広島県動員学徒等犠
牲者の会 2007.1 916/61 一般開架

47 BC級戰犯60年目の遺書  日本の戰争 田原 総一朗／監修 アスコム 2007.8 916/63 一般開架

48
親と子が語り継ぐ満洲の「8月15日」  鞍山・昭
和製鋼所の家族たち

田上 洋子／編 芙蓉書房出版 2008.1 916/64 一般開架

49 私にとっての戦争  体験者は語る平和のなかで  朝日新聞仙台支局／編 宝文堂出版販売 1988.5 916/65 一般開架
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50 私たちの遺書  語り残したい戦争体験 新老人の会編 ライフプランニングセンター 2001.1 916/67 一般開架

51 学生たちの太平洋戦争  国に捧げた青春の記録  熊谷 眞／編著 夢工房 2011.9 916/82 一般開架

52 『原爆の子』その後  「原爆の子」執筆者の半世紀  原爆の子きょう竹会／編 本の泉社 2013.8 916/83 一般開架

53 巣鴨プリズン三部作 飯塚 浩二／編集 不二出版 2013.8 916/ｲｺ 1 一般開架

54 地獄の日本兵  ニューギニア戦線の真相 飯田 進／著 新潮社 2008.7 916/ｲｽ 1 一般開架

55 「特高」経験者として伝えたいこと 井形 正寿／著 新日本出版社 2011.6 916/ｲﾏ 3 一般開架

56 激闘ルソン戦記 井口 光雄／著 光人社 2008.3 916/ｲﾐ 3 一般開架

57 英雄なき島  硫黄島戦生き残り元海軍中尉の証言  [大曲 覚／述] 産経新聞出版 2008.8 916/ｵｻ 1 一般開架

58 BC級戦犯 獄窓からの声 大森 淳郎／著 日本放送出版協会 2009.3 916/ｵｼ 2 一般開架

59 シベリヤ抑留記 大野 延翁／著 [大野延翁] 2010.4 916/ｵﾉ 2 一般開架

60 少女の記録、あの頃  1935ー1945.8.15&2001.9.11  川島 敦子／著 講談社 2006.8 916/ｶｱ 1 一般開架

61
海鳴りの響きは遠く  宮城県第一高女学徒勤
労動員の記録

神谷 恵美子／監修 草思社 2007.7 916/ｶｴ 2 一般開架

62 昭和二十年夏、僕は兵士だった 梯 久美子／著 角川書店 2009.7 916/ｶｸ 1 一般開架

63 昭和二十年夏、女たちの戦争 梯 久美子／著 角川書店 2010.7 916/ｶｸ 2 一般開架

64 硫黄島栗林中将の最期 梯 久美子／著 文藝春秋 2010.7 916/ｶｸ 3 一般開架

65 昭和二十年夏、子供たちが見た日本 梯 久美子／著 角川書店 2011.7 916/ｶｸ 4 一般開架

66 硫黄島戦記  玉砕の島から生還した一兵士の回想  川相 昌一／著 光人社 2007.1 916/ｶｼ 4 一般開架

67 シベリア抑留記 蟹江 文雄／著 四季の文化社 1990.2 916/ｶﾌ 2 一般開架

68 戦争時代の光芒  ある学徒出陣慶大生の日記  忽那 静夫／著 ブックコム 2012.4 916/ｸｼ 4 一般開架

69
真珠湾収容所の捕虜たち  情報将校の見た
日本軍と敗戦日本

オーテス・ケーリ／著 筑摩書房 2013.7 916/ｹｵ 1 一般開架

70
オ父サンノセンサウ  小長井少佐日中戦争陣
中日誌

小長井 鑑重／著 西田書店 2006.5 916/ｺｶ 2 一般開架

71 ヒロシ君と戦争  わが軍国少年の頃 小沢 浩／著 桂書房 1999.5 916/ｺﾋ 1 一般開架

72
捕虜になった「連合艦隊司令長官」  偽られた
海軍乙事件

後藤 基治／著 毎日ワンズ 2010.9 916/ｺﾓ 1 一般開架

73
学徒兵の航空決戦  日本の名機とともに生き
た青春

佐々木 晃／著 光人社 2006.1 916/ｻｱ 4 一般開架

74 戦争聞き歩き  生きてます 阪野 吉平／著 新風舎 2004.7 916/ｻｷ 1 一般開架

75 シベリア抑留生命(いのち)の足?き 坂口 喜代光／著 STEP 2010.3 916/ｻｷ 2 一般開架

76 零戦搭乗員空戦記 坂井 三郎／ほか著 光人社 2000.3 916/ｻｻ 3 一般開架

77 大空の決戦  零戦撃墜王青春記 坂井 三郎／著 光人社 2005.1 916/ｻｻ 5 一般開架

78 特攻基地知覧始末記 佐藤 早苗／著 光人社 2008.2 916/ｻｻ 6 一般開架

79 「白紙召集」で散る  軍属たちのガダルカナル戦記  笹 幸恵／著 新潮社 2010.7 916/ｻﾕ 1 一般開架

80 ソ満国境・15歳の夏 田原 和夫／著 築地書館 1998.8 916/ﾀｶ 1 一般開架

81
ビルマ戦の生き残りとして  経理学徒兵の戦
いと戦後の記録

田島 重雄／著 連合出版 2011.5 916/ﾀｼ 3 一般開架
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82
ソ連監獄日記  冤罪政治囚・日本人外交官の
獄中ノート

高橋 清四郎／著 彩流社 2006.1 916/ﾀｾ 2 一般開架

83 特攻基地の少年兵  海軍通信兵15歳の戦争  千坂 精一／著 光人社 2006.4 916/ﾁｾ 1 一般開架

84 日本領サイパン島の一万日 野村 進／著 岩波書店 2005.8 916/ﾉｽ 1 一般開架

85 重爆特攻さくら弾機  大刀洗飛行場の放火事件  林 えいだい／著 東方出版 2005.9 916/ﾊｴ 3 一般開架

86
わたしが十五歳のとき日本の国は戦争に敗
れた  ナガサキ被爆

畑島 喜久生／著 リトル・ガリヴァー社 2005.8 916/ﾊｷ 1 一般開架

87 ヒロシマ日記 蜂谷 道彦／著 法政大学出版局 2003.7 916/ﾊﾐ 2 一般開架

88 戦後六十年語り残す戦争体験  私たちの遺書 日野原 重明／監修 講談社 2005.7 916/ﾋｼ 1 一般開架

89
戦いいまだ終わらず  終戦を知らずに戦い続
けた三十四人の兵士たちの物語

久山 忍／著 産経新聞出版 2009.1 916/ﾋｼ 2 一般開架

90 戦艦大和最後の証言 久山 忍／著 産経新聞出版 2010.7 916/ﾋｼ 3 一般開架

91 真実のインパール  印度ビルマ作戦従軍記 平久保 正男／著 光人社 2006.7 916/ﾋﾏ 1 一般開架

92 人間爆弾と呼ばれて  証言・桜花特攻 文藝春秋／編 文藝春秋 2005.3 916/ﾌｼ 1 一般開架

93 昭和の遺書  南の戦場から 辺見 じゅん／編著 文芸春秋 2000.6 916/ﾍｼ 2 一般開架

94 竹林はるか遠く    [正]
ヨーコ・カワシマ・ワト
キンズ／著&監訳 ハート出版 2013.7 916/ﾜﾖ 1 一般開架

　　＜千葉県にとっての戦争＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

95
学校が兵舎になったとき  千葉からみた戦争
一九三一ー四五

千葉県歴史教育者協
議会／編集 青木書店 1996.7 C207/1 郷土開架

96 飢餓との闘い  買い出し体験の記録
創価学会青年部反戦
出版委員会／編 第三文明社 1978 C207/3 郷土開架

97
証言 千葉県戦後史  地方占領と開発・成長
1945ー

湯浅 博／著 崙書房 1983.6 C207/4 郷土開架

98 千葉県の戦争遺跡をあるく  戦跡ガイド&マップ  
千葉県歴史教育者協
議会／編 国書刊行会 2004.8 C207/5 郷土開架

99 本土決戦戦跡ガイド  写真で見る戦争の真実  Part1 小西 誠／著 社会批評社 2012.1 C207/8/1 郷土開架

100 千葉市空襲の記録
千葉市空襲を記録す
る会／編集

千葉市空襲を記録す
る会 1980 C207/G01- 1 郷土開架

101 戦争遺跡  南房総に戦争の傷跡をみる。
南房総文化財・戦跡
保存活用フォーラム [2004] C211/A00- 3 郷土開架

102
千葉空襲写真誌  忘れない-「戦争の悲惨さ」
「平和の尊さ」  [2004]

千葉市市民局市民部
市民総務課／編集

千葉市市民局市民部
市民総務課 2004.6 C231/G01- 11/4 郷土開架

103 撃たなかったアメリカ兵 飯島 重雄／著 広葉会 1994.9 C289/ｲｼ 1 郷土開架

104 東京湾要塞歴史 毛塚 五郎／編著 [毛塚五郎] 1980 C391/1 郷土開架

105 佐倉連隊にみる戦争の時代  特別企画 人間文化研究機構国立歴史民
俗博物館／編集

人間文化研究機構国立歴史民
俗博物館 2006.7 C396/1 郷土開架

106
戦火の日記  日露戦争(一九〇四年ー一九〇
五年十月終結) 石渡榮蔵氏の石碑、手帳に
魅せられ解読に一念奮起

石渡榮蔵／[原著] 豊田秀子 2007.1 C956/ｲｴ 1 郷土開架

107 母たちの戦場 創価学会婦人平和委員会／編 第三文明社 1983.7 C96/1 郷土開架

108 平和への思い 千葉県退職女性教職員の会(房
総の会)八匝支部 2006.5 C96/10 郷土開架
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109
あなたは戦争を知っていますか  記憶を風化
させないために

千葉県高等学校教職員組合 2001.8 C96/11 郷土開架

110
伝えたいこと  記憶を刻み二度と悲惨な戦争
を繰り返さないために

和泉書房 2010.1 C96/12 郷土開架

111 銚子空襲  市民の記録
銚子市役所企画調整部
市史編さん室／編集 銚子市役所 1974 C96/13 郷土開架

112 忘れな草  語り継ごう戦争体験
千葉県退職婦人教職
員の会夷隅支部 2002.6 C96/2 郷土開架

113 戦争体験記  戦争の悲惨さと平和の尊さを語る  
秘書広報課広報広聴
係／編集 大網白里町 2003.3 C96/3 郷土開架

114
市民が語る平和へのねがい  旭における戦災
と戦時生活

市民が語る平和へのねがい編集
委員会／編集 旭市 1997 C96/4/ 郷土開架

115
時代を超えて  語り継ぐ平和の祈り・戦争体験
記録集

総務課／編集 八日市場市 2000.3 C96/5 郷土開架

116 語り部がつづる郷土の戦時物語 語り部がつづる郷土の戦時物語
編纂委員会／編 [千葉日報社] 2000.2 C96/6 郷土開架

117
あなたに送る平和へのメッセージ  戦後60年
記念誌

千葉県健康福祉部健康
福祉指導課／編集

千葉県健康福祉部健康
福祉指導課 2006.3 C96/7 郷土開架

118 いのち  戦争の語りべ達から 千葉県退職女性教職員の会(房
総の会)旭支部 2007.6 C96/8 郷土開架

119 漫画戦争体験記/第１話　私の戦時体験 堤 輝彦／編集 神崎町教育委員会 2008-2010 C96/9 郷土開架

120 ビルマ戦線従軍物語 石毛 比呂志／著 千葉交友倶楽部 2006.1 C96/ｲﾋ 1 郷土開架

121 日記  東京大空襲被災からの一年 福田 元二／著 福田誠 1995 C96/ﾌﾓ 1 郷土開架

122 レイテの星よとわに  陸軍少佐渡辺竹司の青春  渡辺光治／著 渡辺光治 1995.2 C96/ﾜﾐ 1 郷土開架

　　＜ものがたり＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

123 雲の墓標 阿川 弘之／著 新潮社 1981 9136/A19 書庫ＣＬ

124 夏の花 原 民喜／著 晶文社 1981 9136/H31 書庫ＣＬ

125 黒い雨 井伏 鱒二／著 新潮社 1987 9136/I12 書庫ＣＬ

126 アメリカひじき 火垂るの墓 野坂 昭如／[著] 文芸春秋 1977 9136/N97 書庫ＣＬ

127 野火 大岡 昇平／著 新潮社 1987 9136/O36 書庫ＣＬ

128 終りに見た街 山田 太一／著 中央公論社 1981.11 9136/Y19 書庫ＣＬ

129 シェエラザード    上 浅田 次郎／著 講談社 1999.12 9136/ｱｼ 25 一般書庫

130 シェエラザード    下 浅田 次郎／著 講談社 1999.12 9136/ｱｼ 25 一般書庫

131
満州「被差別部落」移民  あの南天の木はま
だあるか

麻野 涼／著 彩流社 2007.12 9136/ｱﾘ 31 一般開架

132 雷撃深度一九・五 池上 司／著 新潮社 1996.7 9136/ｲﾂ 1 一般書庫

133 僕たちの戦争 荻原 浩／著 双葉社 2004.8 9136/ｵﾋ 24 一般書庫

134 小説東京大空襲    第1巻 早乙女 勝元／著 草の根出版会 2005.7 9136/ｻｶ 22 一般書庫

135 小説東京大空襲    第2巻 早乙女 勝元／著 草の根出版会 2005.7 9136/ｻｶ 22 一般書庫

136 小説東京大空襲    第3巻 早乙女 勝元／著 草の根出版会 2005.7 9136/ｻｶ 22 一般書庫
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

137 指揮官たちの特攻  幸福は花びらのごとく 城山 三郎／著 新潮社 2001.8 9136/ｼｻ 10 一般書庫

138 八月の青い蝶 周防 柳／著 集英社 2014.2 9136/ｽﾔ 4 一般開架

139 少年H    上巻 妹尾 河童／著 講談社 1997.1 9136/ｾｶ 1 一般書庫

140 少年H    下巻 妹尾 河童／著 講談社 1997.1 9136/ｾｶ 1 一般書庫

141 沖縄軽便鉄道は死せず 辻 真先／著 徳間書店 2005.9 9136/ﾂﾏ 2 一般開架

142 泥の蝶  インパール戦線死の断章 津本 陽／著 幻冬舎 2010.6 9136/ﾂﾖ 52/2 一般開架

143 軍艦武藏    上巻 手塚 正己／著 太田出版 2003.4 9136/ﾃﾏ 2 一般開架

144 軍艦武藏    下巻 手塚 正己／著 太田出版 2003.4 9136/ﾃﾏ 2 一般開架

145 『軍艦武蔵』取材記  海軍を生きた男たち 手塚 正己／著 太田出版 2004.1 9136/ﾃﾏ 3 一般開架

146 赤い月    上 なかにし 礼／著 新潮社 2001.5 9136/ﾅﾚ 3 一般書庫

147 赤い月    下 なかにし 礼／著 新潮社 2001.5 9136/ﾅﾚ 3 一般書庫

148 「戦艦大和」日記    第1巻 早坂 暁／著 勉誠出版 2006.2 9136/ﾊｱ 5 一般開架

149 「戦艦大和」日記    第2巻 早坂 暁／著 勉誠出版 2006.2 9136/ﾊｱ 5 一般開架

150 「戦艦大和」日記    第3巻 早坂 暁／著 勉誠出版 2006.4 9136/ﾊｱ 5 一般開架

151 「戦艦大和」日記    第4巻 早坂 暁／著 勉誠出版 2006.4 9136/ﾊｱ 5 一般開架

152 「戦艦大和」日記    第5巻 早坂 暁／著 勉誠出版 2007.11 9136/ﾊｱ 5/2 一般開架

153 蠅の帝国  軍医たちの黙示録 帚木 蓬生／著 新潮社 2011.7 9136/ﾊﾎ15 一般開架

154 蛍の航跡  軍医たちの黙示録 帚木 蓬生／著 新潮社 2011.11 9136/ﾊﾎ16 一般開架

155 永遠の0 百田 尚樹／著 太田出版 2006.8 9136/ﾋﾅ 3 一般開架

156 終戦のローレライ    上 福井 晴敏／著 講談社 2002.12 9136/ﾌﾊ 4/1 一般書庫

157 終戦のローレライ    下 福井 晴敏／著 講談社 2002.12 9136/ﾌﾊ 4/2 一般書庫

158 月下上海 山口 恵以子／著 文藝春秋 2013.6 9136/ﾔｴ 12 一般開架

159 トーキョー・プリズン 柳 広司／著 角川書店 2006.3 9136/ﾔｺ 10 一般開架

160 ジョーカー・ゲーム 柳 広司／著 角川書店 2008.8 9136/ﾔｺ 14 一般開架

161 ダブル・ジョーカー 柳 広司／著 角川書店 2009.8 9136/ﾔｺ 15 一般開架

162 パラダイス・ロスト 柳 広司／著 角川書店 2012.3 9136/ﾔｺ 17 一般開架

163 山崎豊子全集  12  不毛地帯１ 山崎 豊子／著 新潮社 2004.12 9136/ﾔﾄ 11/12 一般書庫

164 山崎豊子全集  13  不毛地帯２ 山崎 豊子／著 新潮社 2005.1 9136/ﾔﾄ 11/13 一般書庫

165 山崎豊子全集  14  不毛地帯３ 山崎 豊子／著 新潮社 2005.2 9136/ﾔﾄ 11/14 一般書庫

166 山崎豊子全集  15  不毛地帯４ 山崎 豊子／著 新潮社 2005.3 9136/ﾔﾄ 11/15 一般書庫

167 山崎豊子全集  16  二つの祖国１ 山崎 豊子／著 新潮社 2005.4 9136/ﾔﾄ 11/16 一般書庫

168 山崎豊子全集  17  二つの祖国２ 山崎 豊子／著 新潮社 2005.5 9136/ﾔﾄ 11/17 一般書庫

169 山崎豊子全集  18  二つの祖国３ 山崎 豊子／著 新潮社 2005.6 9136/ﾔﾄ 11/18 一般書庫

170 山崎豊子全集  19  大地の子１ 山崎 豊子／著 新潮社 2005.7 9136/ﾔﾄ 11/19 一般書庫

171 山崎豊子全集  20  大地の子２ 山崎 豊子／著 新潮社 2005.8 9136/ﾔﾄ 11/20 一般書庫

172 山崎豊子全集  第2期4  約束の海 山崎 豊子／著 新潮社 2014.12 9136/ﾔﾄ 11 一般開架

173 出口のない海 横山 秀夫／著 講談社 2004.8 9136/ﾖﾋ 14 一般開架
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　　＜映像でみる戦争＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

174 昭和の暮らし  戦中・戦後  第1巻 日本映画新社 〔2000.10〕 VT210/2/1 別置ＡＶ

175 昭和の暮らし  戦中・戦後  第2巻 日本映画新社 〔2000.10〕 VT210/2/2 別置ＡＶ

176 昭和の暮らし  戦中・戦後  第3巻 日本映画新社 〔2000.10〕 VT210/2/3 別置ＡＶ

177 昭和の暮らし  戦中・戦後  第4巻 日本映画新社 〔2000.10〕 VT210/2/4 別置ＡＶ

178 東京裁判    前編 小林 正樹／監督 キングレコード 1983製作 VT329/1/1 別置ＡＶ

179 東京裁判    後編 小林 正樹／監督 キングレコード 1983製作 VT329/1/2 別置ＡＶ

180 ヒロシマナガサキ  核戦争のもたらすもの 岩波映画 〔19‐‐〕 VT498/1 別置ＡＶ

181 私は貝になりたい  シネスコ版 橋本 忍／原作,監督 東宝 1959作品 VT778/120 別置ＡＶ

182 戦争と青春  ビスタサイズ 今井 正／監督 にっかつ 〔19‐‐〕 VT778/136 別置ＡＶ

183 長崎の鐘 大庭 秀雄／監督 松竹 1950 VT778/157 別置ＡＶ

184 人間の条件  ビスタサイズ  第1部 小林 正樹／監督 松竹株式会社ビデオ事業部 c1959 VT778/176/1 別置ＡＶ

185 人間の条件  ビスタサイズ  第2部 小林 正樹／監督 松竹株式会社ビデオ事業部 c1959 VT778/176/2 別置ＡＶ

186 人間の条件  ビスタサイズ  第4部 小林 正樹／監督 松竹株式会社ビデオ事業部 c1959 VT778/176/4 別置ＡＶ

187 人間の条件  ビスタサイズ  第5部 小林 正樹／監督 松竹株式会社ビデオ事業部 c1961 VT778/176/5 別置ＡＶ

188 人間の条件  ビスタサイズ  第6部 小林 正樹／監督 松竹株式会社ビデオ事業部 c1961 VT778/176/6 別置ＡＶ

189 拝啓天皇陛下様 野村 芳太郎／監督 松竹株式会社ビデオ事業部 c1963 VT778/186 別置ＡＶ

190 二十四の瞳 木下 恵介／脚本,監督 松竹 〔1991.3〕 VT778/194 別置ＡＶ

191 きけ、わだつみの声  Last friend 出目 昌伸／監督 東映 1995.12 VT778/216 別置ＡＶ

192 野火  シネスコ 市川 崑／監督 大映株式会社映像事業部 〔19‐‐〕 VT778/241 別置ＡＶ

193 不毛地帯    1 山本 薩夫／監督 東宝 〔19‐‐〕 VT778/243/1 別置ＡＶ

194 不毛地帯    2 山本 薩夫／監督 東宝 〔19‐‐〕 VT778/243/2 別置ＡＶ

195 サウンド・オブ・ミュージック  Wide screen  前編 ロバート・ワイズ／製作,監督
20世紀フォックスホームエンター
テイメントジャパン c1995 VT778/271/1 別置ＡＶ

196 サウンド・オブ・ミュージック  Wide screen  後編 ロバート・ワイズ／製作,監督
20世紀フォックスホームエンター
テイメントジャパン c1995 VT778/271/2 別置ＡＶ

＜映像でみる戦争で＞紹介されている作品は、視聴覚資料（ビデオテープ・
DVD）です。東部図書館館内のAVブースでご覧いただけます。
　カウンターで利用の申し込みを承りますので、ご気軽にご利用ください。
また、視聴覚資料の館外への貸出しは、行っておりませんのでご注意ください。
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197 大地の子    1(第1部) 山崎 豊子／原作 NHKソフトウェア(発行) 1996.5 VT778/306/1 別置ＡＶ

198 大地の子    2(第2部・第3部) 山崎 豊子／原作 NHKソフトウェア(発行) 1996.5 VT778/306/2 別置ＡＶ

199 大地の子    3(第4部・第5部) 山崎 豊子／原作 NHKソフトウェア(発行) 1996.5 VT778/306/3 別置ＡＶ

200 大地の子    4(第6部・第7部) 山崎 豊子／原作 NHKソフトウェア(発行) 1996.5 VT778/306/4 別置ＡＶ

201 大地の子    5(第8部・第9部) 山崎 豊子／原作 NHKソフトウェア(発行) 1996.5 VT778/306/5 別置ＡＶ

202 大地の子    6(第10部・第11部) 山崎 豊子／原作 NHKソフトウェア(発行) 1996.5 VT778/306/6 別置ＡＶ

203 ビルマの竪琴 市川 崑／監督 ポニー 1985 VT778/39 別置ＡＶ

204 宋家の三姉妹  シネマスコープ メイベル・チャン／監督 ポニーキャニオン 2001.2 VT778/431 別置ＡＶ

205 ひめゆりの塔 今井 正／監督 東宝 1982 VT778/67 別置ＡＶ

206 1945原爆と中国新聞  創刊120周年記念番組 中国新聞社(制作) [2012] VD070/1 別置ＡＶ

207 ヒロシマナガサキ スティーヴン・オカザキ／製作,監督,編集 トランスビュー 〔2008.4〕 VD319/2 別置ＡＶ

208 紅いコーリャン 張 芸謀／監督 IMAGICA 〔2004.2〕 VD778/104 別置ＡＶ

209
命のビザ  六千人のユダヤ人を救った日本領
事の決断

大山 勝美／演出 カズモ 〔2010.5〕 VD778/151 別置ＡＶ

210 父と暮せば 黒木 和雄／監督 バンダイビジュアル [2009.7] VD778/165 別置ＡＶ

211 戦場にかける橋 デビッド・リーン／監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 〔2002.8〕 VD778/84 別置ＡＶ
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