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大連神社記念資料館所蔵文献目録 

 
「満洲の記憶」研究会編集委員会編 

 

凡例 

 
本目録は、大連神社に併設された大連

神社記念資料館の所蔵史資料の書誌情報

を収録したものである。本号掲載の「大

連神社調査記」でも述べたとおり、2013

年 12月 5日～7日にかけて「満洲の記憶」

研究会の大野絢也、菅野智博、佐藤仁史、

湯川真樹江、林志宏によって、所蔵史資

料調査・整理、書誌情報の撮影を行った。

その後、飯倉江里衣、大野絢也、菅野智

博、馬海龍、湯川真樹江によって目録化

を行った。今回はそのなかの文献史資料

を中心に公開するものである。なお、書

簡、写真、音声映像テープ・会旗などの

「モノ資料」については、今後目録化の

検討を進めたい。 

 大連神社記念資料館の史資料は資料館

室内の 2 箇所に分かれて保管されている。

これは、①室内の北西側にある展示用ガ

ラスケース内の棚（以下、展示棚と略称）

と、②室内南西側に設置された引出し

棚（以下、資料棚と称す）であり、①は

書籍・回想録など、②は同窓会関係の会

報・冊子などを中心に保管している（室

内の位置関係は大連神社記念資料館概略

図を参照）。 

史資料形態の分類項目は、書籍・会報・

冊子・名簿・地図の 5項目とした。表題、

著者・編者、出版・発行、出版年の各項

目は、文献内に記載されているものをそ

のまま掲載している。 

 各史資料の掲載は展示棚、資料棚とも

に出版年の時系列順としている。なお、

重複するものについては省略する。 

 

(文責：大野絢也) 

 

大連神社記念資料館展示風景 

撮影日：2013 年 10 月 25 日 

撮影者：大野絢也 
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目録 

 

展示棚（ガラスケース） 

形態 表題 著者・編者 出版・発行 出版年 

書籍 屍山血河 コステン

コ（樋口石城

訳） 

海文社 1912 

書籍 満洲土産―写真帖 守屋秀也 満洲日日新聞社 1913 

書籍 満鮮の行楽 田山録彌 大阪屋號書店 1924 

書籍 満洲写真帖 大西守一 東京堂 1925 

書籍 草に祈る 櫻井忠慍 朝日新聞社 1927 

書籍 旅順戦蹟秘話―附・営口の思ひ出 上田恭輔 大阪屋號書店 1928 

書籍 現代日本文学全集―第四十九編―戦

争文学集 

櫻井忠慍、水

野廣德 

改造社版 1929 

書籍 新満洲写真帖 山崎均一郎 文英堂書店 1929 

書籍 佐渡丸遭難記念誌 貝瀬謹吾 貝瀬謹吾 1929 

書籍 日本地理大系―別巻満洲及南洋篇 山本三生 改造社 1930 

書籍 二〇三高地占領実戦記 田村友三郎 教育研究会 1931 

書籍 満洲建国十周年記念版―満洲帝国分

省地図並地名総攬 

佐々木恭一 国際地学協会 1932 

書籍 漫遊綺談―満洲は微笑む 眞鍋儀十 中和書院 1932 

書籍 昭和八年関東庁要覧   関東長官官房調査課 1933 

書籍 集成概観満洲国地誌 長谷川興三

治 

東京修文館、大阪修

文館 

1933 

書籍 第一回・第二回、旅順閉塞隊秘話 栗田富太郎 東京水交社 1933 

書籍 第三回・旅順閉塞隊秘話 匝瑳胤次 東京水交社 1934 

書籍 参戦二十将星 回顧卅年 日露大戦を

語る 

  東京日日新聞社、大

阪毎日新聞社 

1935 

書籍 満洲読本―昭和五年版   財団法人東亜経済調

査局 

1935 

書籍 記念写真帖 竹村二郎 満鉄学務課図書館係 1937 
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書籍 南満洲鉄道株式会社三十年略史 松本豊三 南満州鉄道株式会社 1937 

書籍 星・海・花 喜田龍治郎 満洲教科用図書配給

所 

1939 

書籍 旅順の戦蹟 筒井磯雄 山縣文英堂 1939 

書籍 旅順戦抄 池田信治 財団法人関東州戦蹟

保存会 

1940 

書籍 舞楽 水野久直 大連神社社務所 1940 

書籍 二十歳のエチュード 原口統三 角川文庫 1952 

書籍 満州の終焉 高碕達之介 実業之日本社 1953 

書籍 侍従とパイプ 入江相政 毎日新聞社 1957 

書籍 流轉の王妃―満洲宮廷の悲劇 愛新覚羅浩 文芸春秋新社 1959 

書籍 天皇さまの還暦 入江相政 朝日新聞社 1962 

書籍 自侍 澄田助三郎 斉藤印刷株式会社 1963 

書籍 満州開発四十年史（上・下巻） 満史会 満州開発四十年史刊

行会 

1964 

書籍 満州開発四十年史（補巻） 満史会 満州開発四十年史刊

行会 

1965 

書籍 関東軍 島田俊彦 中央公論社 1965 

書籍 明治天皇御尊像奉遷記 水野久直 赤間神宮社務所 1966 

書籍 関東軍始末記 楳本捨三 原書房 1967 

書籍 その日、関東軍は―元関東軍参謀作

戦班長の証言 

草地貞吾 宮川書房 1967 

書籍 秘録―北満永久要塞関東軍の 期 岡崎哲夫 秋田書店 1967 

書籍 関東軍壊滅す―ソ連極東軍の戦略秘

録― 

マリノフス

キー（石黒寛

訳） 

徳間書店 1968 

書籍 魂は消えじ―恩師頭山満先生の面影

― 

水野久直 赤間神宮 1969 

書籍 再見・大連 松下満連子 謙光社 1969 

書籍 満洲の風景 石田吟松 木耳社 1969 

書籍 間諜Ｘ二十八号 福村富吉 岩田印刷所 1969 

書籍 満洲国軍 満洲国軍刊 蘭星会 1970 
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行委員会 

書籍 再見大連―さよなら大連 松下満連子 謙光社 1970 

書籍 アカシヤの大連 清岡貞行 講談社 1970 

書籍 ふるさと大連 木村遼次 謙光社 1970 

書籍 殉国の教育者―三島精神の先駆― 浅野晃 日本教文社 1971 

書籍 満洲慕情―全満洲写真集 満史会 謙光社 1971 

書籍 大連物語 木村遼次 謙光社 1972 

書籍 バルチック艦隊の壊滅 ノビコフ・プ

リボイ（上脇

進訳） 

原書房 1972 

書籍 旅順口 ステパーノ

フ（袋一平・

正訳） 

新時代社 1973 

書籍 “柳緑花紅”―大連一中創立―第五

十五周年記念誌 

 大連一中校友会 1973 

書籍 満洲小学唱歌集 南満洲教科

書編輯部 

謙光社 1973 

書籍 満州一九四五年 玉井秀夫  新人物往来社 1973 

書籍 満鉄 後の総裁―山崎元幹   財団法人満鉄会 1973 

書籍 ソ連占領下の大連 高森ミツノ 大東塾出版部 1974 

書籍 回想の旅順・大連―資料写真集 寺村謙一 大連市史刊行会 1974 

書籍 旅順・松山の歌 レンガー

ト（才神時雄

訳） 

新時代社 1974 

書籍 写真集―満蒙開拓青少年義勇軍 全国拓友協

議会 

家の光協会 1975 

書籍 写真集 「満洲」遠い日の思い出 一色達夫、宇

野木敏 

ベストセラーズ 1975 

書籍 海の瞳―原口統三を求めて 清水卓行 文春文庫 1975 

書籍 馬賊戦記（上・下） 朽木寛三 番町書房 1975 

書籍 満鉄特急あじあ号 市原善積 原書房 1976 

書籍 おとうさんの絵本―大連のうた  川崎忠昭 すばる書房 1978 
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書籍 赤間神宮 水野久直 赤間神宮社務所 1978 

書籍 日本植民地史 2―満州日露戦争から

建国・滅亡まで 

松井孝也 毎日新聞社 1978 

書籍 不良少女とよばれて 原笙子 筑摩書房 1978 

書籍 われらの福田老 福田熊治郎 大和染料社族会 1979 

書籍 はちきん―堀川晶仙自伝― 堀川晶仙 八坂書房 1979 

書籍 写真集―さらば大連・旅順 北小路健 国書刊行会 1979 

書籍 望郷―遙かなる母校―   岡山県あかしや会事

務局 

1979 

書籍 満洲の思い出集 齊藤善夫 正隆同人会 1979 

書籍 槿花一朝の夢(一満鉄社員の手記) 

中国の鉄道の現状 

植村静栄 植村静栄刊行後援会 1979 

書籍 満鉄王国―興亡の四十年 江上照彦 サンケイ出版 1980 

書籍 昭和四・五会の憶い出 蒔田広良 南満工専昭四・五会 1980 

書籍 温石―大連の落日― 池内はじめ   1980 

書籍 日本植民地史 4―続満州 牧野喜久男 毎日新聞社 1980 

書籍 血風二百三高地 船坂弘 叢文社 1980 

書籍 飯田鐡太郎写真集―満州旅情一九三

八年夏 

森繁久彌 サンブライト出版 1981 

書籍 1981―大連 北小路健 国書刊行会 1981 

書籍 もうひとつの満洲 澤地久枝 文藝春秋 1982 

書籍 昔日の満洲 飯坂太郎 国書刊行会 1982 

書籍 満鉄留魂碑建立報告書   財団法人満鉄会 1982 

書籍 決定版写真集―望郷満洲 佐藤今朝夫 国書刊行会 1983 

書籍 日中交流の十字路―旧満州はいま 朝日新聞中

国・東北取材

班 

朝日新聞社 1983 

書籍 大連の遠き日日―青泥窪物語― 片岡三保子 北書房 1983 

書籍 大連小景集 清岡卓行 講談社 1983 

書籍 明治天皇御尊像奉遷記 水野久直 赤間神宮社務所 1983 

書籍 続―大連ふたたび （終戦後の大連・

苦斗の生活記録） 

吉岡勝一 正友会 1984 
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書籍 旅大同窓会歌集 旅順関係校 第 23 回福岡地区旅

大合同同窓会 

1984 

書籍 されど、わが「満洲」 文藝春秋 文藝春秋 1984 

書籍 それぞれの花 安富節子 日本随筆家協会 1984 

書籍 卡子―出口なき大地 遠藤誉 読売新聞社 1984 

書籍 実録大連回想―附満州引揚記 鈴木正次 河出書房新社 1985 

書籍 赤間神社―源平合戦図録 水野久直 赤間神宮社務所 1985 

書籍 満洲昨日今日 松本栄一 

香内三郎 

水上勉ほか 

新潮社 1985 

書籍 満州は知らない 吉田知子 新潮社 1985 

書籍 満州脱出 武田英克 中央公論社 1985 

会報 たいしょう（8,21,27 号）   大連大正小学校同窓

会 

1985,1999,2006 

書籍 旧満州幻の国の子どもたち―歴史を

生きる残留孤児 

菅原幸助 有斐閣 1986 

書籍 満鉄特急あじあ物語 林青梧 講談社 1986 

書籍 満洲慟哭 友清高志 講談社 1987 

書籍 満洲引揚・戦後自分史を語る 満拓会 あずさ書店 1987 

書籍 満州そして私の無言の旅 鈴木政子 立風書房 1987 

書籍 懐古詩歌帖   赤間神宮社務所 1987 

書籍 大連神社八十年史   大連神社八十年祭奉

賛会 

1987 

書籍 大連一九八七年・夏 PHP 研究所 PHP 研究所 1987 

書籍 大連空白の六百日 富永孝子 新評論 1987 

書籍 続・大連の遠き日日―ダルニイの終

焉― 

片岡三保子   1987 

書籍 李香蘭―私の半生 山口淑子、藤

原作弥 

新潮社 1987 

書籍 ぼくの大連 早川孜 新潮社 1988 

書籍 傑作小説集さらば大連 石沢英太郎 光文社 1988 

書籍 遺言なき自決―大連 後の日本人市 富永孝子 新評論 1988 
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長・別宮秀夫 

書籍 学校がなくなった日 草壁焰太 市井社 1988 

書籍 満洲幻想 長谷川傅次

郎 

東京経済 1988 

書籍 写真集旧満洲 池宮城晃 池宮商会 1988 

書籍 ノモンハン草原の日ソ戦（上・下） アルヴィ

ン・D・クッ

クス（岩崎俊

夫訳） 

朝日新聞社 1989 

書籍 満州メモリー・マップ 小宮清 筑摩書房 1990 

書籍 中国と東アジア（26,30-32 号）   社団法人国際善隣協

会・中国問題研究所 

1991 

書籍 大地の子（上・中・下） 山崎豊子 文藝春秋 1991 

書籍 漂泊の記 小口幽香 あざみ書房 1992 

書籍 大連ダンスホールの夜 松原一枝 荒地出版社 1994 

書籍 昔を今に 東影英郎 大連一中みどり

会（23 回生） 

1995 

書籍 文集 大連日僑学校   大連日僑学校同窓会

文集編集委員会 

1996 

書籍 図説満洲都市物語―ハルビン・大

連・瀋陽・長春 

西澤泰彦 河出書房新社 1996 

書籍 図説満州帝国 太平洋戦争

研究会 

河出書房新社 1996 

書籍 満洲チャーズの悲劇―飢餓地獄を生

き延びた家族の記録 

浜朝子・福

渡千代 

明石書店 1996 

書籍 南満洲の近代建築―東三省的近代建

築 

西田貴志   1996 

書籍 満州帝国の興亡 椎野八束 新人物往来社 1997 

書籍 美麗的大連   遼寧人民出版社 1997 

書籍 大連神社史―ある海外神社の社会史 新田光子 おうふう 1997 

書籍 満洲鉄道まぼろし旅行 川村湊 ネスコ、文藝春秋 1998 

書籍 図説大連都市物語  西澤泰彦 河出書房新社 1999 
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書籍 「調査と資料」植民地都市の社交ダ

ンス（資料集・92 号）  

永井良和 関西大学経済・政治

研究所 

1999 

冊子 神道文化（11 号）   財団法人神道文化会 1999 

書籍 大大連のいしずえ 甲斐正人 20 世紀大連会議  1999 

書籍 憶いは尽きず満州星の流れ 国松弘   1999 

書籍 図説日露戦争 平塚柾緒 河出書房新社 1999 

書籍 NOMONHAN Japan Against Russia, 

1939 

Alvin D. 

Coox 

Stanford 

University Press  

1999 

書籍 大連百年変わりゆく都市・再会の故

郷 

安藤徹 有限会社アンディ・

フォト・オフィス 

2000 

書籍 図説満鉄「満洲」の巨人 西澤泰彦 河出書房新社 2000 

書籍 佳雁―半世紀をこえて―追悼は万里

へはばたく 

池田精孝、五

味誠 

佳木斯医科大学同窓

会  

2001 

書籍 満州国の遺産―歪められた日本近代

史の精神 

黄文雄 光文社 2001 

書籍 満洲（現中国東北）附旅順戦蹟      

書籍 「満州国」見聞記リットン調査団同

行記 

ハインリッ

ヒ・シュネ

ー（金森誠也

訳） 

講談社 2002 

書籍 二〇〇一年（平成十三年）彌榮会友

好訪中追悼の旅 

  彌榮会 2002 

書籍 満州の遺産 倉本和子 文芸社 2003 

書籍 満州唱歌よ、もう一度  喜多由浩 産経新聞社 2003 

書籍 満州裏史―甘粕正彦と岸信介が背負

ったもの 

太田尚樹 講談社 2005 

書籍 夢の街・不思議の国―少年の日の大

連 

牧野彰夫 MBC２１ 2005 

書籍 昼下がりの大連 菊川有臣   2006 

書籍 幻の大連 松原一枝 新潮社 2008 

書籍 評伝川島芳子―男装のエトランゼ 寺尾沙穂 文藝春秋 2008 

書籍 水甕―ふくおか   水甕福岡支社 2008 
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書籍 大連小学校沿革史総覧 秦源治 20 世紀大連資料室 2012 

書籍 関東州の中等学校各校沿革史総覧 秦源治 20 世紀大連資料室 2012 

書籍 大連・ロマン（5）―租借 40 年の栄

光―附（大学・高専の部） 

青柳龍平 20 世紀大連資料室 2013 

書籍 敗戦 満州追想 岩見隆夫 原書房 2013 

書籍 飛躍的文化の都大連―十六勝十六枚

組 VIEW OF DAIREN  

     

書籍 開校十周年記念写真帖（昭和五年）   大連春日尋常小学校  

書籍 白牡丹      

書籍 八十七年の歩み 水野久直 赤間神宮  

 

資料棚 

形態 表題 著者・編者 出版・発行 出版年 

地図 関東州全図     1936 

冊子 弓の道     1937 

書籍 神明歌集 園山民平 大連神明高等女学校 1938 

冊子 創立 25 周年記念号   大連神明高等女学校 1939 

書籍 我等の郷土 白川今朝晴 在満日本教育会教科

書編集部 

1940 

冊子 SHINMEI（3）   大連神明高女近畿同

窓会 

1951 

冊子 消息録―第 29 回生   大連神明高等女学校

同窓会 

1953 

会報 満洲美会会報（2～28 号,特別号）   満洲美会 1954,1956,1959 

1964,1973,1974 

1979,1982,1985 

～2004 

冊子 大連神明高女創立 50 周年記念祝賀   大連神明高女同窓会

満洲美会 

1964 

冊子 大和撫子 創立五十周年記念誌   満洲美会 1964 

冊子 大連神明高女総会資料   大連神明高女満洲美

会 

1969,1980,1990 

～2004 
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書籍 われらが心のふるさと大連一中―

大連一中創立 50 周年記念誌 

 大連一中校友会 1970 

冊子 大連神明高女創立 60 周年記念祝賀   大連神明高女満洲美

会 

1974 

冊子 大連神社由来記―内地奉遷と造営 水野久直   1974 

冊子 はるかなる興城 陸軍看護婦生徒の

手記 

興城みどり

会編 

興城陸看生の会 1975 

会報 羽衣―大連羽衣高女 50 周年同窓会

記念特集号（13 号） 

  大連羽衣高等女学校

同窓会 

1977 

書籍 写真集―望郷満洲 北小路健 国書刊行会 1978 

冊子 祝官立大連神明高等女学校創立 65

周年記念（付・出席者名簿） 

  満洲美会関西支部 1979 

書籍 曠野に生きた若者たち 佐藤眞美 満鉄若葉会（満鉄育

成学校同窓会） 

1982 

冊子 大連神明高等女学校創立 70 周年記

念大会 

  満洲美会 1984 

冊子 大連神明高等女学校 創立 70 周年

記念誌 合歓の花 

楢原ゆたか 満洲美会 1984 

名簿 満洲美会名簿   大連神明高等女学校

同窓会 

1987,1994,2002 

冊子 大連霞会全国大会プログラム（第

11 回～第 18 回） 

  大連霞（第 8）小学

校同窓会 

1987,1989,1991 

1993,1995,1997 

1999,2001 

冊子 大連神明高等女学校創立 80 周年祝

賀会 

  満洲美会 1994 

冊子 大連神明高等女学校創立 80 周年記

念誌 平成 6年秋 

馬淵澄子 満洲美会 1994 

会報 大連会会報（35,41,61 号）   大連会 1995,1997,2007 

冊子 ひろば北九州（134 号）   北九州都市協会 1996 

会報 あかしや（34 号）   大連中学校第 8回同

窓会 

1996 

会報 槐花（3～4号） 津田武洋 北九州大連会 1996,1997 
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名簿 北九州大連会会員名簿   北九州大連会 1997 

冊子 第 36 回旅大合同同窓会総会案内     1997 

冊子 官幣大社『関東神宮』 佐藤益躬   1997 

冊子 PENNA PLAZZA（7 号）     1997 

地図 大連市霞町現況図 辻武治   1997 

名簿 大連南山麓小学校同窓会会員名簿

（9） 

  大連南山麓小学校同

窓会 

1997 

会報 南山たより   南山会 1997 

会報 大連春日小学校同窓会会報（47,48

号） 

  大連春日（第 5）小

学校同窓会 

1997 

会報 大中だより（15 号） 古川喜弘 大連中学校同窓会 1997 

会報 充丘会会報（49 号）   大連二中第 19 回同

窓会 

1997 

会報 大連日本商工クラブ会報（8号）   大連日本商工クラブ 1997 

会報 大連神社社報（34,55 号）   大連神社 1997,2007 

冊子 大連神明高等女学校創立 85 周年祝

賀会 

  満洲美会 1999 

書籍 想い出の紅葉ヶ丘   大連商業学校同窓会 1999 

書籍 満洲国の幻影―1931-1936（幻のユ

ダヤ人自治区計画） 

西井一夫 毎日新聞社 1999 

冊子 研究ノート②―海外神社について

の若干の試論 

水野昭長   1999 

地図 霞町―たうんまっぷ大連（3） 辻武治   1999 

地図 大正通一帯―たうんまっぷ大連（4） 辻武治   1999 

地図 大正通以西―たうんまっぷ大連（5） 辻武治   1999 

名簿 満鉄若葉会会員名簿   満鉄若葉会名簿作成

委員会 

1999 

名簿 大連霞小学校同窓会名簿 池田和幸   1999 

名簿 90 周年記念誌同窓会名簿（9）   大連常盤（第 3）小

学校同窓会 

2001 

名簿 2001 年同窓会名簿   大連商業学校同窓会 2001 

冊子 開校 70 周年記念大連霞小学校同窓   大連霞（第 8）小学 2002 
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会 校同窓会 

冊子 大連神明高等女学校創立 90 周年祝

賀会 

  満洲美会 2004 

冊子 大連神明高等女学校創立 90 周年記

念〔大和撫子〕 終号 平成 16 年 

  満洲美会 2004 

会報 旅大合同同窓会会報（7,8,18,19,20

終号） 

  旅大合同同窓会 2006～2008(7,8

号は出版年不

明) 

書籍 父と娘の満州―満鉄理事犬塚信太

郎の生涯 

小川薫 新風舎 2006 

書籍 財団法人―満鉄会六十年の歩み   満鉄会 2006 

冊子 大連神社の昔と今 水野淳正（講

師） 

  2006 

冊子 遥かなる常盤 岡田豊憙 大連常盤会 2006 

冊子 大正広場―九・中会の回想 有木秀次 大連大正小学校同窓

会九州・中国地域同

窓会 

2006 

冊子 第 20 回大連大正小学校九州・中国

地域同窓会 

  大連大正小学校同窓

会九州・中国地域同

窓会 

2006 

会報 The Great Connection（12,13,15

号） 

甲斐正人 20 世紀大連会議 2006,2007 

名簿 大連船梁社友会会員名簿     2007 

冊子 大連を予見した漱石 甲斐正人   2007 

冊子 大連商業と歩みし道     2007 

会報 満鉄若葉会会報（164 号） 岡田満夫 満鉄若葉会（満鉄育

成学校同窓会） 

2007 

会報 満鉄会報（224,225,228 号）   満鉄会 2007,2008 

会報 連機会会報（69,71 号）   大連機関区会 2007,2008 

冊子 大連連鎖商店街ものがたり 秦源治 20 世紀大連会議 2008 

冊子 夢満載の大連航路―あ・ら・か・る・

と 

秦源治 20 世紀大連会議 2008 
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冊子 夢満載の大連航路―あ・ら・か・ら・

と 

秦源治 20 世紀大連資料室 2008 

冊子 アカシアの記憶 大連神社全

国氏子崇敬

会 

読売新聞 2008 

冊子 第 47 回福岡旅大合同同窓会総会     2008 

冊子 満鉄特急『あじあ』 秦源治 20 世紀大連資料室 2009 

冊子 わが国―球界をリードした大連野

球界 

秦源治 20 世紀大連資料室 2009 

会報 大商（特集号） 香山磐根 大連商業学校同窓会 2010 

冊子 大連小学校沿革史―総覧 秦源治 20 世紀大連資料室 2012 

冊子 関東州の中等学校各校沿革史総覧 秦源治 20 世紀大連資料室 2012 

冊子 大連の公園―水師営物語 秦源治・谷

口正子 

20 世紀大連資料室 2013 

冊子 ふるさと大連の思い出～大連神社

水野宮司に聴く～ 

    2013 

冊子 租借 40 年の栄光―附(大学・高専の

部) 

青柳龍平 20 世紀大連資料室 2013 

書籍 海外神社跡地の景観変容―さまざ

まな現在―神奈川大学評論ブック

レット（37 号） 

中島三千男 御茶の水書房 2013 

冊子 神明歌集思い出の歌 石川方子 満洲美会  

冊子 占領下の大連―回想二編 （商業）村瀬

信雄 

   

冊子 少年の日の大連―感想文集 牧野彰夫    

冊子 遥かなる「旅順」への架け橋 川畑文憲 旅順児童教育後援会  

冊子 居住地探訪      

冊子 平成 17 年台風災害復旧の記録      

冊子 大連訪問記 水野直房    

冊子 大連神社の創建と内地奉変遷につ

いて 

水野昭長    

冊子 大連神社の沿革（概要） 水野昭長    
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冊子 大連神社新社殿御造営御寄進報告

書 

  大連神社事務局  

冊子 奉賛大連神社記念大祭（3）   20 世紀大連会議  

冊子 漁火ひとつ 秋野なほ子    
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