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寄贈資料目録 

 
本目録には、2014年7月31日から2015年

7月31日までに本研究会に寄贈いただい

た資料のうち、主要なものについて掲載

しました。他にも貸与していただいた資

料や写真、ハガキ、書簡も多くあります

が、紙幅の関係上ここでは省略します。

本研究会では皆様からいただいた資料を

より多くの方々が利用しやすいように整

理・保管し、順次公開していく予定です。 

本研究会に貴重な資料を寄贈・貸与して

いただいた方々には、この場をお借りし

て厚く御礼を申し上げます。また、今後

も継続して資料の収集を行っていく所存

ですので、御理解・御協力の程よろしく

お願い申し上げます。 

 
青田かほる氏 

・青田和子「わたしの満州」（電子原稿）、

刊行年不明 

 

天野博之氏 

・満鉄会『満鉄会会報』第 243、245－248

号 

・財団法人満鉄会『満鉄・（財）満鉄会の

記録』（DVD）、2009年 

・満鉄会『昭和二十年満鉄カレンダー絵

葉書』2012 年 

 

 

安藤たえ子氏 

・富士見村拓友会編『富士見分村満州開

拓誌』富士見村拓友会、1954 年 

・元張家屯信濃村『張家屯』元張家屯信

濃村開拓団、1978年 

 

飯田市歴史研究所 

・飯田市歴史研究所編『満州移民 飯田

下伊那からのメッセージ（改訂版）』現

代史料出版、2009年  

・飯田市歴史研究所『翻刻 宮下功『満

洲紀行』（稿）』第 1 巻、飯田市歴史研

究所、2012 年 



108                                    満洲の記憶 第 2 号 

・飯田市歴史研究所『翻刻 宮下功『満

洲紀行』（稿）』第 2 巻、飯田市歴史研

究所、2014 年 

・飯田市歴史研究所『記憶と経験を語り

継ぐこと――地域遺産としての「口述

資料」』飯田歴史研究所、2014年 

 

池田昌之氏 

・池田昌之『満洲・安東 戦後物語』文

藝書房、2009年 

 

石崎清之氏 

・石崎操、安子、清之『（石崎家の引揚げ

記録）』（日記）、刊行年不明 

 

市川恭氏 

・市川恭「見渡す海の彼方には…」『21

世紀へ 200 人の自分史――昭和 20 年 8

月 15日前後の青春』新聞編集センター、

2000年 

 

一柳淳子氏 

・一柳淳子『帰れざる川』平河出版社、

1991年 

 

猪股直子氏 

・種田末『子供たちに語る満州の思い出』

私家版、刊行年不明 

 

猪伏昌三氏 

・猪伏昌三『猪伏昌三戦争体験 平和の

空よ永遠に――東満の地に果てた幾万

同胞と現地の人々に捧ぐ』私家版、2014

年 

 

岩森富美子氏 

・遼陽商（工）業学校同窓会「白塔会」

『白塔（遼商創立 50周年記念誌）』第 4

号 

 

上野京氏 

・河田宏『満洲建国大学物語――時代を

引き受けようとした若者たち』原書房、

2002年 

・上野京「旧満州から 10才で帰国した私

の日中友好歴」（原稿）、刊行年不明 

・建国大学同窓会『建国大学同窓会会報』

第 90号 

 

内村重義氏 

・内村重義『おきな草は黙して』文芸社、

2003年 

 

浦田發夫氏 

・奥村芳太郎『＜写真集＞在外邦人引揚

の記録』毎日新聞社、1970年 

・浜野健三郎『あゝ満洲』秋元書房、1971

年 

・浦田能布『死線を越えて』私家版、刊

行年不明 

 

鵜川敬史氏 

・鵜川敬史『ソウタロー』私家版、刊行

年不明 
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遠藤尊子氏 

・石川とみ「（石川とみ回想録）」（自筆原

稿）、刊行年不明 

 

大島満吉氏 

・大櫛戊辰『炎昼――私説葛根廟事件』

文芸社、2014年 

 

笠井美津子氏 

・小平・ききがきの会『そのとき小平で

は』第 3－10 集、1998－2000、2002、

2006、2010、2013年 

 

勝山妍子氏 

・民主文学京築支部『京築戦争体験記録

集』第 1－4集、私家版、1994－1995年、

2008年、2013年 

・勝山妍子『夕映えのスンガリー』光陽

出版社、2006年 

・今井和也『中学生の満州敗戦日記』岩

波ジュニア新書、2008年 

 

加藤仁紀氏 

・加藤正司「感染経路より観たる満洲に

於ける「ペスト」の種経越年に関する

考察」『満洲公家保健協会雑誌』第 7巻

第 5号、1942年 

・元防疫所職員及家族『満洲吉林省の百

斯篤防疫を担当して』上下巻、私家版、

1977年 

 

 

 

金澤毅氏 

・大同学院同窓会『大同学院同窓会会報』

第 60－130、134、143号 

 

亀山兵吉氏 

・亀山兵吉『黄昏の太陽（薄れゆく満洲

の記憶）』私家版、刊行年不明 

 

北川實氏 

・新京地図「最新番地入新京市街地図」

三重洋行、1941 年 

 

木村真理子氏 

・木村真理子『子供の目が見た戦争』私

家版、刊行年不明 

 

倉田礼子氏 

・倉田要忠『旅路の涯』文芸社、2003年 

 

香水太一氏 

・香水太一「（香水太一氏回想録）」（自筆

原稿）、刊行年不明 

 

満州国軍五族之墓奉賛会 

・蘭星吉林会会員『回想――吉林』蘭星

吉林会、1982年 

・満洲国軍日系軍官四期生会『大陸の光

芒――満州国軍日系軍官四期生誌』満

洲国軍日系軍官四期生会、1983 年 

・釈迦戸叡『五族の墓建立略史』五族之

墓奉賛会、1985 年 

・靖安会『靖安史』靖安会、1990年 
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・満州国軍五族之墓奉賛会『建立 20 年記

念慰霊大祭 五族の墓 会報総集編(第

1号－第 18号)』満州国軍五族之墓奉賛

会、1995年 

 

酒井旭氏 

・酒井旭『満州で 14 歳の少年兵が辿った

幾山河』（電子原稿）、刊行年不明 

 

渋井喜四司氏 

・渋井喜四司『妹の手を携えて――四十

五日間、三千五百キロの旅』文芸社、

2008年 

 

鈴木昭治郎氏 

・建国大学同窓会建大資料委員会編『建

国大学資料目録』私家版、建国大学同

窓会、1999 年 

・藤森孝一、鈴木昭治郎『建国大学年表

要覧および建国大学教職員録』建国大

学同窓会、2007 年 

・建国大学同窓会『建国大学同窓会会報』

第 93号 

 

高田実彦氏 

・満洲太郎『小説 満州移民団』銀河書

房、1983年 

 

竹内義信氏 

・海拉爾国民学校十四回生編『朔北の学

友、今此処に』海拉爾国民学校 14回生

同期会、2013年 

 

竹下ヤエ氏 

・竹下ヤエ「（竹下ヤエ氏回想録）」（自筆

原稿）、刊行年不明 

 

玉川大学 

・佳木斯小学校記念碑設立発起人会編『佳

木斯小学校の碑――建立を記念して』

佳木斯小学校記念碑設立発起人会、

1982年 

・小野塚芳一『満州弥栄村引揚者が語り

継ぐ労苦体験』弥栄会、1999 年 

・大連大正小学校同窓会編『大連富士を

仰ぎ見て――みんなで創った大正小学

校沿革史』大連大正小学校同窓会、2000

年 

・東京鞍山会編『鞍山不滅のえにし』本

の泉社、2003年 

・南満洲工業高校『伏水会報』 

・ほか約 160冊 

 

丹羽幸三氏 

・窪田葉子『奈々の呟き』三陽メディア

株式会社、2015 年 

 

常見法氏 

・常見法『“満州”の赤い夕陽とともに』

私家版、2006年 

 

塚原常次氏 

・大平壮義及び哈達河会『麻山の夕日に

心あらば/朔北の開拓史』私家版、2014

年 
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・各開拓団の幹部『北満農民救済吉良奥』

私家版、2014年 

 

中川信幸氏 

・中川信幸「昭和初期 我が青春の回想

録」（原稿）、刊行年不明 

 

中澤俊子氏 

・尾崎庄太郎『徘徊――中国研究家の回

想』日中出版、1981 年 

・尾崎庄太郎『日中戦争の時代に生きた

中国研究家の回想――われ、一粒の麦

となりて』桐原書店、2007年 

 

中野正江氏 

・撫順永安尋常小学校『卒業記念（第十

四回 昭和九年）』（卒業アルバム）、

1934年 

・撫順高等女学校『第十五回卒業記念寫

眞』（卒業アルバム）、1939年 

 

中村道子氏 

・原田篤子「食べもの風物誌（満洲）」（自

筆原稿）、刊行年不明 

 

西川順芳氏 

・蘭星会『蘭星同徳』第 1－20号 

 

野々村哲夫氏 

・野々村哲夫『哲夫の「昭和放浪記」』私

家版、2010 年 

 

 

則武邦彦氏 

・大連静浦小学校校友会編『静浦――大

連静浦小学校校友会終幕記念誌』大連

静浦小学校校友会、2014年 

 

馬場弘明氏 

・馬場弘明「引き揚げの記“尋ね人”」（電

子原稿）、刊行年不明 

 

林隆治氏 

・本多正『現代に伝えたい私の「満洲」』

志學社、2014年 

 

林田尚氏 

・林田尚『さらば！「王道楽土」』私家版、

2007年 

 

福沢見紀和氏 

・福沢嘉章『関東大震災』近代文藝社、

1986年 

・福沢見紀和「（福沢見紀和氏回想録）」

（原稿）、刊行年不明 

 

藤村妙子氏 

・東京の満蒙開拓団を知る会『東京満蒙

開拓団』ゆまに書房、2012年 

 

二重作桜氏 

・二重作桜『ハルピンで過ごした 8 年』

私家版、2012年 
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本間英臣氏 

・本間英臣「父の引揚げ記」（原稿）、刊

行年不明 

松島正治氏 

・渡辺由蔵『異国の空』ジャスト出版、

1978年

・松島正治『ノンフィクション――第二

次大戦脱走兵極楽蜻蛉』私家版、1995

年 

・松島正治『ノンフィクショ――第二次

世界大戦および戦前戦後回顧録』私家

版、1998年 

・松島正治『ノンフィクション――大東

亜戦争および戦前戦後回顧録』私家版、

2002年 

 

松村幸子氏 

・松村幸子「満州の記憶」（原稿）、刊行

年不明 

 

宮武正弘氏 

・宮武正弘「旧関東州で生まれて」津森

明、西岡幹夫編『昭和わたしの証言Ⅲ』

美巧社、2013年 

・津森明、西岡幹夫『昭和わたしの証言

Ⅳ』美巧社、2013年 

 

未里周平氏 

・未里周平『再び満州に翻った青天白日

旗――「国民党在東北」ver.1』私家版、

2014年 

 

宮河清氏 

・宮河清「安東引き揚げの記」（原稿）、

刊行年不明 

・麻生君江「おもいでぐさ」（原稿）、刊

行年不明 

 

森下達也氏 

・森下達也『まぼろしのように』伊勢新

聞社、2011 年 

 

安井紀子氏 

・安井紀子『今があるのは』私家版、2014

年 

 

山本直哉氏 

・「松花江を越えて――満洲引き揚げの記

録」『長野市民新聞』、2015年 1月 15日 

 

和田伊助氏 

・わだいすけ『＜昭和の秘録＞ああ満蒙

開拓青少年義勇軍 「少年虐待」その

ものだった。』丸和企画、2013年 

（文責：尹国花） 

 

 
 
 
 
 




