
アウタルキーと地政治学　シュトイエ／渡辺義晴　科学主義工業社

アギナルド将軍　山田美妙　育英書院

アジアに叫ぶ　土井晩翠　博文館

アジアの見識　小林元　龍吟社

アジア侵掠秘史　桑原三郎　清水書房

アジア宣戦　清水宣雄　世界創造社

アジア年鑑一九三五　日本国際問題調査会　河出書房

アジア文化　精神科学社　目黒書店

アジア文化の基調　高楠順次郎　万里閣

アジア民族の中心思想　高楠順次郎　大蔵出版 ☆

アジア民族興亡史観　松本君平　アジア青年社

アジア問題講座　矢部良策　創元社　☆

アジア歴史叢書　矢野仁一他　目黒書店　☆

アッソの芳魂　渡辺武史　秀文閣書房

アッソ島軍神部隊闘魂記　佐藤康　黎明調社

アメリカ　伊藤道郎　羽田書店

アメリカの実力　ハンブルグ世界経済研／景山哲夫　刀江書院

アメリカの実力　棟尾松治　青年書房

アメリカの戦争力　打村鉱三　野田経済研究所

アメリカの戦闘力　棟尾松治　朝日新聞社

アメリカの戦略と其全貌　中島肇　研文書院

アメリカの対日謀略史　宮慶治　大東亜社

アメリカの内情　石井良一　六盟館

アメリカの反撃と戦略　岩田岩二　三協社



アメリカは如何に日本と戦うか　富士辰馬　大衆公論社

アメリカはどう出るか　望月肇　長谷川書房

アメリカは日本と戦はず　清沢洌　千倉書房

アメリカ及びアメリカ人の研究　清水博　隆文堂

アメリカ監禁生活記　赤坂正策　日本出版社

アメリカ獄中より同胞に告ぐ　中澤健　鱒書房

アメリカ戦時体制のプラスとマイナス　茂木清吾

アメリカ評論　逸見鋭　日本青年外交協会

アメリカ民族圏　稲原勝治　龍吟社

アメリカ旅行その日その日　芝染太郎　芝染太郎

アラスカ・アリューシャン　石神清　機甲青年社

アリューシャン爆撃戦記　深沢幹蔵　大和書房

アリューシャン戦記　杉山吉良　六興商会

アルス文化叢書　福永恭助　アルス　☆

あゝ彼の赤い夕陽　内田清一　内田後援会

あらゆる角度から観た敵国アメリカ　朝日新聞社　朝日新聞社

ある少年海員の手記　海運総局　海運総局

American-British Challenge directed against Nippon Gran Asi

a Inquiry Commission 毎日新聞社

Anuario de la Gran Asia Oriental 大日本貿易統制会

嗚呼　草刈少佐　小谷保太郎　政教社

嗚呼　軍神九柱　山本初太郎　日本講演協会

嗚呼　至誠堤正之君　井浦祥二郎　第一潜水戦隊司令部

嗚呼!！　南郷少佐　長倉栄



嗚呼　忠烈空閑少佐と肉弾三勇士　水島壮介　誠光堂

愛国の情熱と武士道　松波治郎　博正社

愛国運動現勢　橋本幸雄　労働経済調査所

愛国運動闘士列伝　田辺三郎他　新光閣

愛国勤労小説集　福田正夫　大衆文芸社

愛国詩歌　井上万寿蔵　文化研究社

愛国詩吟物語　鷲尾温軒　牧書房

愛国純情少年読物　岡村俊一郎　一進堂

愛国茶穀　細谷清　満蒙社

愛知県青年学校農業教科書　愛知社教研　日本教育会

愛馬は征く　森下浩　子安農園

愛馬必携　馬の知識　伊澤信一

愛翼一心　大庭さち子　興亜日本社

仰ぐ御光　藤樫準二　桜菊書院

仰げ軍旗　細越孝一　文書堂

赤字公債と換算に関して声明す　瀧澤操六　先憂社

赤禈隊記　名村利正　国民評論社

暁の海峡　鹿島孝二　輝文堂書房

暁の海南島　伊藤金次郎　忠文館書店

暁の動員　日本興国同盟　山陽社

明けゆく満州へ!！　内田栄　新日本書房・近代文芸社

明けゆく満蒙の透視　鹿山鶯村　岡村書店

明日の世界観　佐久間作太郎　揚子江社

明日の日本はどう動くか　日本政経批判会　神田書房



明日の日本建設　明石暁汎　国体主義政治経済研究之会

朝日経済年史　樋口正德　朝日新聞社

朝日時局新集　益田直彦他　朝日新聞社　☆

朝日時局読本　星野辰男　朝日新聞社　☆

朝日時事解説　大道弘雄他　朝日新聞社　☆

朝日新選書　荒川秀俊他　朝日新聞社　☆

朝日新聞社特派員武漢攻略に従軍して　朝日新聞社　朝日新聞社

朝日政治経済叢書　関口泰　朝日新聞社

朝日東亜年報　朝日新聞社　☆

朝日東亜日報リポート　東亜問題調査会他　朝日新聞社　☆

朝日民衆講座　刀禰館正雄　朝日新聞社

亜細亜の火薬庫　三浦悦郎　先進社

亜細亜の旅人　林房雄　金星堂

亜細亜の黎明に立ちて国民に叫ぶ

亜細亜建設者　大川周明　第一書房

亜細亜侵略史　高橋勇　霞ヶ関書房

亜細亜中原の風雲を臨んで　井上雅二　照文閣

亜細亜民族と太平洋　松本悟朗　成美書閣

新しい南方の姿　湯川洋蔵他　翼賛会図書刊行会

新しき英雄の風丰　佐久間佑生　揚子江社

新しき国家形態　Ａ・ディクス／新八代

新しき支那　横田実　改造社

新しき政　中溝多摩吉　防共護国団

新しき青年の道　黒石壽・小森義男　科学日本社



新しきドイツの生活　浅野秋平　大観堂

新しきフィリッピン　田上旺作　日本書館

新たなるタイ　宮原武雄　図書研究社

新たに満州生活に入る人の為に　大平得三　満州帝国開拓総局

新に南方を巡りて　井上雅二　井上雅二

阿片戦争　松崎啓次・小国英雄　高山書院

天翔ける学徒　北村小松　輝文堂書房

天照大神の神学的研究　補永茂助　明世堂書店

天照大神の大道　倉光知天　誠之道会

天照大神々格論　田中治吾平　雄山閣

天照讃歌　上原武彦　上原武彦

天照民族と世界維新　横藤重義　平凡社

天降る神兵　佐藤武　教育図書

荒潮の若人　伊波南哲　大日本雄弁会講談社

荒鷲の母の日記　リヒトオ・オフェン／濱野修　改造社

嵐に起つ独逸　エス・ライフ　亜細亜書房

嵐の世界　岩佐圭奘　アジア青年社

有馬イデオロギーの検討　新井政雄　日本社会問題研究所

或る帰還兵の想ひ　棟田博　協栄出版社

或る訓導の日記　堀内幸行　中行館

或る職長の手記　真下五一　大阪新聞社

暗雲にただよふ満蒙　長野朗　千倉書房

闇齊先生と日本精神　平泉澄　至文堂



イギリスの印度統治　東亜経済調査局　東亜経済調査局

イギリス政治経済史　矢口孝次郎　同文館

イタリア国民厚生運動　青木治郎　安土書房

イタリア三国同盟一周記念特集　石川昌　イタリア友の会

イタリーの決意　片倉藤次郎　朝日書房

イタリヤの文化政策　東又清　文松堂

イラナの海　安田貞雄　安田貞雄　文松堂書店

インドの叫び　ラスビハリ・ボース　三教書院

インドの話　松山厚三　たたみ出版

インドネシヤ点描　高橋和世　愛国新聞社

いくさ土産　氏原大作　大日本雄弁会講談社

いづれを選ぶ？　大道弘雄　朝日新聞社

いやさか叢書　瀧本豊之輔　東学社

一九三五・六年の嵐を前に　後藤蒼洋　精文館

一九三六年の為に　平田晋作　改造社

一億の陣頭に立ちて　山中峰太郎　誠文堂新光社

一億国民の直魂に愬う　大政翼賛運動実践会　大政翼賛運動実践会

一億人の新体制　室伏高信　青年書房

一億人の防空　西野旗生　金星堂

一億民の常識　安達大寿計　松山房

一帰還作家の手記　上田広　六塾社

一国軍営　山田忠正　森山書店

一尺の土　中山正男　陸軍画報社

一等兵戦死　松村益二　春秋社



一読支那通　鈴木快城　牧書房

一般戦術の研究　前田厳太郎　干城堂

一兵の見たる旅順要塞戦　亀谷浤夫　鏡水書院

一兵卒の征露日記　大澤径　大澤径

伊エ問題とエチオピア事情　エチオピア問題懇　黒龍会

伊勢大神宮の話　中村吉蔵　大日本雄弁会講談社

戦と神々　宮崎興基　会通社

戦のきずな　佐藤観次郎　新興亜社

生ける豊太閣　鳥井信治郎　豊公会

生ける農民魂　渡辺喜房　大智書房

生野の挙兵　萩原新生　皇国青年教育協会

池崎忠孝選書　池崎忠孝　駸々堂書店

異国船撃攘秘史　茂野幽考　高山書院

異民族の支那統治史　東亜研究所　大日本雄弁会講談社

意志の建設　松田清　蔵王閣

石原莞爾　西郷鋼作　橘書店

維新と革新　清水清　千歳書房

維新英傑の膽ツ玉　藤本尚則　人文閣

維新海軍の人々　田村榮太樓　北海出版社

維新海戦記　福永恭助　森北書店

維新勤皇遺文選書　岡田実　地人書館

維新勤王志士国事詩歌集　丹潔　モナス

維新産業建設史資料　土屋喬雄　工業資料刊行会

維新志士回詩歌集　藤田徳太郎　金鈴社



維新志士勤王詩歌評釈　小泉苳三　立命館

維新者の信条　景山正治　大東塾

維新十傑伝　金沢正造　文松堂

維新留魂録　高須芳次郎　大阪屋号書店

偉人叢書　小野南橋　三教書院

偉人二等兵　山中峯太郎　東洋堂

偉人乃木将軍　浩文社　浩文社

遺児と共に　福田勇　大新社

遺族読本　友松円諦　全日本真理運動本部

遺徳顕彰　財津国吉　大日本頒徳会

出流山尊王義軍　栗原彦三郎　鍾美堂

挑まれた戦争　Ｏ・トリシュース／中西裕彦　橘書店

挑むアメリカ　福永恭助　日本評論社

今の時局に野依君が十人あれば　三宅雪嶺他　実業之世界社

慰問の花束　中沖清子　詩と歌謡の社

慰問文の作り方　山本英輔　帝国軍事協会

陰謀は輝く　長島隆二　平凡社

印度　Ａ・Ｍ・サハイ／武藤貞一　モダン日本社

印度と豪洲　松本悟朗　聖記書房

印度の曙　輪堂寺燿　啓徳社

印度の回教徒　小川亮作　他人書館

印度の新太陽　Ａ・シング／武井武夫　霞ヶ関書房

印度の全貌　網本行利　修文館

印度の闘争　ボース／田中正明　興亜書房



印度の独立　筈見一郎　霞ヶ関書房

印度の分析　竹内雄　神榮館

印度を語る　ラス・ビハリ・ボース　日本電通信社

印度を知る　大倉仲助　蔵王閣

印度資源論　ワディア／小生第四郎　聖記書房

印度思想史　木村泰賢　大東出版社

印度支那と日本との関係　金永鍵　冨山房

印度支那労働調査　南洋経済研究所　栗田書店

印度史の分析　金川義人　国民社

印度侵略悲史　ボース／石井哲夫　東京日日新聞社

印度独立と日本　永松浅造　大理書房

印度独立戦争　波多野鳥峰　錦正社

印度・ビルマの展望　亀尾松治　ジャパンクロニクル社

印度・ビルマの教育・植民政策　吉田実　三亭書房

印度・緬甸の展望　桑原官吉　大阪雑貨印度輸出組合

印度復興の理念　吉岡永美　北光書房

印度仏教概説　大谷大学　法蔵館

印度民族運動史　加藤永雄　東亜研究所

印度洋問題　伊東敬　大和書店

回々教大観　武藤欽　日本女子美術学校

動く豪洲　井上昇三　寶雲舎

動く新世界情勢　実川勝太郎　日本合同通信社

動く世界と我が国軍の立場　日本航空婦人協会　日本航空婦人協会



動く大南洋の実相　南方調査会　高山書院

動く日本の姿　田辺三郎　日東書院

動く北支　遠藤豊馬　第二国民会出版部

動く満州経済　樋口弘　ダイヤモンド社

宇品港　小田進　人文閣

渦巻く南方　能仲文夫　中央情報社

撃つ体育人　近藤良信　体育出版社

移り行く列強を訪ねて　野矢徹二　聚文社

移る政治　動く機構　朝日新聞社　朝日新聞社

内原青年講演集　石黒忠篤　週刊産業社　☆

馬　伊澤信一　牧書房

馬づくりの話　小津茂郎　三省堂

馬と特務兵　田村元劭　教材社

馬と兵隊　後堂壮四郎　テンセン社

馬と征く　杉村盛茂　平凡社

海　野満隆治　甲鳥書林

海とその先駆者　竹内尉　健文社

海と空の叢書　中根良介　海と空社

海の荒鷲　鐡木真　愛国婦人会

海の荒鷲実戦録　読売新聞社　昭森社

海の荒鷲奮戦記　高木義賢　大日本雄弁会講談社

海の学鷲　久留島武彦　日向書房

海の生命線南洋　三井捷平　トウシン社

海の生命線南洋　菊島福寿　城西出版社



海の生命線　志村秀吉　大南洋社

海の先覚者　桑田透一　水産社

海の戦友　梶野憲三　好文館

海の東郷元帥　伏見韶望　東京図書出版

海の二千六百年史　高須芳次郎　海軍研究社

海を耕す　岡本信男　霞ヶ関書房

海行かば　大坪草二郎　淡海堂出版

海鷲と共に　中山善三郎　新太陽社

海鷲の父　山本五十六元帥　近藤良信　興亜日本社

海鷲実戦記　読売新聞社

海鷲前線基地　芸術映画社　東亜書林

埋れた戦史　林専之助　博文社

右翼第三党樹立の立案　三田村志郎　時事研究社

裏から見た欧州の外交戦　長谷川了

裏から見た支那人　笠井孝　高山書院

噂の首相候補　有松淳一郎　今日の問題社

エチオピア皇帝とムッソリーニ　永松浅造　森田書房

エティオピア戦役　横堀富雄　金城書房

ＳＯＳの日本　後藤誠夫　大京社

永遠の民族　ゲーリング／加藤千代三　日本青年文化協会

映画教育講座　全日本映画教育研究会　四海書房

映画教育論　鈴木喜代松　四松書房

英国の企図する世界新秩序　市村今朝蔵　東亜研究所



英国の極東政策　池崎忠孝　第一出版社

英国の植民政策　齋藤榮三郎　大東出版社

英国のスパイ！救世軍を撃つ　松本勝三郎　秀文閣

英国の世界侵略史　齋藤榮三郎　大東出版社

英国の南阿侵略　ヘルムート・キルヒナー／富樫長英　日独文化出

版社

英国はいつまで戦えるか　若林秀一　三榮社

英国を撃つ　武藤貞一　新潮社

英国海軍論　ジーウェルト／赤坂春彦　朝日新聞社

英国スパイ五百年史　牧勝彦　刀江書院

英国征服記　上田駿一郎　日本報道社

英国戦争経済の分析　ドイツ外交研／池田林儀　報国社

英国反省せよ　三枝茂智他　ダイヤモンド社

英国亡ぶか？　百々巳之助　高山書院

英帝国崩壊の預言者トーマス・カーライル　榊原巌　三省堂

英帝国敗るゝの日　Ａ・サハイ／高岡大輔　象山閣

英仏終に滅亡か　近藤源吉　日本精神社

英米の日本に対する挑戦　大東亜調査会　毎日新聞社

英米包囲陣と日本の進路　齋藤忠　春陽堂書店

英米没落の鐘が鳴る　東海日出雄　天泉社

英本土上陸作戦の前夜　海野十三　博文館

英霊に祷る　佐藤鐵馬　興亜書局

英霊に捧ぐる書　加藤千代蔵　日本青年文化協会

英霊は戦争完遂を命ず　ベニト・ムッソリーニ／伊大使館　中央出



版社

英聯邦と東洋　伊東敬　大和書店

衛生部隊前進　齋藤駿　大東出版社

営園と統制会　高田源清　東洋書館

江田島精神　中條是龍　大日本雄弁会講談社

絵筆の従軍　武藤夜舟　南越社

絵巻アッツ島血戦　藤田嗣治他　陸軍省報道部

遠征と詩歌　堀場正夫　ぐろりあ・そさえて

援蒋国家群の勢力退潮　水島済　国際思想研究所

欧州の運命　重徳泗水・丸山政男　高山書院

欧州の危機　Ａ・シーグフリート／津世文　香川書店

欧州の現勢　金生喜造　古今書院

欧州の現勢と準戦時経済　武藤孝太郎　武藤孝太郎

欧州の現勢と独英の将来　山本実彦　改造社

欧州広域圏の建設　東京かぶと新聞社　東京かぶと新聞社

欧州事情叢書　欧州事情研究会他　ニッポン・プレス　☆

欧州情勢と支那事変　本田熊太郎　千倉書房

欧州戦争をどうする？　石丸藤太　国民新聞社

欧州戦争を繞りて　小山与四郎　海軍有終会

欧州戦乱の真相　原田瓊生　明治書房

欧州対戦と日本産業の将来　小島精一　千倉書房

欧州大戦に於ける独逸空軍の活躍　ホップネル／陸軍航空本部　軍

事界社



欧州大戦に於ける仏軍自動車の作戦輸送　大谷清麿　菊池屋書店

欧州大戦をめぐる列強戦備の全貌　篠原武英　人文閣

欧州大戦史の研究　石田保政　陸軍大学校将校集会所

欧州大動乱と東亜聯盟　田中直吉　立命館

欧州動乱と次に来るもの　三島康夫　今日の問題社

欧州動乱と貿易封鎖　大阪市産業部貿易課

欧米の動きと支那事変　鶴見三三　岡倉書房

欧米より祖国へ　三富秀夫　鐵道時報局

欧米一見随感　古井喜実　良書普及会

欧米外交秘史　榎本秋村　日本書院

王師は起つ　刈田仁　童文社

王道講話　佐藤胆斎　借成社

王道覇道と皇道政治　小川平吉　広文堂書店

汪主席声明集　外交問題研究社

汪精衛に與ふ　福岡醇祐　亜洲青年連盟

汪兆銘　森田正夫　興亜文化協会

汪兆銘言論集　中山樵夫　三省堂

汪兆銘の爆弾声明と蒋政権の内幕を曝く　畑中耕　亜細亜出版社

汪兆銘を語る　青年書房　青年書房

鹿召兵　森伊佐雄　大新社

鹿田戦術図例集　齋藤市平　尚兵館

大川周明博士その思想　左山貞雄　大同書院

大君の詩　平田内蔵吉　山雅房

大蔵大臣商工大臣　池田成彬　大沼広喜



大国主神　土屋長一郎　顕幽会

大阪より満鮮北支へ　杉道助　満支視察団記編集部

大阪商科大学経済研究叢書　末川博他　有斐閣　☆

満州国経済の研究　堀経夫　日本評論社

大空に生きる　伊藤松雄　文松堂

大空に飛ぶ　北村兼子　改善社

大空の遺書　間瀬一恵　興亜日本社

大空の教室　藤村燎　清水書房

大空の人柱多美女の記　白倉茂七　有本書店

大立物汪兆銘・新政権者に成るか　畑中耕　亜細亜出版社

大谷光端興亜計画　大谷光端　大乗社　

大御心を仰いで　高須芳次郎　文松堂書店

大村兵談　野村政夫　天佑書房

太田伍長の陣中手記　太田慶一　岩波書店

太原攻略戦記　俵田寛夫　末広書店

仏蘭西植民地　カルル・ヘ～ネール／岡崎清記　岡倉書房

蘭領東印度　Ｉ・レーベル／池田雄蔵　岡倉書房

御羽車　野村玉枝　六興商会

思ひ出の海軍　中島武　学而書院

思ひ出の記　永井哲次郎　日本協会

思ひ出の戦線　原四郎　春秋社

親としての乃木将軍　菊池又祐　第一出版社

親鷹子鷲　福永恭助　金星堂

尾張武人物語　尾張武揚社　清正堂書房



恩の思想　川合貞一　東京堂

恩賜の繃帯　林二九太　新元社

恩寵の流　三浦泰一郎　牧人社

御嶽教祭事規範　御嶽教大本庁　御嶽教大本庁　

御嶽教経典　北村清蔵　御嶽教大本庁

女の見た戦場　岩佐喜代子　宏英社

女軍医　松坂忠則　弘文堂書房

ガダルカナル島血戦記　齋藤勝美　鱒書房

ガダルカナル島死闘　森川賢司　新小説社

カナダの産業動員　馬場啓之助　東亜研究所

カメラ従軍・落下傘部隊と共に征く　本間金資　四海書房

かうまでして苦闘せし極東の決戦　鈴木一馬　東邦事情研究書院

かくて日本は甦る　嘉手苅信世　国民講演協会

海員　運輸通信省海運総務局　運輸通信省

海外神社の史的研究　近藤喜博　明世堂書店

海軍とは何ぞや？　黒木文四郎　鶴見文千堂

海軍映像　久住幸作　六合書院

海軍及海事要覧　藤田定市　有終会

海軍各志願兵徴募兵　入団須知と訓練講義　山口青貴　帝国文武会

海軍各志願兵　試験問題集と模範解答　帝国文武会　帝国文武会

海軍各種軍人　志願受験法案内　箕輪香村　文憲堂書店

海軍下士官任用　試験問題の研究　海軍社編集部　海国社

海軍館大壁画史　山田米吉　東亜振興社



海軍機関学校　鷲山第三郎　藤井書店

海軍機関学校物語　永松浅造　啓明出版社

海軍技術戦士　小池藤五郎　山海堂

海軍軍歌集　海洋文化社　海洋文化社

海軍軍縮会議と日本の将来　有馬成甫　大洋会

海軍軍人書簡文「海の便り」　北村重治　武揚社書店

海軍建設の人々　邦枝完二　潮文閣

海軍献納　愛国詩謡集　大本営海軍報道部　興亜日本社

海軍航空史話　和田秀穂　明治書院

海軍航空戦記　海軍航空本部　興亜日本社

海軍航空隊　永松浅造　東水社

海軍航空読本　富永謙吾　東雲社

海軍作戦　聖戦二周年の回顧　朝日新聞社　朝日新聞社

海軍作戦史　田口利介　西東社

海軍志願合格準備書　相良繁一　高松書房

海軍志願兵志願者の手引　兵用図書　兵用図書

海軍志願兵全書　押田一男　桜木書房

海軍志願兵読本　海軍省人事局　興亜日本社

海軍実務必携　大島義昌　大成社

海軍従軍記　間宮茂輔　三田文学

海軍受験作文　巣山信司　帝国文武学会

海軍少年航空兵物語　武富邦茂　実業之日本社

海軍少年飛行兵　山本地栄　朝日新聞社

海軍省年報　海軍大臣官房　海軍大臣官房



海軍叢書　軍艦旗は征く　土屋賢一　太平洋書館

海軍叢書　戦ふ水雷戦隊　日暮豊年　大東亜社

海軍魂　植村茂夫　東水社

海軍特別大演習観艦式　神戸市役所　神戸市

海軍七十年史談　澤鑑之丞　文政同志社

海軍爆撃隊　北村小松　興亜日本社

海軍飛行予科練志願読本　海軍航空本部　興亜日本社

海軍秘話　安間愛二郎　鶴書房

海軍兵学校機関学校経理学校　受験読本　志賀良一　日本兵書出版

海軍兵学校機関学校経理学校　入学試験必勝合格準備指針　箕輪香

村　文憲堂書店

海軍兵学の父　秋山真之提督　大和杢衛　紙硯社

海軍報道班員現地報告　大本営海軍報道部　文芸春秋社　☆

海軍報道班員選書　柴田賢一他　興亜日本社

海軍物語　福永恭助　一元社

海軍要覧　海軍有終会　海軍有終会

海軍予備学生　牛田留治　大八洲出版

海軍陸戦隊 有馬成甫　海軍研究社

海国記　都新聞社　興亜日本社

海国読本　小笠原淳隆　富士出版社

海事読本　畝川鎮夫　海事彙報社　

海獣　野村愛正　忠文館書店

海上の歴史　村上浪六　輝文堂書房

海上封鎖　佐藤光貞　六芸社



海戦の科学　匝瑳胤次　啓徳社

海戦の精神　岸田信吉　六芸社

海戦従軍一満里　辻紀　春陽堂書店

海戦秘話　中島武　学而書院

海底戦記　山岡荘八　第一公論社

海底トンネル　寺島柾史　東京社

海南島とその開発　馬場秀次　武蔵書房

海南島より仏印へ　井手浅亀　皇国青年教育協会

海南島記　火野葦平　改造社

海南島紀行　水平譲　光画荘

海南島建設論　吉川兼光　大阪屋号書店

海兵陸を征く　和田俊正　好文館

海防物語　関一　大日本雄弁会講談社

海洋への新しき出発　宮本吉太郎　海文堂

海洋学　野満隆治　興亜日本社

海洋学読本　相馬基　大阪毎日新聞社

海洋国防地理　ベルリン海洋学研／田間耕一　山雅房

海洋少年団　原道太　誠美書閣

海洋文化新書　関川武他　興亜日本社　☆

凱歌　真杉静枝　報国社

凱歌の門　アドルフ・ヒトラー／下村亮一　第一公論社

外観回教圏　回教圏研究所　誠文堂新光社

外観昭和交易史　小倉一郎　翼書房

外観東亜地理　山本熊太郎　柁谷書院



外観満州史　伊藤義一　子文書房

解義国体の本義　田制佐重　啓文社

解剖したる中華民国　赤堀又次郎・金田敬義　文芸社

解剖臺上の不戦条約　浦沢一男　大周社

回教の歴史と現状　加藤久　大阪屋号書店

回教民族運動史　陣捷／中山一三　照文閣

回天艦長甲賀源吾伝　石橋絢彦　古賀源吾伝刊行会　

偕行社記事戦術集　兵書普及会　兵書普及会

偕行叢書　樋山光四郎他　偕行社　☆

開墾の記　坂本直行　新教出版社

開墾部隊　竹田敏彦　興亜文化協会

開戦太平洋脱出記　四至本八郎　青磁社

開拓者の観たる新生中国の政治指標　伍澄千／宮坂政治　泉書房

開拓者の観たる新生南方の相貌　井上雅二　誠美書閣

開拓政策の展開　天澤不二郎　河出書房

開拓団生い立ちの記　浅川四郎　海南書房

開拓地帯　大陸文芸懇話会　春陽堂

改正　軍隊教育令の分類的注解　武揚堂編纂部　武揚堂

改正　原価計算要綱解説　荒武太刀夫　山海堂

改正　防空法令集　国枝金市　徳行館

改訂　海は招く　津村敏行　学習社

改訂　軍機保護法　日高巳雄　羽田書店

改訂　皇道精神史観　櫻井稲麿　帝国神祇学会

改訂　国民経済学綱要　笠森伝繁　巌松堂書店



改訂　臣民の道講義　森吉左衛門　健文社

改訂　増補神道の宗教学的新研究　加藤玄智　国文館

改訂　増補日本国民精神史話　鈴木登　熊本地歴研究会

改訂　増補日満健貌工作　三島章道　東学社

改訂　日本国民の信仰　小林法運　法恩社

改訂版　海洋地政治学　Ｙ・メルッツ／田間耕一　科学主義工業社

改訂　防護団員必携　東京防衛司令部　軍人会館

改訂　歩兵須知　和田忠次郎　武揚社

外交と外交家　渡辺幾治郎　千倉書房

外交対策　小林順一郎・湯原惣助

外交知識　国際経済研究所　国際経済研究所

外国権益　国分一太郎　厚生閣

外地統治機構の研究　山崎丹照　高山書院

快速部隊　坪井淳　肇書房

化学戦と国際法　山下康夫　東京書籍

化学戦兵器　西沢勇志郎　三省堂

化学兵器写真帖　一九三四年　陸軍化学研究所　審美書院

科学と国防　酒井俊治　国防研究会

科学と民族　浦本浙潮　人文書院

科学の精兵少年砲兵　平櫛孝　文憲堂

科学の新体制　日本技術協会　新紀元社

科学の先駆者　増澤淑　日本書房

科学技術の新体制　宮本武之輔　中央公論社

科学新書　石川栄耀他　河出書房　☆



科学制覇の道　加藤与五郎　畝傍書房

科学的皇道世界観　大槻憲二　東京精神分析学研究所

科学的精神と全体主義　秋澤修二　白揚社

科学文化精神　文化の転換　本荘可奈　良国民社

輝く海軍少年航空兵　萩原四郎　工人社

輝く海軍写真帖　国防知識普及会　省文社

輝く海軍生徒　海軍研究社　海軍研究社

輝く海軍魂　富田常雄他　都祥閣

輝く憲政　石崎健司　自由通信社

輝く皇軍の勲　馬場直美　国民教育会

輝く皇国の現勢　皇道振興会　大正日日新聞社

輝く聖戦　片山逸郎　詩学社

輝く満州帝国の現勢　満蒙事情講習会　軍人会館

輝く陸軍将校生徒　将校生徒試験常置委員　大日本雄弁会講談社

輝け真理の勢力　張正行　ダイヤグラム社

賀歌　服部直人　高山書院

雅楽　多忠龍　六興商会

我観日本精神　高島米峰　信玄会館

華僑　井出季和太　六興商会

華文日本文対訳　新東亜経済学　岩田耕作　大同書院

斯くありてこそ　エス・ライフ　東京かぶと新聞社

斯くして我が日本民族は世界を統一する　井頭利栄　国粋大衆党

斯くして独逸は開戦した　ウェールト／佐藤謙三　改造社

覚悟せよ！　次の開戦　中島武閲　宗孝社



各国統制経済に関する調査　東京都商工会議所　東京都商工会議所

各社特派員決死の筆陣　新聞タイムス社　新聞タイムス社

各社特派員決死の筆陣　宮居廉太郎　皇徳奉賛会

革新の裏を衝く　林三郎　清明書院

革新の必然性　橋本欣五郎　大日本赤誠会

革新教育叢書　武政太郎　賢文館

革新陣営の花形を衝く　武村太郎　第一書房

革新随想　住田正一　東洋堂

革新日本の政治原理　佐藤清勝　太陽社

革新日本青年全集　奥村喜和男　育生社

革命亜細亜の展望　ボース／中谷武世　萬里閣書房

革命途上の支那　佐藤慶次郎　光源塾

学の使命　山本饒　日本問題研究社

学校教練必携　陸軍省徴募課　帝国在郷軍人会

学校少年団の理論と訓練　大沼直輔　三省堂

学習社文庫　平野直他　学習者

学生と兵役　依田述　日本兵書出版

学生生活調査　海後宗臣・吉田昇　日本評論社

学生論文集　山本門重　東亜新秩序研究会

学説綜合　野見山巌太郎　共英社

学徒への聖訓　水田五郎　厚生教育協会

学徒至誠会派遣団報告　久保勘三郎　学徒至誠会

学徒宣言　白井喜之介　臼井書房

学徒動員と運用方途女子挺身勤労令解説　武内義行　帝国福祉協会



学徒錬成読本　未だ竹千代　東京講演会

学童の臣民感覚　東井義雄　日本放送出版協会

学童隊訓練の構想と実際　増田勲　晃文社

学問の新体制　大阪毎日新聞社　目黒書店

下士官の責務と修養　武揚堂　武揚堂

貨車にゆられて　高橋掬太郎

歌集　一兵として　遠藤達一　芸林発行所

歌集　新土　伊藤嘉夫　墨水書房

歌集　真日本頌　佐々木信綱他

歌集　青雲　谷馨　八雲書店

歌集　蒼鷹　小田観蛍　小田観蛍

歌人軍医前線手記　中村春台子　春秋社

橿原の遠祖　菟田茂丸　平凡社

火樹ひらく　寺崎浩　新太陽社

火線に使して　清川夏江　大日本百科全書刊行会

火線に散る　伊地知進　欽英閣

火線を軍医　河原魁一郎　有光社

火線を征く　山口季信　大隣社

風に立つ　藤沢恒夫　春陽堂

家庭教育指導叢書　文部省社会教育局　文部省

家族制度全集　河出孝雄　河出書房

刀及剣道と日本魂　亘理章三郎　大日本雄弁会講談社

勝ち抜く国民政治　野依秀市　秀文閣書房

勝ち抜く日まで　熊谷幸利　大地社



勝ち抜く僕達　平出英夫　毎日新聞社

勝つ為に戦う村　齋藤弔花　大阪新聞社

活農民道　山崎延吉　農山漁村出版所

活機戦　佐藤庸也　日本軍用図書　☆

活躍の新天地　新天地編集部　創健社

滑空の王者　Ｐ・デルフェルト／宮本晃男　東亜書林

滑空訓練の実際　永野毅　健文社

加藤軍神　木村毅　全国書房

加藤武雄短篇集　加藤武雄　大都書房

加藤弘之の国家思想　田畑忍　河出書房

鐘が鳴る　東海日出男　東栄堂

鹿野吉広従軍記　鹿野吉広　正直書林

神々と国家　西田長男　明世堂書店

神々のいぶき　満井佐吉　青山書院

神ながらの修養　田中治吾平　雄山閣

神ながらの日本精神　川崎左門　神霊研究会

神ながらの道　筧克彦　岩波書店

神ながらの道に培ふ興亜建設の教育　満井二夫　新生閣

惟神の礎　中澤巠夫　紀元二千六百年奉祝会

惟神の大道　天野弘一　目黒書店

惟神の大道　奥沢福太郎　平凡社

惟神大道より般若心経を駁す　服部宗明　神燎社

惟神読本　久保田真種　世界創造社

河村幹雄全集　河村幹雄　惇信堂



官界新体制の諸問題　重要産業協議会　新経済社

管理全書　桐原葆見　東洋書房

艦橋夜話　丸山一雄　安土書房

艦船の科学　伊藤科学研究所　宝雲舎

感激の国史　小酒井儀三　永沢金港堂

感激実話　山口梧郎　テンセン社

感激小説　日本人の血　青木信太郎　近代文芸社

感激随筆集　時局の周辺　津久井龍雄　興亜文化協会

幹部候補生の手記　細川保幸　日本兵書出版

幹部候補生試験問題模範解答集　戸井英太郎・三木軍司　兵書出版

社

広東海南島を即時攻略せよ　聖戦貫徹同盟　聖戦貫徹同盟

広東福建読本　内藤英雄　東亜実業文化協会

完本　武士道初心集　佐藤賢司　三教書院

キリガミ模型航空機製作と指導　長澤義男・高橋直二　元字館

記憶ニ便ナル作戦要務令ノ問答的研究　関太常　川流堂

記憶万葉に於ける御歴代の聖業　相磯貞三　厚生閣

機械化国防と科学教育　長谷川正道　玉川学園

機械化部隊　藤田実彦　高山書院

機関銃教練の参考　陸軍歩兵学校　陸軍歩兵学校　☆

機関説と水戸学　大野慎　東京パンフレット

機甲軍備を語る　樋口正徳　朝日新聞社

機銃兵　Ａ・マアス／伊東鍈太郎　洛陽書院



機上手記　試験飛行　北尾亀男　建設社

義肢に血の通ふまで　保利清　汎洋社

義士童話　かがやく忠魂　京都童話教育研究会　文友堂書店

帰還作家純文学叢書　大内直道他　六芸者　☆

帰還兵と花嫁　高垣金三郎　三省堂

帰順兵器　三浦新一郎　増進社

危機に直面せる北洋漁業対策　阿部留治　週刊産業社

危機の欧州　河相達夫　日本青年外交協会

危機線上の日支　徳富蘇峰・中野正剛他　東京日日新聞社

「危機線」を前にして　刀禰館正雄　朝日新聞社

戯曲　国体明徴　石角春之助　栗田書房

戯曲集　わが荒鷲　大林清　錦城出版社

聴けよ人類この声を！　山本俊一　無色革命本部

紀元二千六百年　大三五回海軍記念日を迎えて　海軍省海軍軍司普

及部　海軍省

紀行案内　大満州　中村美佐雄　旅行文化社

紀行随筆集　黄塵　井関雅夫　日本出版社

冀察冀東問題　姫野徳一　日支問題研究会

冀東　渡辺剛　東亜人文研究所

冀東から中華新政権へ　高木翔之助　北支那社

冀東政府の全貌　新見浩　文成社

冀東政府樹立一周年に際して　麗澤会　麗澤会

奇襲敵前上陸　林直人　国民文化書院

奇兵隊史録　平尾道雄　河出書房



技術者養成用徳性涵養　戸田貞一　文学社

技道　池田謙三　北隆館

技能章に輝く産業戦士　国民工業学院

宣昌戦線　木村毅　博文堂

基礎資料　皇軍建設史　渡辺幾治郎　照林堂書店

基地　北村小松　晴南社

基本戦術学教程　齋藤市平　尚兵館

偽装の親日を曝く　後藤蒼洋　支那事情研究会

貴族院体制整備の研究　佐藤立夫　人文閣

鍛へよ体力　宮村文雄　日本同盟書院

来る可き時代のために　宇田尚　東洋思想研究所

北を護る兵士達　高井貞二　愛之事業社

北を征く　櫻井忠温　朝日新聞社

北カラフト　岡栄　興文社

北支那の農業と経済　南満州鉄道　日本評論社

北支那経済の新動向　松崎雄二郎　大日本雄弁会講談社

北支那踏査記念写真帖　学徒至誠会　学徒至誠会

北日本の話　菊池喜栄治　弘学社

北半球の嵐　清水桂一　六合書院

北安田パンフレット　暁烏敏　香草舎　☆

吉備の真柱　山上勘吉　渡辺泰山堂

騎兵挺身隊記　森田藤五郎　博文堂

君たちの力　平出英夫・増田義彦

九一式十糎榴弾砲教練規定　陸軍教育総監部



九二式歩兵砲取扱上ノ参考　陸軍歩兵学校　陸軍歩兵学校

九四式三七粍砲取扱上ノ参考　陸軍歩兵学校　陸軍歩兵学校

九軍神ハワイ大海戦　佐藤武　東亜書院

躬行会叢書　躬行会　躬行会

救世軍の仮面を剥ぐ　鈴木嶮路郎　森田書房

急迫せる極東の情勢と日本の立場　小林順一郎

急迫せる日露の危機　根村正位　新生閣

窮乏日本の振興政策　親泊康永　新興社

舊令対照　作戦要務の研究　兵学研究会　干城堂

驚異のドイツ　田畑為彦　報国社

教育と現実　稲富栄次郎　新紀元社

教育と神社祭祀　河上民祐　六盟館

教育に関する勅語義解　山田孝雄　宝文館

教育の国防国家　鈴木庫三　目黒書店

教育の新設計　折居千一　昭林堂書店

教育の新体制　久保山雄三　公論社

教育の反省　大槻徳治　大陸通信社

教育家とその学説　社会教育研究所

教育改造の基調　河東田教美　埼玉育児院

教育革新の書　蘆田正喜　モナス

教育革新の本道　楢崎浅太郎　目黒書店

教育改革への途　小林澄兄　明治図書

教育革新叢書　土肥原賢二　玉川学園

教育学説と我が国民精神　吉田熊次　目黒書店



教育紙芝居講座　松永健哉　元字館

教育行践日本人の訓育　国民訓育連盟　第一出版協会

教育国防論　上田庄三郎　訓導生活社

教育思潮研究　教育思潮研究会　目黒書店

教育新思潮叢書　厚生閣　厚生閣

教育者の視たる祖国と大陸　高橋荘造　二松堂書店

教育新体制叢書　由良哲次他　小学館　☆

教育勅語と教育ノ淵源　三村親信　大日本家族協会

教育勅語と臣民之道　井上清純　冨山房

教育勅語と聖帝の左右　新田興　中文館

教育勅語と日本精神　井上清純　渙発五十年記念会

教育勅語書艦　大日本国民教育会　大日本国民教育会

教育勅語謹解　英雲外　修養世界社

教育勅語謹解　尾臺良祥　蔵王閣

教育勅語謹話　吉田静致・大杉謹一　宝文館

教育勅語謹話　川村理助　培風館

教育勅語御趣旨奉戴の実例　都新聞社　明治図書　

教育勅語釈義　吉田熊次　弘道館　

教育勅語読本　社会教育会　大日本教化図書

教育勅語服膺読本　毛利昌　中和会

教育的皇道倫理学　吉田熊次　弘道館

教化史跡　美はしき民族　泰賢助　忠文館書店

教化精神叢書　皇国民之信念　小川楠村　皇国民之信念社

教科過程の革新　大久保勇市　政経書院



教学に就て　西晋一郎　照屋勝雄

教学新書　竹岡勝也他　目黒書店　☆

教学叢書　特集　懸賞論文編　内閣教学局　内閣教学局

教訓漫談　軍隊風景　浅井壽平兵　文武書院

教材観照　国史教育の解釈と実践　吉識義一

教材社選書　注釈葉隠　大木陽堂

教材精鋭　私の国史教育指導　大久保肇　明治図書

教師道　小原国芳　玉川学園

教壇入門　寺田文市　明治図書

教本　臣民の道　阿部仁三　目黒書店

教養の書　大東亜青年訓　山口愛川　泰光堂

教練参考　日本精神作興資料　立石源次郎　京都偕行社

共栄の大道　椎尾弁匡　共生社

共栄圏の水　村上秀二　柏葉書院

共栄圏発展案内書　三平将晴　大日本海外青年会

共栄圏未来記　林秀　四季書房

侠客気質と日本精神　渡辺聴　東海春秋社

郷土の偉人　岐阜県教育会　岐阜県教育会

郷土部隊従軍記　藤沢藤雄・堀江三五郎　信濃毎日新聞社

行の皇道精神　渡辺偉哉　日本文化研究所

行の哲学　森西洲　今日の問題社

行政機構改革の大東亜省　企書院研究会　同盟通信社

狂乱の支那　馬郡健次郎　南光社

協和叢書　吉村良司他　中央協和会　☆



虚偽と真実の斗ひ　今次対戦とユダヤ問題　増田正雄

漁業日本北洋物語　竹村浩吉　三省堂

旭日旗のはためくところ　大橋清太郎他

極東に於ける独逸の権益と政策　満鉄上海事務所　生活社

極東の危機に対する意見書　梨本祐平　日本国体研究所

極東の史観と経綸　日高瓊々彦　先進社

極東の覇者は日本か英国か　小林知治　今日の問題社

極東の防護　村田正治　兵用図書

極東危機の性格　雨宮広知　高山書店

極東新時局　満州事変の展望　三浦悦郎　日東書院

極東戦争と米国海軍　平田晋策　天人社

極東存栄策論　鍋島創一　大日社

極東大陸及太平洋大決戦　加藤明　極東出版社

極東大戦実想観　武田邦治　鳥取軍事普及会

極東防衛論　鈴木一馬　太陽社

霧の基地　柴田賢次郎　晴南社

錦旗奉迎記念誌　北海道酪農販売利用組合　北海道酪農販売利用組

合

錦旗奉戴　福間常信　山陰皇道研究所

錦城新書　増田甫他　錦城出版社

金玉均伝　古筠記念会　慶応出版社

金銀為本経済の世界的行詰りと皇道経済　栗原白嶺　青雲荘

金再禁止と我党の主張　山口義一　財政経済研究会

金原精神　水野定治　宝文館



金融財政の再編成　高橋亀吉　千倉書房

近世における神祇思想　藤井貞文　春秋社

近世国体思想史論　伊東多三郎　同文館

近世日本愛国思想史　佐々木臥山　表現社

近世農功伝　松原晃　亜細亜書房

近接戦を語る　エゴン・フォンベル／吉永義尊　偕行社

近代海戦　相馬基　毎日新聞社

近代科学戦　松平道夫　日本公論社

近代思想の動向と日本憲法　森吉義旭　青年教育普及会

近代支那財政史　柏井象雄　教育図書

近代支那社会　和田清　光風館

近代政治思想と皇道　藤沢親雄　青年教育普及会

近代戦と機械化国防　長谷川正道　博多成象堂

近代戦と航空母艦　近藤英次郎　敬徳社

近代戦と国防技術　ハウゼル／平川元　八元社

近代戦と日本刀　本阿彌光遜　玄光社

近代戦とプロパガンダ　小松考彰　春秋社

近代戦争と森林　淵通義　雄生閣

近代戦争論　神田孝一　学而書院

近代大衆科学読物　石油　中根良介　輝文社

近代独逸哲学思想の研究　越川彌栄　修学館

近代日本軍事史　松下芳男　紀元社

近代日本歴史講座　近代日本史研究会　白楊社

近代武人百話　金子空軒　陸軍画報社



勤皇の心　林房雄　創元社

勤皇家　戸原卯橘　武藤正行　大日本雄弁会講談社

勤皇歌人　和田巌足　彌富破摩雄　文松堂

勤皇教育について　重松実男・加藤完　丹青書房

勤皇京洛の賦　大俣秋水　立命館

勤皇史体系　市村其三郎　文友堂書店

勤王史劇　細田源吉　東京書房

勤王思想の発達　本田辰次郎　日本学術普及会

勤王読本　中川竹洞　大都書房

勤労と錬成　藪季光　同文社

勤労の精神　清家正　同文館

勤労一家　難波虎一　尚友会

勤労応召　国民徴用の実際知識　橋本重遠　麹町酒井書店

勤労決戦譜　垣本清雄　協栄出版社

勤労作業の指導方法　野尻重雄　地人書館

勤労人読本　鶴五三　東南情勢研究所

勤労青少年の文化と教育　鈴木舜一　西村書店

勤労青年の教養的生活　中込友美　国民教育会

勤労青年の生活　坪井敏男　健文社

勤労青年劇脚本集　忠霊塔　額田六福　国民社

勤労青年文化叢書　われらの生活と法律　秋葉保広　東洋書館

勤労青年文庫　決戦と勤労　富樫総一　麹町酒井書店

勤労文化教本　紙芝居　佐木秋夫　芸術学院

緊迫せる国際事情　清水留三郎　清談会



銀行叢書　川西正鑑　東京銀行　☆

くろがねの父　永松浅造　東水社

くろがねの守り無敵海軍　島村金重郎　八紘社

クーバン飛行場　中山信夫　海洋文化社

Kurusu Speaks 日本タイムス

空軍　大場彌平　改造社

空軍支那の秘密　国際経済研究所　国際経済研究所

空襲!！　保科貞次　千倉書房

空襲と国際法　田岡良一　巌松堂書店

空襲と都市　伊東千代蔵　博聞社

空襲と都市防空　岩田恒　大阪市教育部

空襲荒鷲部隊　三浦辰次 新生堂

空襲教護　帝国女子医専報告団　十二月堂

空襲防空読本　小田三都雄　雄生閣

空襲罹災者の保護　増子正宏　羽田書店

空中国防　川島清治郎　東洋経済

空中国防の情勢　陸軍省新聞社　大日本国防協会

空中戦の法的研究　楢崎敏雄　ダイヤモンド社

空中戦実記　筑紫二郎　時代社

空中戦法規論　山名壽三　白帝社

公卿辞典　坂本武雄　七丈書院

草の霊士の魂　安国晋成　教育者

国のかゞみ　田村益喜　養正時評社



国の子の家庭教育　飛田多喜郎　新潮社

国の力叢書　陸軍省　軍事科学社　☆

国を守る科学　浅田常三郎　高山書院

久原中島の動向に絡み時弊を衝く　伊東伯堂

雲のゆきかひ　川村女学院同窓会　川村女学院

雲は風を孕んで　松原一枝　天佑書房

苦悩を超ゆるもの　高神覚昇　第一書房

苦悶の英国　東健吉　ふたら書房

苦悶の蒋介石　白須賀六郎　宮越太陽堂

苦労の平等　高橋秀三　成史書院

黒潮とともに　坂橋良　陸軍之友社

黒住宗忠伝　延原大川　龍宿山房

訓練読本　鉄道省岡山保線事務所　鉄道技術者

軍の革新的動向　伊藤輔利　思想研究社

軍医転戦覚書　邑楽慎一　中央公論社

軍歌選抄　佐佐木信綱　中央公論社

軍歌名曲集　伊藤翁介　全音楽譜出版社

軍艦外務令解説　海軍大臣官房　海軍大臣官房

軍艦写真帖　野間久治郎　海軍協会

軍艦旗の下に　海野十三　偕成社

軍艦読本　福永恭助　一元社

軍艦物語　福永恭助　一元社

軍艦物語　宮慶治他　大東亜社

軍紀の研究　広瀬豊　武士道研究会



軍紀は囁く　委文健郎　文武書院

軍犬点描　田島庄太郎　狼吟荘

軍拡の嵐　檜山和一　兵庫県海軍協会

軍国に咲いた花　永瀬親雄　草牟田尋常小学校

軍国の母　清閑寺健　新興亜社

軍国の母の姿　瀬尾芳夫他　国民精神総動員中央連盟

軍国少年読本　蘆谷重常　実業之日本社

軍国日本人物大鑑　議会政治社

軍士鑑　帝国軍士鑑刊行会

軍事救護制度の実際　吉冨滋　山海堂

軍事科学概論　山田俊一郎　南北書院

軍事科学講座　西田恒夫　文藝春秋社　☆

軍事学叢書　独逸最高統帥論　ファンケルハイン／外山卯三郎　新

正堂

軍事講話　橋本均　村下印刷所

軍事講話資料集　樋山光四郎　偕行社

軍事史物語　松下芳男　国民図書協会

軍事叢書　陸軍省情報部　軍事思想普及会

軍事日満露会話　Ａ・ヤヌセフツキ／権藤正一　大阪屋号書店

軍事秘劇三幕　恋の銀翼　仲木貞一　東京朝野新聞

軍事年鑑　国際軍事研究会　朝風社

軍縮と新聞ニュース　加藤萬治

軍縮の脅威　大島高精　愛国青年会

軍縮の不安と海軍問題　海軍省　



軍縮会議と軍部強硬の真相　原田為五郎　日東書院

軍縮会議の決裂と帝国の海軍　大日本総合青年団

軍縮決裂と我等の覚悟　末次信正　楠公会総本部

軍縮比率の崩壊　貴島桃隆　登龍閣

軍需工業の展望　伊元富彌　高山書院

軍需工業動員法講話　内田源兵衛　松山房

軍需工業　藤岡一彌　創亜社

軍需品工場新経理要綱概説　商工経営研究会　大同書院

軍神の母　吉尾なつ子　三崎書房

軍神を生んだ母　清閑寺健　興亜日本社

軍神　江下武二正伝　宗改造　江下武二正伝刊行会

軍神　加藤少将正伝　朝日新聞社

軍神　杉本中佐　山岡荘八　大日本雄弁会講談社

軍神　特別攻撃隊九勇士　山田国男　一心堂

軍神　西住戦車長　永松浅造　東海出版社

軍神　広瀬中佐　明田米作　学習社

軍神　広瀬中佐伝　有馬成甫　広瀬神社創建奉賛会

軍神　山崎部隊　相馬基　毎日新聞社

軍人と政治　柳沼七郎　紀元書房

軍人の政治干与と広義国防　永山宜志秀　国民経済新報社

軍人の見たる排日と対米策　石黒肇　日東書院

軍人援護文芸作品集　軍事保護院

軍人書翰必携　武揚堂

軍人書翰文読本　加藤清司　テンセン社



軍人勅諭の御下賜と其史的研究　亘里章三郎　中文館書店

軍人勅諭の全解　齋藤市平　尚平館

「軍人直喩」教育の参考　大月静夫　日本兵書出版

軍人勅諭謹解　友田宜剛　琢磨社

軍人勅諭謹解　和田忠次郎　武揚社

軍人勅諭謹解　宮田新一　帝国文武会

軍人勅諭謹解　三浦藤作　鶴書房

軍人勅諭訓話資料　武川壽輔　成武堂

軍人勅諭読本　友田宜剛　琢磨社

軍人勅諭読本　朝比奈策太郎　日本経国社

軍人勅諭入門　里見岸雄　錦正社

軍陣秘笑録　大谷清麿　新日本

軍聖　東郷平八郎　仁木松雄　浩文社

軍制学教程　兵用図書

軍青年に与ふ　荒木貞夫　森田書房

軍隊教育学概論　鈴木庫三　目黒書店

軍隊教育漫画　輝く無敵陸軍　軍事普及会

軍隊教育要論　沼田徳重　兵書出版社

軍隊講義　滝沢正勝　日本国防協会

軍隊小説　散る花残る花　徳永凡　児訓社

軍隊生活の実際　石原宝　三山情報社

軍隊精神教育の参考　齋藤市平　尚兵館

軍隊　戦争　国民組織　白根孝之　青山出版社

軍隊体育の研究　平田内蔵吉　山雅房



軍隊的工場管理　小櫻軍二　ダイヤモンド社

軍隊内務の新研究　成武堂

軍隊内務教育　山崎慶一郎　琢磨社

軍隊日記　櫻井忠温　春秋社

軍刀　小泉親治　東京水平社

軍馬と火戦　宮井佳夫　紙硯社

軍備公債増税　猪俣津南雄　改造社

軍票論　今村忠男　商工行政社

軍部と新国民運動　松本富夫　心眼荘

軍部と新支那の建設　小林知治　東海出版社

軍部の国策全貌　神田孝一　今日の新聞社

軍部の目標　三島助治　国民政治経済研究所

軍部を衝く　野依秀市　秀文閣書房

軍部イデオロギー　東浩史　大和倶楽部

軍部論　永井三郎　先憂社

軍用犬ものがたり　大迫重隆　軍用犬研究所

軍用航空と民間航空　楢崎俊雄　有斐閣

軍用資源秘密保護法解説　田村真作　新光社

経国と地理　中村良之助　帝国書院

経国済生の大本　宇田尚　東洋思想研究所

経済と統制　赤羽豊治郎　大同書院

経済維新の理論　坂口三郎　ダイヤモンド社

経済一新講話　北沢新次郎　東京泰文社



経済学の根本問題　堀経夫　甲文堂書店

経済学全集　山室宗文　改造社

経済協同体の進展　松井春生　日本評論社

経済倶楽部講演　沢田節蔵　東洋経済新報社

経済決戦記　太田正孝　秀文閣書房

経済研究叢書　中村元督　日本工業倶楽部

経済研究パンフレット　宇津木武夫　経済研究会

経済事情問題十講　大阪商工会議所　大同書院

経済資料　印度統治機構の史的外観　中島宗一　満鉄東亜経済調査

局

経済資料　米国の対支経済政策　佐藤貞次郎　東亜経済調査局

経済新体制とは何ぞや　田中精一　日本評論社

経済新体制の再出発　朝日新聞社

経済政策概論　磯部喜一　有斐閣

経済戦はこれからだ　多いし利徳　金文堂

経済戦略と経済参謀　東京商科大学　ダイヤモンド社

経済全書　国弘員人　日本評論社

経済日本　小島精一　教育研究会

経済封鎖武力干渉　怖るゝに足らず　東福清次郎　先進社

経済ブロックと大陸　佐藤弘　古今書院

経世雑筆　安山実　霞ヶ関書房

経世瑣言　安岡正篤　刀江書院

経理部主計建技経技幹部候補生になるまで　齋藤市平　尚兵館

敬仰乃木将軍　長谷川正道　宮越太陽堂



敬神思想普及資料　大倉邦彦他　明世堂書店

敬神崇祖一体論　松永材　平凡社

敬神読本　白戸恒蔵　雄生閣

警鐘　中野五郎　起山房

警備戦線　柴田賢次郎　東亜公論社

警防実務知識　中村一六　警防時代社

警防団の消防機械戦術　吉岡義男　京都印書館

螢燈記　安田貞雄　六興商会

撃墜撃沈　早川成治　フタバ書院成光館

撃滅　小笠原長生　実業之日本社

撃滅の哲学　多田憲一　東文館

激動の中　三宅雪嶺　秀文閣書房

激動日本人物像　小林知治　国防攻究会

激発する大和魂　永松浅造　立誠社

激変渦中の世界と日本　満川亀太郎　先進社

激浪を衝く　高島晴雄　平凡社

血痕　赤間安吉　偕行社

血戦場南太平洋　吉田一次・西野源　大雅社

決死潜航十勇士　村上辰雄　改造社

決死爆破行　大島與吉　博文社

決戦の海　匝瑳種次　新大衆社

決戦の文化　岡村二一　文松堂書店

決戦下の育児　小林彰　東京社

決戦下の技術と生産　田部聖　実業之日本社



決戦下の健民厚生　Ｈ・ベルゼ―／高沖陽造　国際日本協会

決戦下の国民給養　藤原明夫　泉書房

決戦下の青少年　原了　協和書房

決戦下のドイツ婦人　ブレッシュリーベ／高沖陽造　国際日本協会

決戦下の日本産業　湊三郎　中川書房

決戦下の輸送問題　名取儀一・中島武　文化研究社

決戦下学生に与ふ　京都帝国大学　教育図書

決戦下青年に訴ふ　非凡閣

決戦下農村の使命　千石与太郎　大貫書房

決戦期の日本　下村宏　朝日新聞社

決戦企業整備の全貌　国策研究会　鱒書房

決戦時の農業構造　助川啓四郎　昭和刊行会

決戦態勢下に於ける青年少年団訓練の実際　布施市青少年団　盛運

堂

決戦態勢下の思想対策　三島助治　国民政治経済研究所

決戦統制会大鑑　秋吉富治　産業経済新聞社

決戦驀ら　沓掛享治郎　駸々堂書店

決戦貿易の潮流　小倉一郎　図書研究社

決戦漫画集　金子三郎　教学社

決戦満州国の全貌　高橋生則　山海堂

月刊　亜細亜の光　朝日新聞社

月刊　学校教練の参考　陸軍省兵務課　軍人会館

月刊　キング　長谷川卓郎・淵田忠良　大日本雄弁会講談社

月刊　訓練　陸軍報道部



月刊　現在　渡辺茂雄　大日本雄弁会講談社

月刊　建設青年　赤尾好夫　旺文社

月刊　興亜教育　小沢謙一　目黒書店

月刊　国土計画　国土計画研究所

月刊　国民教育　曽根松太郎　国民教育図書

月刊　厚生の日本　日本厚生協会

月刊　ＳＡＫＵＲＡ　大阪毎日新聞　毎日新聞社

月刊　山林　史学会　冨山房

月刊　新亜　譚清虚　新亜月報社

月刊　青少年の進路　松崎敏夫　受験時代社

月刊　戦争文化　今藤茂樹　戦争文化研究所

月刊　太陽　朝日新聞社

月刊　拓殖文化　豊田悌助　拓殖大学報国会

月刊　東亜解放　草野心平　東亜解放社

月刊　東亜連盟　木村武雄　東亜連盟協会

月刊　婦人亜細亜　毎日新聞社

権威　後藤静香　希望社

権益擁護　正義の旗風　春日靖軒　研文書院

健康日本へ　金井彌太郎　平凡社

健康農村の樹立　楠木正康　社会教育協会

健民修練の指導　工藤程　日本臨床社

建国　清水芳太郎　平凡社

建国の精神と日本民族の覚悟　池田秀雄・小磯国昭　松山房

建国の哲学　鈴木健一郎　立命館



建国二千六百年記念　近藤源吉　日本精神社

建国物語　永田稠　日本力行会　☆

建国由来と皇道政治　大井一哲　日本社会問題研究所

建設に甦る新支那大観　宇都宮謙　上毛日日新聞社

建設に甦る北支五省　馬場春吉・宇都宮謙　興亜経済研究会

建設の礎石　満州開拓青年義勇軍

建設者叢書　下村湖人　小山書店

建設戦　朝日新聞社

建設戦の経済諸問題　近藤実　東亜書局

建設戦記　上田広・濱田昇　改造社

建設途上の満州国　篠崎嘉朗　日満実業協会

建設倫理学　杉森孝次郎　早稲田大学

建築新書　伊藤正文　相模書房

建白書　山中豊吉

建文新書　英国人の東亜戦　丸山学　京極書店

堅実なる国体観念　加藤尺堂　精神教育研究会

剣の気魄　高野佐三郎　協同公社

剣道教育の実践　吉岡治一　文泉堂書店

顕揚　頭山精神　宇都七郎

原典列記　日本神代伝集成　泥谷良次郎　日本神代伝集成刊行会

元帥山本五十六　大田清文　潮文閣他

元帥山本五十六　目黒真澄　新正堂

現下の教育問題　小川正行　目黒書店

現下の二大問題を衝く　谷口玉留　投資経済社



現下政治の動向　津久井龍雄　新光閣

現今教育の重要問題　塚原政次　明治図書

現状打開論　中里介山　隣人之友社

現代の印度　日本拓殖協会　越後屋書房

現代の国防と産業　石原戒造　学而書院

現代の政治　関口泰　選挙粛正中央連盟

現代外交の動き　稲原勝治　福田書房

現代学芸全書　前沢雅男他　三笠書房　☆

現代豪州論　伊東敬　三省堂

現代口語青年新書翰文　帝国通信調査会

現代国家新原理　天川信夫　明善社

現代国家民族大観　国際思想研究所　☆

現代国防研究叢書　ベルトカウ他　育生社　☆

現代思想の歴史的批判　中村孝也他　河出書房

現代人の神道　溝口駒造　大日本鶏鳴会

現代心理学　国防心理学　小保内虎夫他　河出書房

現代政治の常識　大平進一　同文社

現代青年の覚悟　小住七五三　清水書房

現代青年叢書　小川格　湯川弘文堂

現代戦争読本　長野朗　坂上書院

現代戦争文学全集　ヘルデス／小泉泰明　香風閣

現代哲学叢書　皇道哲学　佐藤通次　朝倉書店

現代独逸の教育　ウィルヘルム他／鷲谷武二　日本青年教育会

現代日本と世界の動き　徳富猪一郎　民友社



現代日本の教育をどう考える　渡部政盛　啓文社

現代日本政治講座　堀真琴　昭和書房　☆

現代名士　大雄弁大獅子吼集　青年雄弁会　春江堂

現代用兵論　酒井鎬次　日本評論社

現地に視るタイ国華僑　天田文郎　南洋協会

現地調査報告　新支那建設の政治経済問題　国際経済学会

玄米飯と生活戦争　守屋磐村　泉書房

玄米食と戦争生活　吉田弘　東華書房

ゴビ砂漠探検行　澤壽次　目黒書店

コンビェーンニュの今昔　三好貞雄　大民社

この海空軍　古澤磯次郎・西寛治　今日の問題社

これが支那だ　山崎百治　栗田書店

これが聖戦だ　露久保賢治　革新社

これからの経済生活　前田梅松　高山書院

これからの新聞　上田正二郎　綜文社

これからの日本はどうなるか　遠山景久　日本青年建設同盟

これからの防課　宮本享一　育生社弘道閣

Contiendas Chino-Japonesas ヘラルド編集部

五・一五事件背後の思想　伊福部隆輝　明治図書

五箇条御誓文奉戴七十年に際して国是の確認　野田武夫　芳山房書

店

五大革新史論　河原萬吉　霞ヶ関書房

五分間演説式辞挨拶　山口源二郎　天泉社



五十周年記念講演集　新体制と新島先生　同志社

興亜の先駆　伊礼肇　郁文社

興亜の大義　徳富猪一郎　明治書院

興亜の大業　松岡洋右　第一公論社

興亜の父　小村寿太郎　石井一郎　東和出版社

興亜の道標　原重治　自働道話社

興亜の理想及経論　建部遯吉　愛国新聞社

興亜教育叢書　林銑十郎　文松堂書店

興亜一路　井上雅二　刀江書院

興亜科学教育　吉田弘　目黒書店

興亜学村　大久保教育　国民訓育連盟　第一出版協会

興亜記　隈元常矩　春江堂

興亜議会に叫ぶ　松浦周太郎　北海道人社

興亜教育論　森信三　同志同行社

興亜経済の前途　石渡荘太郎　今日の問題社

興亜経済行脚　田村浩　巌松堂書店

興亜経済研究所紀要　早大興亜経済研　早稲田大学

興亜経済論　平竹伝三　大阪屋号書店

興亜建設の基礎知識　楢崎観一　大阪屋号書店

興亜講演集　入沢文明　大政翼賛会

興亜国民の修養　加藤咄堂　国民教育普及会

興亜五十年の坂を攀じて　井上雅二

興亜産業の現地報告　山崎光夫　現地報告刊行会

興亜事業大系　内藤八十八　事業と経済社



興亜商事要項　大阪実業協会　東洋図書

興亜人物論　田中彌十郎　遠藤書店

興亜政治経済研究　早大興亜経済研　千倉書房

興亜聖戦の輿望　足立陽太郎　足立誠進舎

興亜青年の覚悟　宮島真一　文進堂書店

興亜青年の道　近藤春雄　開隆堂

興亜地理教育　興亜地理学会　古今書院

興亜日本教育史　丸山朝吉　日本教育振興会

興亜農村青年の行き方　増田亮一　泰文館

興亜文庫　佐津川準他　天理教道友社　☆

興亜論集　世界に先駆する日本　永井柳太郎　照文社

興国朗吟集　中尾泰山　翼賛出版協会

広安門　櫻井徳太郎　刀江書院

広域圏の経済理論　高橋次郎　文川堂

抗戦支那と列強　原勝　改造社

抗日戦闘実力はこれだ　佐藤秀雄　雄飛閣

光栄録　秋元文吾　光栄録謹纂所

光明に輝く人生観　人生に結論なし　竹内浦次

講演と文章　支那問題　松本忠雄　斯文書院

講演の友　伊集院兼清　講演の友社

講演集　豊多摩刑務所職員倶楽部

講演叢書　弓削達勝　渡辺記念文化協会　☆

講談社の絵本　尾張真之介他　大日本雄弁会講談社　☆

講話訓話資料　教育美談逸話集　講話啓示教育研究編集部　啓文社



交換船　大石千代子　金星堂

交通文化叢書　宮原武雄　国際交通文化協会

工員必携労務統制の話　福原徹　常磐書房

工業動員叢書　日本工業協会　日本評論社

工場の四季　鈴木舜一　協和書房

工場演劇脚本集　園池公功　協和書房

工場給食施設　大阪産業報国会　東洋書館

工場唱歌　永井幸次　音楽教育出版協会

工場道徳　戸田貞三　文学社

工場防空講習録　警視庁警防課　東京工場協会

工兵の父　神戸雄一　新興亜社

工兵講義　瀧澤正勝　日本国防協会

工兵操典　国防同志会兵学研究部　軍事界社

工兵隊進撃　和泉恭　晴南社

航空と女性　中正夫　越後屋書房

航空五十年史　仁村俊　鱒書房

航空機の多量生産方式　内燃帰還編集部

航空機工場読本　厚生研究会　新紀元社

航空機乗組員養成所　宮本晃男　墨水書房

航空機乗組員養成所　入学受験案内　箕輪香村　文憲堂書店

航空技術叢書　宮本晃男　育生社弘道閣

航空志願者の指針　山崎一二　航空社

航空小説・随筆集　古川真治　東亜書林

航空心理　望月衛　小山書店



航空機の技術　新谷春水　改造社

航空対談　菊池寛　文藝春秋社

航空魂　江橋英次郎　東水社

航空断想　尾崎行輝　育生社弘道閣

航空読本　小川太一郎　日本評論社

航空ニッポン　平野零児　内外社

航空日本と世界　野口昴　新興亜社

航空日本の建設へ　高橋彰三　呉港新報社

航空日本を築いた人々　里木悦郎　先生書店

航空年鑑　帝国飛行協会

航空発達史　長谷邦夫　新聞連合通信社

航空発動機の常識　庄司健吉　八雲書店

航空部隊　榊山潤　実業之日本社

航空部隊二十年　柴田真三郎他　三光社

航空兵談　磯部鐵吉　霞ヶ関書房

航空兵読本　西原勝　日本兵書出版

航空法論　山名壽三　有斐閣

航空輸送の常識　楢崎敏雄　千倉書房

行軍　豊田三郎　国民図書刊行社

皇学叢書　勤王に帰一し奉る　水島光一

皇紀二千六百年　天皇本尊建立　高橋善七　唯一仏団本部

皇紀二千六百年記念　興亜産業大鑑　伊藤茂雄　興亜産業調査会

皇紀二千六百年記念　講話資料　明治図書

皇紀二千六百年記念誌　躍進日本　長里清　帝国連合通信社



皇紀二千六百年の用意　高楠順次郎　大阪毎日新聞社

皇軍の華　後宮少尉の俤　和歌山市湊歩兵　第六十一連隊将校団

皇軍の誉　此ますらを　馬場直美　国民教育会

皇軍の面目　つはもの会　帝国在郷軍人会

皇軍を慰問して　瀧澤七郎　東京鋳物工業組合

皇軍慰問　橋本梅代　大日本国防婦人会

皇軍慰問　石井漠　日本教育資料刊行会

皇軍慰問史　前島通博　日刊通信社

皇軍慰問日記　片桐龍子　忠誠婦徳会

皇軍々記の再認識より非常時指導精神の確立へ　粟野健太郎　八紘

会研究部

皇軍受験作文　今田哲夫　子文書房

皇軍美談　愛国軍事劇集　松本亮二　津文荘

皇軍百萬　木村毅　興亜文化協会

皇軍連隊旗写真帖　森本富蔵　皇徳奉賛会

皇国に身を捧げて　飯田豊二　金星堂

皇国の神と宗教に就て　木津無庵　破塵閣

皇国の危機　関根郡平　平書出版社

皇国の危機　日米戦近し　佐藤清勝　宮本武林堂書店

皇国の軍人精神　荒木貞夫　朝風社

皇国の軍備と国勢　皇道振興会　茨城新報他

皇国の経綸及規範　黒川文淵　平凡社

皇国の建軍本義　松本富夫　大日本国防協会

皇国の子躾の記録　中西明子　第一出版社



皇国の興廃太平洋にあり　広瀬彦太　興亜日本社

皇国の三大公律と仏教　村井昌八　文明堂

皇国の書　森清人　東水社

皇国の姿　和田信二郎　目黒書店

皇国の生成　卯木菊之助　

皇国の美　今堀友市　育芳社

皇国の道と教育　大杉謹一

皇国の道と国民学校　伊藤文一　三井出版商会

皇国の道を直視して　二荒芳徳　湯川弘文社

皇国の行くべき道　萩原拡　目黒書店

皇国の理念　渡辺幾治郎　東興社

皇国海戦史　海ゆかば　永松書房

皇国教育の新使命　中野八十八　教育実際社

皇国教育精神読本　星兵三郎　吉川弘文館

皇国教化の本義　福島政雄　興教書院

皇国苦戦記　山中峰太郎　春陽堂　☆

皇国戦記　山中峰太郎　春陽堂

皇国憲法　筧克彦他　赤門堂書店

皇国憲法法序論　田中輝彦　丙甲義社

皇国固有法の精神と遵法　木下広居　文松堂出版

皇国史概説全　高野忠男　松華堂書店

皇国史要　猪谷文臣　日本出版社

皇国士道論　森清人　第一出版社

皇国頒詞　山田孝雄　櫻書房



皇国詔勅謹解　多田正知　金城書房

皇国女鑑　前田若尾　明治書院

皇国女性教養講座　赤尾好夫　旺文社

皇国神学の基礎原理　佐藤定吉　皇国基督会

皇国新書　日本の政治　木下広居間　皇国青年教育協会　皇国生産

魂　小池藤五郎　山海堂

皇国青少年健民教室　吉田機司　日本合同通信社

皇国青年の使命　中野八十八　清水書房

皇国青年音楽教科書　井上武士　共益商社書店

皇国青年教科書普通科　石川清一他　青年学校教科書

皇国精神講座　小林一郎　平凡社　☆

皇国精神叢書　紀元二千六百年奉祝会　皇国青年教育協会　☆

皇国宣揚資料大綱　加藤儀一郎　会通社

皇国体の大義　渡辺八郎　春陽堂

皇国体制　松永材　興亜青年運動本部

皇国大日本と其使命　建国講演会

皇国大日本史　渡辺幾治郎　朝日新聞社

皇国通史　向居淳郎　目黒書店

皇国同志会叢書　服部宗明　皇国同志会

皇国二千六百年史　藤谷みさを　大阪毎日新聞社

皇国日本　亘理章三郎　目黒書店

皇国日本の信仰　佐藤定吉　イエスの僕会

皇国日本の青年と新協同組合運動　江川彌太郎　協同報国社

皇国日本を説く　小倉鏗爾　二松堂書店



皇国之輝　皇国之輝編纂部　日本国防新聞社

皇国農民精神　相原言三郎　遠藤書店・上阪書店

皇国必勝論　徳富猪一郎　明治書院

皇国文学　戦記物語研究　福田久道　六芸社

皇国民の生き方　鈴木暢幸　森江図書

皇国民之信仰　大竹晴園　神道会

皇国民読本　石山正夫　平凡社

皇国民錬成の学童訓　松本正治　丸文書房

皇国名婦選　大日本連合婦人会　会通社

皇国歴日史談　舟橋茂　成武堂

皇魂　長野長広　照林堂書店

皇魂賦　小山寛二　三邦出版社

皇室と日本精神　辻善之助　大日本図書

皇室と文化　及川儀右衛門　中文館書店

皇室に対する私の信念　野依秀市　秀文閣書房

皇室聖鑑　池田謙次　皇典研究所　

皇室大観　藤樫準二　東京日日新聞社

皇室中心主義　津村重舎　政治経済時論社

皇戦　高嶋辰彦　戦争文化研究所

皇統を仰ぎて　橋詰武生　大上精機研究所

皇道　池岡直孝　敬文堂書店

皇道　柳澤正樹　川流堂

皇道・王道・覇道・民道　田崎仁義　甲文堂書店

皇道と惟神道　宇佐美景堂　皇徳奉賛会



皇道と実生活　牧宏安　日本連合通信社

皇道と世界国建設　高須芳治郎　大阪屋号書店

皇道と密教　山岡瑞円　銀行信託社

皇道と和魂　小宮春三郎　鬼貫堂書店

皇道の研究　河野省三　文学社

皇道之真意義　中野邦一　固本盛国社

皇道の生命　熊崎建翁　五聖閣出版局

皇道乃日本　渡辺聴雲　皇道乃日本社・東海春秋社

皇道の本義　今泉定助　櫻門出版部

皇道の理念と法制　増田福太郎　巌松堂書店

皇道維新と荒木イズム　守田貞記　皇道館川崎政治学院

皇道帰一と精神統一法　清水英範　会通社

皇道軌範　三井邦太郎　日本精神宣詔会

皇道教育論　尼子止　モナス

皇道経済の原理　堂西司馬次　皇道経済研究所

皇道経済論　久原房之助　千倉書房

皇道原理　日本教学　岡本利吉　日本電報通信社

皇道原理と絶対臣道　田崎仁義　甲文堂書店

皇道講座講演筆記録　丹羽市三　北国夕刊新聞社

皇道講話　今泉定助　山洲堂書店

皇道国家建設試論　石原新三郎　経済情報社・東峰書房

皇道思想とはどんな思想か　鄭然圭　満蒙時代社

皇道自治精義　津田光造　青年書房

皇道主義思想の確立　藤井章　高陽書院



皇道政治之要諦　国弘健一　祭政教一元会

皇道精神と新体制　平岡精三郎　皇道顕揚会

皇道精神の真髄　鳥井敦子　惟神皇道同志会

皇道精神の水戸学　江幡弘道　文淵閣

皇道精神を明かにした少国民の道　濱口寛市　駸々堂書店

皇道精神鍛錬録　小島総洲　至誠を発動せしむる道場

皇道世界観　中柴末純　宮越太陽堂

皇道宣布の戦ひ　平櫛孝　錦城出版社

皇道読本　新体制指導原理　中柴末純　宝文館

皇道日本の世界化　徳富猪一郎　民友社

皇道日本の世界統制　大場喜壽治　二松堂書店

皇道農業　黒澤酉蔵　育英出版

皇道派は何にをなさんとするか　鄭然圭

皇道文化の世界指導　大亜細亜社

皇道本義　大和民族の生活原理　希声社　富士原書店

皇道満支建設私案　影山正治　大日本生産党

皇道理論集　鄭然圭　皇学会

皇道論叢　今泉定助　櫻門出版部

皇農　戦時農村の新建設理念　長野長広　照林堂書店

皇武　館野覚治　目黒書店

皇兵　山中峯太郎　同盟出版社

皇法学概論　金平幹夫　有斐閣

皇宝叢書　岩瀬博之　皇宝社

皇民の書　大浦英　三享書房



皇民の錬成　徳田浩淳　二松堂書店

皇民道徳原論　馬場文翁　朝倉書店

皇民読本 長野 朗　大和書店

皇民必携　小壷彌太郎　皇民社

皇民禮法精典　国民禮法振興会　軍事教育社

皇民錬成の訓育形態　後藤博美　啓文社

皇民錬成の哲理　草場弘　第一出版社

皇民錬成訓　萩原拡　国民教育社

皇民錬成　西條教育　檜高憲三　第一出版協会

皇民錬成新書　和田亀治　増進社

皇民錬成　挺身行の学校訓練　松田友吉　啓文社

皇民錬成　日本主義の教育　水木梢　高踏社

皇稜に祈る　京都新聞社　晴南社

皇稜虔拝記　生島五三郎　京都印書館

皇稜新志　比企修　皇国青年教育協会

黄沙漫々　渡辺公平　竹村書房

孔子教の戦争論理　北村佳逸　南郊社

公式新国儀礼　佐野憲作　三省堂

公民教育選挙常識　北條為之助　大成通信社

公民叢書　台湾地方自治連盟

高射砲戦記　田中新三郎　南北書院

高等科海軍各練習生　帝国文武学会

高等小学国史過程の新展開　大松庄太郎　明治図書

高等常識　荒木秀一　大阪銀行集会所



高等日語文範　建国大学研究院　健文社

豪州の運命　井上武夫　肇書房

豪州の社会と経済　岡倉古志郎　電通

豪州及び南太平洋　長倉矯介　日本書院

豪州史　泉信介　人文閣

豪州事情　白仁泰　立命館

豪州侵略史　斑目文雄　欧文社

豪州連邦　宮田峯一　鉱文社

厚生国民劇集　河原たつろ　大正書院

構成地理学と国防政策　中村良之助　三省堂

更生日本を描く　大塚小一郎　誠文堂新光社

郷男爵記念会論文集　佐藤七郎・大石泰彦　有斐閣

轟沈　小笠原淳隆　東水社

孝の哲学日本国体　岩野直英　旧邦社

孝道の科学的研究　広池千英　道徳科学研究所

江南踏査　慶応大学文学部　三田史学会

江南二句の旅　櫻井長穂　日本新聞連盟

鉱物と国連　渡辺萬次郎　誠文堂新光社

功労馬車は嘶く　後藤斯馬太　健文社

国威宣揚物語　萩原新生　皇国青年教育協会

国家　教学　教育　西晋一郎　目黒書店

国家と教育　精神科学会　目黒書店

国家と軍隊　松平親義　松山房

国家と個人　本荘可宗　千倉書房



国家と世界観　飯倉亀太郎　白馬書房

国家の興亡と海上権力　中村伸泰　郁文社

国家改造計画綱領　中野正剛　千倉書房

国家改造論策集　警保局保安課

国家学研究　大串兎代夫　朝倉書房

国家興亡の法則　河原萬吉　新興亜社

国家国民の体育　平沼良　目黒書店

国家財政の戦備と作戦　ゼー・リーサー／石井忠

国家財政概論　井藤半彌　巌松堂書店

国家宣伝統制　森崎善一　宣伝統制局

国家総動員経済講話　大阪商工会議所　一元社

国家総動員態勢に就て　植村甲午郎　経済研究会

国家総動員法と国民生活　長島又男　生活社

国家総動員法の解説　塚田一甫　秋豊園

国家総動員法釈義　大竹武七郎　松華堂

国家総動員法令集　企画院　内閣印刷局

国家総力戦の戦略　モーラヴェッツ／小暮浪夫　肇書房

国家総力戦　防諜講話　大坪義勢　大日本雄弁会講談社

国家的母性の構造　森泰子　三省堂

国学全史　野村八良　有恒堂

国旗・皇道・正中思想　川口源司　東京宝文館

国旗の知識　早川須知雄　同文館

国旗綴り方集　川辺喜一郎　宝文社

国境　金久保通男　ヘラルド雑誌社



国境論　金生喜造　日新書院

国業論　田中智学　天業民報社

国語論集　日本語の朝　島田春雄　第一公論社

国際関係研究　蝋山政道　国際関係研究会

国際危機第一年　高田広海　朝日新聞社

国際軍備縮小問題　三枝茂智　新光社

国際航空の話　大久保武雄　平凡社

国際時事解説　外務省情報部　三笠書房

国際事情続編　外務省情報部　良栄堂

国際事情世界の動き　外務省情報部　良栄堂

国際常識　山田豊・小野久雄　蔵王閣

国際情勢年報　西尾忠四郎　青年書房

国際政治から観た日支の抗争　田中直吉　立命館

国際政治と戦争　水谷吉蔵　平凡社

国際戦を叫ぶ爆弾支那　相馬基　東京日日新聞社

国際読本　外務省情報局　改造社　☆

国際難局と国民の覚悟　田村秀吉　政策研究会

国際日本の自覚　杉森孝次郎　理想社

国際日本の地位　白鳥敏夫　三笠書房

国際秘密戦と防諜　丸山義雄　実業之日本社

国際謀略の話　柴田武福　青山出版社

国際問題研究パンフレット　高橋清哉・篠塚彌作　国際問題研究会

国際連盟を暴露する！　軍事教育社

国際連盟協会叢書　信夫淳平　国際連盟協会　☆



国際連盟軍縮本会議と日本　本田熊太郎　外交時報社

国際連盟離脱に関する詔書演義　萩原拡　宝文堂

国策から見た戦争　齋藤栄三郎　モナス

国策と株式　山一證券調査部　山一證券

国策の検討と具体化　下垣幸三郎　日本政治調査会

国策会社の本質と機能　企画院研究会　同盟通信社

国策研究会パンフレット　鈴木嘉一　国策研究会

国策参謀本部設置案　資源整備調査局

国策直言　長島隆二　立命館

国策満州移民　菱沼右一・木村誠　中央情報社

国策問題叢書　政治問題調査会　☆

国史と国体　神尾庄治　明治大学史学会

国史と世界史　中村一良　聖紀書房

国史と日本精神　清木直一郎　青年教育普及会

国史と日本精神の顕現　清原貞雄　藤井書店

国史の輝　中村徳五郎　巧人社

国史の華　中村直勝　全国書房

国史概論　重原慶信　白林社

国史教育の目的論　中村時之助　中文館

国史教育大系　宮腰他一郎　晃文社

国史教育　榊原帰逸　育生社

国史研究叢書　末松保和　至文堂

国史講座　受験講座刊行会

国史資料集　国民精神文化研究所



国史集説　鮎澤信太郎　照林堂書店

国士列伝　大坪草二郎　高山書院

国政の本義　内田正己　東海出版社

国政一新論叢　国政一新会　言海書房　☆

国政革新と広義国防論　吉澤留次郎　山光社

国聖日蓮　室伏高信　潮文閣

国体と教育　渡辺八郎　春陽堂

国体と基督教　大谷美隆　基督教出版社

国体と国旗　須基浩　理想社

国体と思想国防　清水義暲　清水書房

国体と全体主義　関栄吉　青年通信社

国体と仏教　椎尾弁匡　東文堂書店

国体と民族　中山太郎　東洋堂

国体に関する異説に就て　丹羽市三　北国夕刊新聞社

国体に醒めよ　古川清治　島田満治郎

国体のお話　石川金吾　日本精神宣昭会

国体の仰信と仏教　稲津紀三　大東出版社

国体の渕源　藍田盛道　建国講演会

国体の真髄　長谷川陸郎　あさひこ発行所

国体の信念　富永半次郎　承謹会

国体の話　西川平吉　出来島書店

国体の本義　山田孝雄　宝文館

国体の本義　文部省　内閣印刷局

国体の本義と元首の国法上の地位　北野豊治郎　北野研究所



国体の本義と農道　大日本農道協会

国体の本義解説叢書　河野省三　石川県教学局

国体の本義解説大成　孫田秀春・原房孝　大名堂書店

国体の本義詳説　磯野清　目黒書店

国体の本義通釈　孫田秀春・原房孝　大名堂書店

国体の明徴と政治及教育　大日本国体宣揚会　皇学書院

国体を描く画家　神山白士　艸書房

国体科学研究　里見岸雄　錦正社

国体科学叢書　里見岸雄　国体科学社　☆

国体学　樋田豊太郎

国体観念強調の国史教育　中野八十八他　新生閣書店

国体教育の新建設　東方書院

国体教育少年読本　星野武雄　明治会本部

国体教育史論　福島政雄　目黒書店

国体原理天皇親政篇　遠藤友四郎　錦旗会本部

国体講演録　文部科学省普通学務局　宝文館　☆

国体講話　戦時下国民への書　今泉定助　大日本運動本部

国体思想論　広島文理大　目黒書店

国体真義　杉浦重剛・白鳥庫吉　世界文庫刊行会

国体信仰講座　高佐貫長　行道文庫

国体信仰解義　鄭然圭　皇学会

国体精華大和魂　馬場峰月　帝国講学会

国体精神と教育　今泉定助　三友社

国体精神と生活の表裏　小川博通　改元堂



国体精神の涵養　亘理章三郎　中文館書店

国体精神教育勅語　大日本の道　三村親信　大日本家族協会

国体型典　水谷市太郎　里見日本文化学研究所

国体読本　杉浦重剛・白鳥庫吉　世界文庫刊行会

国体読本　田中耕耘　海国社

国体法の研究　里見岸尾　錦正社

国体法理学　辻本正一　平凡社

国体本位の宗教教育　中根環堂　如是社・時嘲社

国体本義の明徴　池岡直孝　啓文社

国体明徴と仏教　利井興隆　一味出版部

国体明徴を中心として帝国憲法を論ず　山崎又次郎　清水書店

国体明徴憲法読本　唯根伊興　誠志堂書店

国体明徴皇道の道　有賀極光　東大古族学会

国体明徴講話資料　金井真澄　第一出版協会

国体明徴素神は支那中国の開祖也　有賀極光　東大古族学会

国体明徴読本　松本重敏　世界公論社

国体明徴日本精神講話　教養会

国体論　野村八良　文明堂

国鉄奉公運動と勤労の理念　東京鉄道局　通文閣

国土の精神　江澤譲爾　新潮社

国土学　前川晃一　朝倉書店

国土計画の理論　日下藤吾　大鵬社

国土計画論　吉田秀夫　河出書房

国土常若　藤原超然　高日本社



国土防衛の戦　大坪義勢　野ばら社

国内改革問題を軍部はどうするか　上村文三　大文字書院

国内体制と政治力　津久井龍雄　経済書籍

国難と北条時宗　関靖　長谷川書房

国難来る　野瀬秀彦　長谷川書房

国難の示す史的意義　松原致遠　日本教学研究会

国難元寇記　劉寒吉　四海書房

国難大戦来る　樋口麗陽　日本書院

国難日本の新方向　瀧澤操六　先憂社

国婦銃後の花　徳島地方本部　大日本国防婦人会

国防と海運　伊藤健雄　白水社

国防と朝鮮人　李東華　黄人社

国防の将来　河村幹雄　白水社

国防の第一線に躍る　国防思想協会

国防の立場から　池崎忠孝　昭森社

国防の本義と其教化の提唱　藤江利雄　日本文化同盟

「国防の本義と其教化の提唱」に対する評論集　陸軍省新聞班

国防危し我れに勝算ありや　伊達龍城　明治図書

国防科学研究叢書　桑原玉市　冨士書店

国防科学新書　石川栄耀　日本電報通信社

国防科学叢書　土屋喬雄他　ダイヤモンド社　☆

国防画報　浅野一男　春秋社　☆

国防技術　多田禮吉　白揚社

国防教育の実践方策　山崎博　大都書房



国防教科と理数科教育　神奈川師範附属国民学校　新光閣

国防軍備の常識　保科貞次　法制時報社

国防経済の基礎知識　木村孫八郎　東洋書館

国防経済学大系　赤松要他　巌松堂書店

国防経済論　フィッシャー／伊藤好道　万里閣

国防原論　佐藤六八　兵用図書

国防国家　武田忠哉　ノイエ・ザハリヒカイト学会

国防国家と交通　堀口大八　東洋堂

国防国家と新経済体制　武田鼎一　高山書院

国防国家と臣道実践　木嶋一光　大東出版社

国防国家の教育と学校　大島三男　小学館

国防国家の綱領　企画院研究会　新紀元社

国防国家の法律　石橋信　ダイヤモンド社

国防国家の理論　黒田覚　弘文堂書房

国防常識　西岡静太郎　兵用図書

国防心理学要論　Ｍ・ジモナイト／望月衛　中川書房

国防新論　佐藤鐵太郎　民友社

国防政治の研究　五十嵐豊作　日本評論社

国防政治学　ニーダー・マイヤー／大澤峯雄　理想社

国防叢書　水島荘介他　帝国国防協会　☆

国防体育訓練指針　中澤米太郎　青年教育普及会

国防体制の学校経営　高田師範附属国民学校　教育実際社

国防体制法の研究　中野登美雄　理想社

国防大事典　櫻井忠温　中外産業調査会



国防地政学　岩田孝三　帝国書院

国防哲学　蓑田胸喜　東京堂

国防文化撰書　山田文雄他　万里閣　☆

国防文芸叢書　三千萬の呼声　富田常雄　成武堂

国防問題参考資料　明日の国防

国防力の整備　善隣協会　目黒書店

国本に培う綴方　稲森愛次郎　明治図書

国民に訴ふ　中山末三　南進社

国民の重大覚悟　大道弘雄　朝日新聞社

国民の書　永田秀次郎　人文書院

国民を基礎とする政治機構改革に関する私見　久原房之助　中野豊

治

国民意識の発展　八木格治・宮部富次郎　建文館

国民運動の再出発　安達巌　霞ヶ関書房

国民海軍読本　植松尊慶　山海堂

国民外交　世界の敵とされた日本　壁経平　帝国新報社

国民皆兵新論　村瀬武比古　成武堂

国民皆労　厚生研究会　新紀元社

国民科学新書　秋月俊一郎他　山海堂

国民科地理教授法　香川幹一　古今書院

国民家族会議　入澤文明　大政翼賛会

国民学校と少年団　安藤堯雄　弘学社

国民学校の真精神と使命　寺田彌吉　明治図書

国民学校の本義　佐藤源吉　台湾出版文化



国民学校教育大系　中尾勇　晃文社

国民学校教授の実践形態　長谷川瑞　啓文社

国民学校教則解説　阪本一郎　明治図書

国民学校教則真義　堀七蔵　皇国青年教育協会

国民学校軍人援護教育の実際　浅岡忠蔵　友松堂

国民学校訓練の実践的研究　群馬師範附属小　明治図書

国民学校経営原論　安藤堯雄　教育科学社

国民学校剣道教授の研究　馬場豊二　明治図書

国民学校皇民錬成の研究　青山師範附属小　明治図書

国民学校国語の修練実践　米田政栄　啓文社

国民学校国防教育体制　林進治　新光閣

国民学校国防教育論　内山静一・下地恵常　同文館

国民学校国民科修身精義　小林佐源治　教育科学社

国民学校指導参観批評　白井勇　明治図書

国民学校教師道論　草場弘　清水書房

国民学校聖戦読本　棟田博　学芸社

国民学校戦力増強の教育　学校教育研究会

国民学校体練科武道の精神と実際　仲瀬敏久・村上貞次　清水書房

国民学校薙刀精義　園部繁八　東洋書房

国民学校錬成の本道　学校教育研究会　宝文館

国民合唱　日本放送協会　

国民惟神道読本　平田粲　新興亜社

刻印教育と親心　小西重直　玉川学園

国民教育と労作教育　小林澄兄　明治図書



国民教育の課題　稲富栄次郎　創元社

国民教育の動向　教育思潮研究会　目黒書店

国民教訓練東郷元帥の言葉　東郷平八郎他　日東書院

国民経済原論　正井敬次　大同書院

国民敬神問答　河田晴夫　京文社

国民国防同盟会記念録　佐藤賢　国民国防同盟会

国民自覚運動パンフレット　服部文城他　日本文化中央連盟　☆

国民自覚叢書　高木友三郎　日本文化中央連盟　☆

国民思想と教育　吉田熊次　青年教育普及会

国民思想史概説　蘆田正喜　啓明社

国民思想叢書　聖徳篇　加藤熊一郎　国民思想叢書刊行会

国民主義と欧米の動き　蛯川新　日本書院

国民小訓　徳富猪一郎　日本書院

国民諸君の協力を求む　横川重次　東亜経済研究所

国民新体法読本　三鈴社

国民精神の淵源　村岡典嗣　青年協会普及会

国民精神の大本　岩垂憲徳　目黒書店

国民精神作与詔書述義　亘理章三郎　中文館

国民精神作与叢書　紀平正美　文部省

国民精神総動員　箱田北雷　常総日曜新聞社

国民精神総動員と小学校教育の実践　栗下喜久治郎　明治図書

国民精神総動員と戦時及戦後の教育　中野八十八　明治図書

国民精神総動員と農村対策　小林正彦　三友社

国民精神総動員と報徳生活　道久誠二　玄同荘



国民精神総動員に就て　鵜澤聡明　明治大学

国民精神総動員に就て国民に激す　国民精神総動員指導会　二松堂

書店

国民精神総動員解説　全国民団結せよ！　亀岡豊二　帝国軍事協会

国民精神総動員教程　景山鹿造　日本青年教育会

国民精神総動員資料　岩手県庁

国民精神総動員資料　古谷敬二　中央教化団体連合会

国民精神総動員資料　近藤源吉　日本精神社

国民精神統一之具体的方策論　熊谷大検

国民精神読本　人格生活の指導原理　熊崎健翁　鷲峯社

国民精神文化研究　紀平正美他　国民精神文化研究所　☆

国民精神文化講演集　国民精神文化研究所　☆

国民精神文化類集　紀平正美他　国民精神文化研究所　☆

国民政府の戦時金融対策　原口密司　東京銀行

国民戦技武道読本　旺文社

国民組織の政治力　厚生研究会　新紀元社

国民的教養の出発　佐藤得二　那珂書店

国民道徳の根本問題　伊藤

国民道徳の要領及要義　松田末吉　大同館書店

国民道徳新講　宇田尚　酒井書坊

国民道徳要義　深作安文　弘道館

国民道徳要義　亘理章三郎　目黒書店

国民道徳論　伊藤武壽　博文館

国民読本　教育勅語服膺の道　常屋敷竹次郎　教材社



国民読本　肇国大和魂を四海に　相葉忠男　日本精神講習所

国民必読　極東平和と日本陸軍　瀬部和三郎　兵林館

国民百科文庫　松村吉助　冨山房

国民兵器読本　鍋倉昇　山海堂

国民防空科学　西崎荘　意志書房

国民防空叢書　館林三喜男　河出書房

国民防空読本　内閣省計画局　大日本防空化学研究会

国民防毒読本　野口啓助　大日本国防化学研究会

国民禮法　日常の挨拶　松田弘穀　木村書店

国民労務手帖　大同書院

国務大臣は斯く国民に愬ふ　雨田新五郎　日本国策連盟会

国禮　小室真之介　皇道宣揚会

国論の展望　野村幸助　極東持論社

黒溝台会戦に於ける第八師団　香月郷一　偕行社

刻下の南太平洋　辻森民三　開南同盟本部

獄中より愛郷塾を想ふ　愛郷塾　建設社

護国之神　肉弾三勇士　栗原白嶺・大和良作　護国園

護国の神詣で　高木英紀　駸々堂書店

護国の光　軍人古賀連隊長　報知新聞社

護国の忠霊に捧ぐ御楯の精神　藤田宗光　東京講演会

心のおき処　小住七五三　兵書出版社

「心の国」日本と「物の国」英国！　新庄楓亭　内外出版印刷

古事記と道元親鸞　今成覚禅　平凡社

古事記の肇国　木戸小平　大日本赤誠会



古事記伝　倉野憲司　岩波書店

古事記要綱　影山正治　ぐろりあ・そさえて

古事記神髄　友清歡真　山雅房

呉松クリーク　日比野士郎　中央公論社

御即位式記念大日本現代有名集　大田彌作　国際良書刊行会

御尊影奉護論　福間常信　日本海時代社

御大展記念写真帖　信田孝善　東京自動車業組合

御大展奉祝和歌集　知新閣

御歴代詔勅謹解　安達大壽計　松山房

言葉の魔性　金子彦二郎　昭和出版社

子供のための戦争の話　櫻井忠温　一元社

近衛時代の人物　山浦貫一　高山書院

近衛重大声明と新支那建設　国防科学研究会

近衛内閣の出現に当りて　野依秀市　帝都日日新聞社

此一戦　水野広徳　春秋社

此一戦　世紀の始め　正真正義　国民思想指導原理研究会

此聖戦此感激　横井天華　新潟毎日新聞社

誤謬悟得概要　古谷音松　古谷長春堂

孤立日本の進軍　白石重　先進社

是れでも世界平和が第一か　石丸藤太　宝文館

今後の国史教育　佐藤保太郎他　南光社

今後の世界はどうなる　酒井勝軍　神秘之日本社

今後日本は何うなるか　石原広一郎　新日本建設青年連盟

今次大戦と裏のニュース　国際政経学会　政経書房



今日のアメリカ　塚本義隆　同盟通信社

今日の印度　翁久允　改造社

今日の欧州　加瀬俊一　東京日日新聞社

今日の海軍　海軍研究社

今日の基本動向　池田超彌　民政社

今日の教養書選　寺島荘二　教材社

今日の支那　小倉章宏　東亜社

今日の常識　時事問題早わかり　三田村武夫　報国社

今日の世界を動かす五人男　蒔新三郎　東亜書房

今日の問題　伊藤隆文　今日の問題社

今日の問題　通俗大学会

昆明（雲南）　河合絹吉　育英書院

混迷支那の全貌　村田士郎　軍事出版社

Sakura no Kaori 日本外事協会

三九年を目指し　危機迫る亜細亜の将来と主盟日本の態度　山道襄

一

三国同盟と東亜建設　谷口吉彦　立命館

三国同盟と日米戦　松尾樹明　霞ヶ関書房

財界闘将伝　人物評論社

財政・外交・国防の一騎打　鶴田不二緒　城西出版社

財政学の展開　永田清　日本評論社

財政金融の新体制　銀行研究者　文雅堂

財政経済の実情と国民の覚悟　木内四郎　国民精神総動員中央連盟



在外邦人第二世問題　青柳郁太郎　移民問題研究会

在支帝国海軍の全貌　青木潔　青木潔

最近の伊太利政治　ムッソリーニの国策　田畑為彦　言海書房

最近の欧米教育　星野華水　教学研究社

最近の豪州及南太平洋　長倉矯介　明治図書

最近の満州事情　西川忠一郎　三洋堂書店

最近の南洋事情　南洋協会

最近の満州に使して　八木英三　岩手日報社

最近の満州国と北支蒙彊　鹿子木日出雄　日本電報通信社

最近軍事問題論攷　池崎忠孝　大村書店

最近北支事情叢書　高木陸郎他　学芸社　☆

最近私の見て来た蘭印　吉屋信子　主婦之友社

最後の教室　櫻田常久　象山閣

最後の引揚船　大平陽介　北光書房

最後の摩天楼　寺島柾史　六合書院

最新幹部候補生志願者必携　中島音次郎　和田信興

最新軍人精神講話　和田忠次郎　武揚社書店

最新航空講話　北島定夫　新潮社

最新国際情勢読本　津村卓　協同出版社

最新国防叢書　藤澤宅雄他　科学主義工業社　☆

最新国民道徳要領　伊藤千真三　大明堂書店

最新支那要覧　東亜研究会

最新実用電気及磁気測定　佐々木竹松　電気之友社

最新初級図上戦術　軍事普及会　武揚堂



最新精密機械工学大系　長谷川正道　誠文堂新光社

最新大東亜戦争慰問文　留守信綱　天泉社

最新日本憲法論　木下孫一　巌松堂書店

最新マライ語時文指針　上原訓蔵　旺文社

最新満州国案内　東亜文化協会　鉄道研究社

最新満州帝国及極東地理資料　吉川秀秋　東京吉川奨文堂

最新満州帝国大観　佐藤定勝　誠文堂新光社

最新陸軍経理学校予科入学受験案内　箕輪香村　文憲堂書店

最新陸軍現役兵志願立身案内　箕輪香村　文憲堂書店

最新陸軍幼年学校入学受験案内　箕輪香村　文憲堂書店

最新陸軍予科仕官学校入学受験案内　箕輪香村　文憲堂書店

祭祀と神力　有賀成可　東大古族学会

祭祀一致　皇道の教学　山口鋭之助　祭政一政学会

祭祀一致　天皇親政論　長澤九一郎　第一出版社

再認の満蒙僕の見た生命線　小生夢坊　日満新興文化協会

再編過程の日満経済　中野清見　中川書房

災変時救護の実際　三藤寛　広川書店

防人文学の研究　相磯貞三　厚生閣

作戦一萬里　平出英夫　興亜日本社

作戦要務令　帝国在郷軍人会　軍人会館

作戦要務令　齊藤市平　尚兵館

作戦要務令　田部聖　兵書出版社

佐久良東雄　高橋梵仙　新興亜社

佐久良東雄　望月茂　大日本雄弁会講談社



山茶花叢書　山茶花同人　山茶花発行所

砂塵　長谷川貞治　三杏書院

作業技術員動員　小濱重雄　資源整備調査局

産業組合の陣営より　千石与太郎　高陽書院

産業軍と産業基地　久保田孫一　精神科学出版社

産業講座資料　神戸市経済部産業課　神戸市　☆

産業指導本　三好清司　興隆社

産業少女の生活　山田彰子　協和書房

産業青年の書　佐々木能理男　健文社

産業戦士　飯田豊二　愛之事業社

産業戦士の教養　牧野栄三　桑文社

産業戦士歌集　中村巳寄　図書研究社

産業戦士決戦の書　大日本産業報告会　皇国青年教育協会

産業戦士作品集　阪本勝　矢貫書店

産業戦士詩集　中村巳寄　高田書院

産業戦士道　窪田秀夫　統正社

産業戦士読本　産業経済新聞社

産業戦士読本選集　橋本重遠　安土書房

産業能率増産叢書　橋口義男他　山海堂

産業武士道　菊池麟平　ダイヤモンド社

産業報国精神講話　笹生享　蛍雪書院

産業報国読本　菊川忠雄　酒井書店

山西学術探検記　朝日新聞社

山西戦線　南方喜治　大日本雄弁会講談社



山砲進撃譜　星元介　隆文堂大進社

山陽・東湖の真面目　鈴木一水　青年書房

参戦と建設華北　林文龍　連合出版社

参戦二十将星　回顧三卅年　日露大海戦を語る　東京日日新聞社

シベリヤの自然と文化　尾瀬敬止　山雅房

シャハト伝 ロイテル／小山倉之助　千倉書房

シャベルの進撃　戦時ドイツ勤労奉仕団の活躍　新田理蔵　読書新

報社

ジャワ戡定余話　浅野晃　白水社

ジュットランド海戦史論　鹿島萩麿　神田嘉穂

シンガポールと大南方策戦　森電三　興亜書房

シンガポールを衝く　宮慶治　大東亜社

シンニッポン年鑑　長谷琴治　シンニッポン年鑑社

しきしまのみち原論　三井甲之　原理日本社

Japan Wartime Registration 1939.　ジャパン・タイムズ

四聖訓　菅原周蔵　菅原欽一

七生報国　井田麟鹿　広瀬家

七洋制覇　木村毅　博文館

十年後に見たる満州　小川勇　青年通信社

十一年式軽機関銃取扱上の参考　陸軍歩兵学校

十二月八日　荒川砂男　鍾美堂

十七条憲法より観たる大日本国体論　山田一太郎　聖徳太子政治研

究会



虐げられし印度　ラインハルト・フランク／田中豊松　高山書院

史歌太平洋戦　川田順　八雲書林

史歌熱帯作戦　川田順　八雲書店

史考大東亜戦争　中井良太郎　二見書房

史的考察の帰結としての現代日本教育の革新　新崎寛直

自覚の道　大矢三郎　自覚明社

自治研究全集　良書普及会

自治日本の建設　長野明　支那問題研究所

自動車と戦車の操縦　宮本晃男　育生社弘道閣

自動車ノ見タ満州　阪井政夫　日満自動車界社

自動車部隊陣中日記　佐藤観次郎　高山書院

自動車部隊　佐藤観次郎　高山書院

自爆と切腹　磯部松治　軍事界社

式辞演説　軍人挨拶必携　軍事普及社　武揚社

敷島の道と神道　齋藤襄吉　神廼道雑誌社

持久戦時代　下村海南　第一書房

時局と教育的対策　佐々木秀一　明治図書

時局と社会政策　日本学術振興会　日本評論社

時局と青年　真崎甚三郎　高山書院

時局と中小工業　日本学術振興会　有斐閣

時局と地理学　佐藤弘　古今書院

時局と楠公精神　土橋真吉　湯川弘文堂

時局に処する国民の進路　真崎勝次　東邦会

時局に処する道　後藤静香　教育資料



時局に対する根本的指導精神　田村益喜　養正時評社

時局の栞　三木泰至　京都府立女子師範

時局の論理　松永材　日本主義研究所

時局を語る　下中彌三郎　昭和図書

時局及政局　中里介山　隣人之友社

時局教育の体現　岡山師範教育研

時局経済講座　小島精一　昭和図書

時局国民精神読本　作田荘一　国民精神文化研究所　☆

時局国民読本　三田村武夫　剣聖会

時局産業経済打開策　小野義夫　ダイヤモンド社

時局小説重大時局　中島武　軍事教育社

時局青少年教養叢書　由良哲次　大東出版社　☆

時局知識の解説　内外資料協会　高山書院

時局知識シリーズ　室伏高信・清澤洌他　青年書房　☆

時局読本　松本忠雄　中野館書房

時局農村指導講座　西村彰一　産業経済学会

時局パンフレット　高木友三郎　千倉書房　☆

時局百眼　黒田重吉　秋豊園

時局風景　野村雪堂　極東時論社

時局問題の新解説　渡貫良治　創造社

時事問題講座　吉野作造　日本評論社

時局問題叢書　神尾茂　大阪図書　☆

時事静観　鈴木一馬　東邦事情研究書院

時事パンフレット　時事新報社　☆



時代を摶つ　清瀬一郎　金星堂

斯君斯民　細野雲外　巌松堂書店

資源と鑑賞　南方の生態　高島春雄他　龍吟社

資源開発と其経営　南方事情　日本南方協会

資源戦下の日本産業　湊三郎　中川書房

資源戦争　ワルター・パール／巌田孝三

資産凍結令解説　日本貿易報国連盟　千倉書房

仕事の道　菅原兵治　偕成社

師魂　池田種生　帝教書房

師団及歩兵通信連絡ノ組織ト運用　庄司巽　陸軍歩兵学校

師道昂揚と教育者の尊重　寺田文市・河上民祐

師道百試躬行の銘　池上敏郎　第一出版社

師範大学講座　亘理章三郎他　建文館　☆

詩魂　鈴木一水　維新日本社

詩集　海の少年飛行兵　与田準一　大和書店

詩集　海戦と花　田中令三　鱒書房

詩集　此の糧　尾崎喜八　二見書房

詩集　皇民の詩　森際盞武郎　詩洋社

詩集　三種の神器　梶浦正之　詩文学研究会

詩集　戦魂　小田栄　日本新国策研究所

詩集　戦塵　久須耕造　詩と詩文社　×

詩集　戦闘機　蔵原伸二郎　鮎書房

詩集　祖国礼拝　三井甲之　原理日本社

詩集　大行颪　手塚尹　東海出版社



詩集　百萬の祖国の兵　近藤東　無何有書房

詩集　赴戦歌　田中令三　鮎書房

詩集　兵魂　福島青史　軍事界社

死に直面して　加藤咄堂　大東出版社

死んで生きよ　武本喜代蔵　大隣社

死守せよ　満蒙の権益　花村四郎

死闘四十時間　倉沢樹一郎　本門八品浄風協会

視察報国　北支と満州　渡辺嘉平　京都織物輸出組合

至誠熱血の大老農中村直三　松田武四郎　日本出版社

自然景観より観たる日本精神　木崎晴通　国土社

思想と剛柔　桂川畦菽　松雲堂書店

思想決戦記　水野正次　秀文閣書房

思想国防の神髄　田中智学　天業民法社

思想新集　我が国の教育　西晋一郎　青年教育普及会

思想戦　棟尾松治　文芸社

思想戦　吉田三郎　畝傍書房

思想戦と国際秘密結社　北条清一　晴南社

思想戦と宣伝　神田孝一　橘書店

思想戦の勝利へ　高須芳次郎　大東亜公論社

思想戦より観たる敵アメリカ 小林五郎　国民 評論社

思想戦を語る　下中彌三郎　泉書房

思想戦大学講座　大日本言論報国会　時代社

思想戦略論　小林知治　地平社

思想戦論　志村陸城　赤坂書房



思想善導の根本義　秦俊七郎　民友社

思想叢書　林均他　思想問題研究会　☆

思想対策精神国防　佐藤鉄太郎・山崎照道　大日本四恩会

思想闘争と宣伝　米山桂三　目黒書店

思想問題小集　吉田熊次　日本文化協会　☆

実際的最新軍人書簡文範　和田忠次郎　武揚社書店

実説二・二六事変　池上五郎　今日の問題社

実践　戦ふものゝ心理　赤松寛美　清水書店

実践する「臣民の道」　野依秀市　秀文閣書房

実践皇民道　牧野秀　修養団

実践時局と教育経営　江南千代松他　明治図書

実践私の学童訓練　小林巌　明治図書

実地踏沓ソ連極東国境線　平竹伝三　桜木書房

実用国民労務手帖法詳解　尾山萬次郎　松井書店

実話名将訓　山口徹　天泉社

失明勇士の手記　元田喜代子　人文書院

事典入り現代軍人書翰教典　帝国軍事教育社　帝国書房

士道至言　高橋福雄　桑文社

指導者民族の優生学的維持　池田林儀　日本出版社

指導錬成農村戦士報告書　古瀬伝蔵　集文館

児童生活夏の錬成指導　日本児童遊園協会　清水書房

支那と支那人と日本　杉山平助　改造社

支那とフリーメーソン　内藤順太郎　国民社

支那に揚る対日宣戦の叫び　鈴木日出輔　森田書房



支那に与ふる書　花田仲之助　第一出版社

支那における英国の動向と猶太の勢力　犬塚惟重　東京商工会議所

支那に於ける祖界還付治外法権撤廃　上田捷雄　龍文書局

支那に於ける列強の工作とその経済勢力　原勝　学芸社

支那の共産勢力の実情　亜細亜情報社

支那の経済と資源　小林幾次郎　時潮社

支那の経済建設　目崎憲司　有斐閣

支那の抗日記録　姫野徳一　日支問題研究会

支那の再認識　長野朗　大都書房

支那の資源と日本　馬場鍬太郎　大日本雄弁会講談社

支那の正体を衝く　齊藤二郎　今日の問題社

支那の少年は語る　渡辺泰亮　大日本雄弁会講談社

支那の将来と我帝国の使命　大谷光瑞　有光社

支那の人的資源調査資料　齋藤栄三郎　伊藤書店

支那の性格　原勝　泰山房

支那の全貌　井上謙吉他　信正社

支那の対外的国民運動　末広重雄　弘文堂書房

支那の対日宣伝策　海軍省

支那の鐵・石炭と東亜　手塚正夫　朱雀書林

支那の排日抗日教育の概観　平野小劔　内外更始倶楽部

支那のはらわた　安藤盛　岡倉書房

支那の反英興亜運動　能勢巌吉　連合出版社

支那は動く　藤原達策　東亜書房

支那は日本なり　今藤茂樹　支那問題研究所



支那は眼覚め行く　Ｆ・フォーゲル／二木猛　白揚社

支那より見たる日米戦　齋呉山　晴耕社

支那を如何にすべきか　古谷栄一　森田書房

支那を屈するには　石丸藤太　偕成社

支那を支配するもの　佐藤俊三　大阪屋号書店

支那をどうするか　菅勇　富士書房

支那及満蒙　佐藤義亮　新潮社

支那海　佐藤光貞　英語通信社

支那外交史とイギリス　矢野仁一

支那開発の根本方策　鷲澤与四二　生活社

支那観国難来　内田良平　若林社

支那共産党の現状　中保与作　善隣協会

支那軍はどんな兵器を使ってゐるか　萱場四郎　モダン日本社

支那経済研究叢書　菊田太郎　支那経済研究所

支那経済建設事業の現状　山上昶　東洋協会

支那経済年報　東亜経済研究所　改造社

支那研究パンフレット　伊藤剣南

支那国定排日読本　佐藤貞次郎　東亜経済調査局

支那財閥の解剖と在支外国資本の概況　通信調査会

支那三十年　長野朗　大和書店

支那思想概説　諸橋・山崎作治　山崎作治

支那事変が生んだ皇国銃後亦誠史　鈴木真一　日本連合通信社

支那事変から大東亜戦争へ　本多熊太郎　千倉書房

支那事変と皇国の使命　加治木文男　大日本愛国義団



支那事変と国際関係に就きて　松本忠男・中村三之丞　帝国在郷軍

人会本部

支那事変と世界戦争の危機　長島隆二　共盟閣

支那事変と東亜興隆　山川智応　信人社

支那事変と東亜の将来　佐藤清勝　春秋社

支那事変と日清戦争　小泉信三　慶応出版社

支那事変と無敵皇軍　宇都宮謙　日本歴史研究会

支那事変と列強の動向　大高二郎　日本青年外交協会

支那事変と列国の論調　姫野徳一　日支問題研究会

支那事変とローマ教皇庁　岡延右衛門　蛍光社

支那事変と我国民之覚悟　大谷光瑞　大乗社

支那事変と吾等の覚悟　東邦国策同志社

支那事変と吾等の郷土　田中富士夫　出征将士事跡編纂会

支那事変に於ける帝国海軍の行動　田中富士夫　出征将士事跡編纂

会

支那事変の結末を如何にすべきか　相馬昌三　庄司新二

支那事変の前途は悲観か楽観か　野依秀市　秀文閣書房

支那事変の認識と国民の覚悟　西脇健治郎　積善館

支那事変の歴史性　歴史教育研究会　四海書房

支那事変解決の根本策　東亜連盟協会

支那事変解決論　肥田琢司　信正社

支那事変歌集　大日本歌人協会　改造社

支那事変下に再び陸軍記念日を迎へて　陸軍省情報部

支那事変下に於ける各道府県農会の農村対策　帝国農会



支那事変樺太尽忠録　軍人援護会　北方文化出版社

支那事変記念写真帖　水野信之　大洋社

支那事変郷土部隊写真史　渡辺春也　福島民報社

支那事変経過の概要　陸軍省新聞班

支那事変皇軍物語　東京日日新聞社

支那事変皇国之精華　新聞資料協会

支那事変皇国之精華　長澤小輔　上毛日日新聞社

支那事変史研究　草野文男　人文閣

支那事変実記　読売新聞社　平凡社

支那事変写真帖　加藤謙次　東光社

支那事変銃後講演誌　北海道庁

支那事変少年軍談　高木義賢　大日本雄弁会講談社　☆

支那事変従軍記念写真帖　村川貞一

支那事変従軍記蒐録　宮居康太郎　興亜協会

支那事変銃後赤心譜　岡藤三郎　合同新聞社

支那事変昭和一二・一三年　風光社

支那事変尽忠報国感激美談　木村小舟　龍文舎

支那事変聖戦写真史　玉井清五郎　忠勇社

支那事変聖戦赤心譜　櫻井金之助　国民新聞社

支那事変戦跡の栞　陸軍画報社　陸軍恤兵部

支那事変戦跡行脚　野崎圭介　聚文館

支那事変忠勇読本　尾関岩二　文祥堂

支那事変忠勇列伝海軍之部　軍人後援会

支那事変忠烈の皇軍　野崎圭介　二松堂書店



支那事変忠烈偉勲録　佐々木一雄

支那事変忠烈美談　大日方すずの　守山書房

支那事変報国美談輝く忠誠　海軍省　海軍協会

支那事変　北満討匪　河野九民　紀州精華顕彰会

支那事変臨時派遣軍記記念写真帖　齋藤悦三　中国新聞社

支那常識読本　山口悟郎　テンセン社

支那情調　水谷温　銀座書院

支那新聞排日ぶり　大泉忠敬　先進社

支那心理の解剖　原惣兵衛　東京書房

支那人に接する心得　原口統太郎　実業之日本社

支那戦時経済論　石濱知行　慶応書房

支那戦時通貨問題一斑　宮下忠雄　日本評論社

支那全土　片山繁雄　正信同愛会

支那大事変写真史　山崎昌男　東光社

支那大陸を舞台とする日英ソ戦争　小林騎一郎　内外出版社

支那知識普及講座　名古屋市社会教育課　名古屋市

支那読本　長野朗　坂上書院

支那農業建設論　山名正孝　教育図書

支那農村物語　関屋牧　刀江書院

支那辺区の研究　草野文男　国民社

支那法の根本問題　河合篤　教育図書

支那満州を繞る諸問題　東亜調査会　大阪毎日新聞社

支那問題の解剖　松本鎗吉　興亜書院

支那問題解決の道　東亜調査会　毎日新聞社



支那裸像　緒方昇　大同出版社

支那林業経済建設論　杉本壽　教育図書

支那論　井上雅二　海外興業

寺廟神の昇天　宮崎直勝　東京書籍

事実美談　倉田重人　軍事教育社

事変と経済戦　賀田直治　松山房

事変と農村　有馬頼寧他　橘書房

事変をめぐる時局読本　朝日新聞社

事変下に於ける帝国海軍と国民への要望　匝瑳胤次　国防協会

事変下に於ける日本経済の発展　沖中恒幸　精興社書店

事変下の支那金融及び金融機関　木村増太郎　金融研究会

事変下の大陸経済政策を語る　朝日新聞社

事変下の中南支見聞録　内藤英雄　東亜実業文化協会

事変下の日本　丸山幹治　人文書院

事変下の満鮮を歩む　新里貫一　新報社

事変下の予算と経済　小笠原三九郎　立命館

事変下政界の点描　唐島基智三　清教社

事変処理の本源と機構　大林一之　大亜細亜建設社

下瀬火薬考　松原宏遠　北隆館

下野勤皇史概説　栃木県教育会

邪悪「英米帝国」解剖と信仰の真意義　明石順三／文泰順　元学館

釈迦と提婆　小笠原秀昱　新生堂

射撃学之参考　陸軍士官学校　平井顕雄

射撃読本　吉田精顕　春陽堂書店



写真　空の少年兵　古橋才次郎　東亜書林

上海は起ち上る　東英男　国民政治経済研究所

上海共同租界誌　上原蕃　丸善

上海経済年鑑　富塚鐸二　中支野田研究所

上海海戦十日間　海軍省記者倶楽部　揚子江社

上海事変の裏表　中山勤之助　三友堂書店

上海事変の経過　仲麿照久　新光社

上海事変を語る　村松梢風　平凡社

上海事変従軍日記　赤尾善徳　日本政治経済通信社

上海戦に輝く皇軍の面目　特別大演習統監部

上海北支戦線美談　朝日新聞社

上海問題研究資料　樋山光四郎　偕行社

上海陸戦隊　福永恭助　第一書房

上海陸戦隊の華　浦路耕之助　杉本書店

銃眼のある工場　山田克郎　泰光堂

銃器の科学　銅金義一　山海堂

銃剣は耕す　櫻井忠温　新潮社

銃後の財政経済　賀屋興信　河出書房

銃後の独逸　辻猛三　艸書房

銃後の農村青年に愬ふ　有馬頼寧　農山漁村出版社

銃後の米英撃滅戦　鈴木一馬　新絋社

銃後の護り　東京市役所　杉田屋印刷

銃後学徒訓　県立柏崎商業学校

銃後青年戦士に愬ふ　有馬頼寧　農山漁村出版所



銃後戦記　北部東部篇　毎日新聞社

銃後戦陣訓　七田今朝一　大新社

銃後独話　安保精種　実業之日本社

銃後特高指針　丹波福市　新光閣

銃後農民革新の書　増田亮一　泰文館

銃砲火薬類取締法要義　飯田包亮　警眼社

宗教に於ける日本精神の探求　松倉董直　風俗社

宗教新体制草案　加藤一夫　甲子社書房

宗教新体制への進路　岡本龍器　興教書院

宗教国体法釈義　市川三郎　宗教制度研究会

宗教日本　鶴藤幾太　教育研究会

宗教報国　大原性実　永田文昌堂

従軍記と画戦塵　小林喜代吉　刀江書院

従軍記者　吉良武夫　旺文社

従軍記者の思ひ出　重板四四男　新聞従来社

従軍記者の語る日露戦争裏面史　新聞之新聞　精華書房

従軍五十日　岸田国士　創元社

従軍史録　田原村分会　帝国在郷軍人会

従軍手帖　大阪毎日新聞社

重慶　Ｌ・アベッグ／古川慈良他　清水書房

重慶の死相　三島助治　国民政治経済研究所

重慶抗戦力調査日記　小池毅・室鐵平　人文閣

重慶政権の鉄路建設の現況　東亜研究所

重慶戦時体制論　石濱知行　中央公論社



重慶論　谷水真澄　日本青年外交協会

重産協彙報　重要産業協議会　東邦社

重大国事の秘密を語る　頭山満　東亜書房

重砲兵要塞重砲兵講義　瀧澤正勝　日本国防協会

重要教材を中心とせる皇国日本史の研究　中野八十八　新生閣

修身公民科教材資料　非常時局下に於ける青少年教育　国民精神文

化研究所

修正国史の真精神　中野八十八　明治図書

修正増補　日本精神の本質　井上哲次郎　広文堂書店

修養全集　野間清治　大日本雄弁会講談社

集団勤労教本　勤労教育研究会　六盟館

柔道教本　木村三郎　香蘭社

週報　昭和一四年六月　内閣情報部　内閣印刷局

週報叢書　情報局　内閣印刷局

儒道報国時局大講演集　濱野知三郎　斯文会

出陣学徒　市川中尉伝　金井正　紙硯社

出動部隊行動の概要　安乗範　歩兵第七十三連隊

出版新体制の話　田代金宣　日本電報通信社

主動性東亜　正富汪洋　誌と歌謡の社

主動艦の展望　兵藤憲二

純血は斯く叫ぶ　後藤蒼洋　支那事情研究会

純粋日本教育原理　今宮千勝　目黒書店

純正真道大意　荒深道斎　天孫学園

純正日本　神田兵三　日本革新党本部



純忠論　志村陸城　第一公論社

殉国の女性　飯田豊二　堀書店

殉国の論理　平田内蔵吉　山雅房

殉忠第一次第二次特別攻撃隊　土屋賢一　春陽堂書店

準戦時下の軍部と経済諸問題　野田豊　今日の問題社

戦時下の財政と経済　高橋亀吉　千倉書房

順徳天皇　今春聴　有光社

春陽堂文庫　少年忠臣蔵　岸哲夫　春陽堂書店

傷痍軍人随筆集　麦の穂ずれ　前本一男　日本文章社

傷痍軍人　再起奉公の手記　軍事保護院　遠藤書店

傷痍軍人詩集　寺田弘　四季書房

傷痍軍人聖戦歌集　佐々木信綱・伊藤嘉夫　人文書院

傷痍軍人創作集　藤の花　前本一男　日本文章社

少尉候補受験国語　今田哲夫　子文書房

少尉候補受験国語　関口政次　一二三館

少国民の軍事読本　陸海軍名将伝　武藤貞一　東雲堂

少国民の航空勉強　中正夫　京阪神躬行電鉄

少国民の道　濱口寛市　駸々堂書店

少国民の陸軍　丹波精蔵　東雲堂

少国民海洋文庫　松本匠他　童話春秋社　☆

少国民小説　進め少年飛行兵　相馬基　毎日新聞社

少国民選書　日本刀の話　成瀬関次　増進堂

少国民大東亜戦記　上田広他　成徳書院・晴南社

少国民手紙読本　服部嘉香　正芽社



少国民日記　昭和一八年　油谷哲安　国民出版社

少国民文化論　日本少国民文化協会　国民図書刊行会

少国民翼賛劇集　長谷山峻彦　大正書院

少国民錬成の心理　阪本一郎　新光閣

少年愛国詩集　西条八十　大日本雄弁会講談社

少年愛国読本　野瀬寛顕　厚生閣

少年大空への道　蕗谷虹児　起山房

少年海軍読本　国防科学研究会　二松堂書店

少年科学潜水艦　福田一郎　天人社

少年菊池武時・武光の勤皇　吉松祐一　大同館書店

少年機甲部隊　尾崎正久　自研社

少年機甲部隊読本　長野邦雄　柴山教育出版社

少年楠木正成の精忠　濱田嘉郎　大同館書店

少年工　田中政雄　興亜文化協会

少年工の報告　志村武雄　前田書房

少年航空史　桑名卓男　泰光堂

少年航空兵とは　山田新吾　厚生閣

少年候補者普通学試験　国防同志会　軍事界社

少年国史上の外交関係　長井正治　大同館書店

少年国史物語　前田晃他　早稲田大学　☆

少年国防叢書　伊藤正徳他　木村書房

少年三種の神器の歴史　栗山周一　大同館書店

少年少女国体の本義読本　塚本勝義　誠文堂新光社

少年少女詩集　旗艦先頭　西村皎三　中央公論社



少年少女　大東亜戦争実記　中島徳行　児童の友社

少年戦車通信兵受験準備全書　帝国軍教協会　三友堂書店

少年戦車兵となるには　竹内卓樹　泰光堂

少年戦車兵志願読本　佐藤隆秀　日本兵書出版

少年戦車兵学校の生活　大隅俊雄　越後屋書店

少年戦車兵魂　本間楽寛　錦城出版社

少年戦車兵物語　佐藤武　東亜書院

少年大日本史　清原貞雄他　建設社　☆

少年地文学　海と空　吉田虎彦　秋田屋

少年団と国防技術訓練　大内昌雄　南光書院

少年団訓練要領案　文部省

少年団指導の理念と実践　三島章道　三学書房

少年団精講　熊谷辰治郎・松永健哉　第一出版社

少年通信魂　炭谷不二男　文淵閣

少年　日清戦争物語　遠藤早泉　文化書房

少年　日露戦争物語　蘆間圭　大同館書店

少年飛行兵志願受験案内　箕輪香村　文憲堂書店

少年飛行兵戦記　毎日新聞社

少年飛行兵読本　陸軍情報部　毎日新聞社

少年兵魂　松本要蔵　研文書院

少年防空兵　風間益三・新田義夫　東亜書林

少年砲兵　平櫛考　文憲堂

少年北支の旅　梶田周作　葛城書店

少年　満州事変と上海事変　山縣信敬　大同館書店



少年　満州読本　長与善郎　日本文化協会

硝烟を茅ぐむ　梅崎光生　六合書院

詳解　臣民の道　岡田怡川　興亜日本社

詳解　正気歌　徳本正俊　芳文堂

詳解　比島事情　平塚武・斑目文雄　非凡閣

蒋介石君に告ぐ　伊東阪二　新東洋社

小学課外読物　小学課外読物研究会

小学課外読物　外務省情報部　文昭社

小学教育論　野瀬寛顕　同文社

小学校に於ける剣道指導の実際　馬場豊二　明治図書

小学校　青年学校　国民精神総動員講話資料　講話掲示教育編集部

啓文社

小学校国史挿絵の解説　及川亀治　厚生閣

小学生とシナジヘン　チョチクサイケン　日本勧業銀行

小学生の国史　松谷正治　修文館

小行李陣地　正治清英　東京学芸社

小説　海歌　佐藤虎男　東峰書房

小説　軍事郵便　河出仙介　新潮社

小説　航空部隊　筑紫二郎　潮文閣

小説　銃後の妻　千葉紅　東洋平和協会

小説　昭和国民史　緒方久

小説　太平洋戦争　石丸藤太　春秋社

小説　マラリア　川端勇男　東亜書院

小説　みなみ　矢貫書店



小説　翼賛一路　森九又　俊平書房

小説　陸軍　火野葦平　朝日新聞社

小戦例集　陸軍士官学校　軍人会館

小部隊戦闘法白紙研究　琢磨研究会　琢磨社

商学討究　特集総力戦経済の研究　小樽高商

商業者の新体制と企業合同　伊東岩男　伊藤書店

商工生活者と国防経済　野中宏・遠藤一郎　伊藤書店

商船十話　武蔵野蛙生　日本船用品協会

商品担保と物資統制　綱島克己　文雅堂

将軍　山下奉文　伊藤峻一郎　高千穂書房

将兵日誌　感激の記録　丸野忠士　軍事教育研究会

将来の海軍問題　関根郡平　千倉書房

将来の日本と神道の新使命　溝口駒造　理想社

将来之満州国　佐々木一雄　平林館

将来戦と科学新兵器　多田禮吉　新東亜協会

常在戦場　米内光政　大新社

常勝陸軍　櫻井忠雄　新日本社

昭士　岡崎師範学校　昭士会

昭南日本学園　神保光太郎　愛之事業社

昭和の恩人小山先生　岡田宗太郎　神明奉仕会

昭和の海軍物語　中島武　三友社

昭和の軍神　西住戦車長　久米元一　金の星社

昭和の防人江南に戦ふ　荒木田楠千代　文憲堂

昭和の青年と世界の展望　下位春吉　音楽世界社



昭和維新　飯島幡司　朝日新聞社

昭和維新　烽火は揚る　小林秀一　国進社

昭和維新と国民皆兵の徹底　平藤雄　東大陸社

昭和維新ト日本ノ針路　青柳長治郎　陸義荘

昭和維新の原理と其実践　田辺惜道　博文社

昭和維新の到来　永山忠則他　日本革新農村協議会

昭和維新は如何に進展しつゝあるか　檜木銀平　さんもん書房

昭和維新論　東亜連盟同志会

昭和血士録　長田秀雄　春秋社

昭和日本の使命　荒木貞夫　社会教育協会

昭和満州上海事変誌　松尾政夷　立正護国会

情操的実践史観に基く国体感銘の国史教育　中野八十八　三友社

情操陶治純粋精神と訓練　中野八十八　明治図書

情操陶治に基ける新国史の神髄と日本精神上　中野八十八　新生閣

書店

情報乗り出したソ連戦略外交上の内幕　伊藤稔　三邦出版社

情報文化　Ｊ・ゴロム／市木亮　三邦出版社

詔勅と御製　辻明　森江書店

詔勅の勤解と日本精神　友田宜剛　国民教育普及会

詔勅謹講　森清人　詔勅精神神興会　☆

詔勅虔攷　森清人　慶文堂

上等兵と支那人　中谷英雄　清水書房

上毛二千六百年史　平田修郎　清教社



上陸作戦戦史類例集　田尻昌次　陸軍運輸部

聖徳太子古憲法明弁　松尾溝明　六盟館

勝利の記録　楓井金之助　国民新聞社

勝利の生産　川上嘉市　昭和刊行会

勝利のヒットラー総統　池田林儀　七人社

勝利の日の丸　柏木庫治　天理時報社

勝利への道　宮本守雄　朝日新聞社

勝利への道　大本営海軍報道　拓文社

諸外国の対支投資　東亜研究所

諸兵幹部候補生検定問題模範答案　齋藤市平　尚平館

初級幹部軍隊指導の参考　武揚堂編集部　武揚堂

初級幹部戦術学校教程基本戦術　軍事研究会　川崎満韓堂

初級幹部歩兵戦闘法ノ研究　塚本秀雄　塚本書店

初級戦術　前田岩太郎　干城堂

初二各科の教え方と研究授業　国民教育研究会

初歩国際読本　平野等　東白堂

職域奉公の倫理　大竹義雄　日本青年教育会

職域奉公校長と訓導　岩下吉衛　明治図書

職長魂　嘉悦基猪　彰文館

職場短編劇　生産のうた　岡村俊一郎　新興亜社

職場の詩　中村悳　増進社

職場の科学者　綜合経済研究所

職場の情熱　田中忠雄　天理書店

職場の手記　小糸正世　昭和刊行会



植民地と植民政策　Ｐ・ロイトワイン／前田稔靖　九州法学校

植民政策講義教材　柳澤慎之介　中央大学

植民地統治法の基本問題　中村哲　日本評論社

植民地農業　伊藤兆司　叢文閣

食糧と民族　後藤興善　成史書院

食糧戦争　丸本彰造　新大衆社

食糧戦争　Ｗ・ハーン／永川秀男　平凡社

食糧増産と配給統制　古賀久雄　大鵬社

女子慰問の手紙文　国枝弘　松栄館

女子慰問文の書き方　久保直之　文英堂

女子勤労管理全書　牧賢一　東洋書館

女子体力検定の実際　上野徳太郎　晴南社

女子挺身記　料治花子　宝雲舎

女子倫理要論　大杉謙一　中文館

女性と戦争生活　蜷川虎三　船場書店

女性二千六百年史　山口梧郎　天泉社

処世叢書　事変後の世に処する法　青木勝彦　現実処

敍伝　汪精衛伝　沢田謙　春秋社

白い戦争　秦賢助　鶴書房

白相少佐伝　山澤兵部　白相一策

知れるや最後の敵国　沖長璋彦　日本民族社

人口及東亜経済の研究　上田貞次郎記念会　科学主義工業社

人口問題と国土計画　中川友長　啓明会

人口問題と南進論　野間海造　慶応出版社



人口問題と南方圏　西野陸夫　彰考書院

人口問題説話　館稔　汎洋社

人生文化戦争　座間勝平　精華書房

人生新書　松山悦三　人生社　☆

人物は躍る　野依秀市　秀文閣書房

人物近代日本軍事史　渡辺幾治郎　千倉書房

人物通信　伊藤金次郎　白林書房

人民戦線に対するナチスの宣戦　大東亜文化協会　青年教育普及会

人類の待望と日本誕生の仏立宗教　梶本清純　仏立社

心霊学より日本神道を観る　浅野和三郎　心霊科学研究会

臣格錬成の新国史教育　中野八十八　伊藤文信堂

臣節蹂躙の犬養内閣　国体擁護連盟　春秋社

臣節読本　文学社

臣道実践　皇道読本　日本青年教育会

臣道実践　翼賛の新知識　佐藤栄祐　研文書院

臣道実話　戦ふ人々　森川謙二　愛亜書房

臣道実践と農村婦人の立場　紀平正美　柴山教育出版社

臣道読本　竹内浦次　増進堂

臣道読本　佐々木一二　三鈴社

臣民の道　文部省教学局　文部省

臣民の道　文部省編纂　久松潜一他　朝日新聞社

臣民の道　高阪太郎　東世社

臣民の道　太田義夫　立命館

臣民の道　点字版　文部省　大阪毎日新聞社



臣民の道の実践　志水義暲　目黒書店

臣民の道精解　勝俣久作　右文書院

臣民の道精解　高山林太郎　湯川弘文社

臣民の道精講　戦陣訓精講　大串兎代社

臣民の道精義　佐伯有義　広文堂書店

臣民の道全釈　木下忠明・阿部喜三男　加藤中道館

臣民の道注解　文部省教学局　鉄道青年会

臣民の道通義　紀平正美　皇国青年教育協会

臣民の道通釈　小西重直・高橋俊乗　冨山房

臣民の道要義　三浦藤作　東洋図書

神意国家神道造解説問答　高山真伍　皇学研究所

神成護国論　高鍋日統　国民明治会

神系録　小栗卓爾　臼井書店

神宮と国体皇室と国体に就て　伊藤彰道　日本皇政会

神宮文庫　新満州国読本　保々隆矣・米野豊実　浅川是勝

神国の朝　相馬御風　童話春秋社

神国実証論　高窪喜八郎　法律評論社

神国読本　武政吾郎　大谷高基

神国日本　長沼賢海　教育研究会

神国日本と国体主義　松永富夫　大日本国防協会

神国日本之顕現　吉井良寛　野ばら社

神国日本の使命　藤澤親雄　巌松堂書店

神国日本の全貌　藤井清治　世界平和研究会

神国日本の大道　福田定次　文憲堂



神国日本の道　高橋伸典　ひのきしん会

神国日本読本　白戸恒蔵　テンセン社

神国日向　田中純也　九州風景協会

神国霊異　聖戦と奇跡　冨岡直方　日本国防協会

神魂　土屋修　厚生閣

神策　政治篇　藤井正一　実業之日本社

神祇と祭祀　出雲路通次郎　櫻橘書院

臣民の道本義　牧野秀　修養団

臣民道を行く　暁烏敏　一生堂書店

神祇に関する制度　作法事典　神祇学会　光文社

神祇叢書　神道思想史　山田孝雄　明世堂書店

神示の国防　昭和青年会　天声社

神社祭神物語　神々の誕生　神道研究会　育生社

神社読本　曽根朝起　平凡社

神社文化史　中村直勝　一条書房

神社問題の再検討　加藤玄智　雄山閣

神洲正大の気と日本の国是　塚本鉱吉

神洲天子国　酒井勝軍　万里閣書房

神人清麻呂　藤井真澄　新生社書店

神政主義　田辺宗英　学芸社

神聖日本史　沖野岩三郎　恒星社書店

神像　小野賢一郎　宝雲社

神代の新研究　建国とその由来　中村徳吾郎　天佑社



神代読本　原正男　清水書房

神典と日本精神　橋本増吉　平凡社

神道と国民精神　惟神の道と大祓詞　鈴木真道・岡田米夫　神道会

神道と国民的自覚　小豆澤英男　越後屋書房

神道と民族学　柳田国男　明正堂書店

神道の真理　小山陽運　神道産巣日会

神道の話　小倉鏗爾　錦正社

神道之批判　岸一太　交蘭社

神道一日一語　矢部善三郎　会通社

神道概論　田中義能　明治書院

神道学序説　河野省三　井田書店

神道講演集　渡辺武清　山口県神職会

神道講演集　増補　広田正信　清明社

神道綱要　山本信哉　明世堂書店

神道講話　小室徳　明文社

神道古義　友清歎真　神道天行居

神道史講話　清原貞雄　目黒書店

神道史の研究　河野省三　中央公論社

神道思想の研究　梅田義彦　会通社

神道思潮　宮地直一　理想社

神道心道開教の言葉　能崎健一郎　神道心道教教会

神道新論　渡辺誠治　会通社

神道叢話　小倉鏗爾　錦正社

神道大義　豊田珍彦　互北文庫



神道大辞典　平凡社

神道大成教の研究　田中義能　日本学術研究会

神道哲学　田中伊藤次　清水書房

神道読本　修訂　河野省三　昭和書房

天皇道扶桑教の研究　田中義能　日本学術研究会

神道文化叢書　岸本芳雄他　白帝城　☆

神道要典国体篇　山本信哉　博文館

神徳の輝国体明徴　新垣金造　大日本建国会報徳社

神武の道　佐藤堅司　大日本雄弁会講談社

神武天皇　宮井義雄　ふたら書房

神武読本　中柴末純　偕行社

陣営の蔭　梶原重道　朝鮮民法社

陣中の読書　佐藤観次郎　新興亜社

陣中看護記　田中末　有朋堂

陣中勤務の研究　軍事研究者　塚本書店

陣中漫画　甕風呂　三上卯之介　三友社

陣頭精神　永松浅造　輝文堂書房

信の映像　服部如実　心境社

信仰と生活　梅原真隆　河出書房

信念の書　齋藤瀏　東京堂

星港攻略記　筑紫二郎　時代社

真の日本精神　岸一太　叶星堂・明道会

真使命の国史　教育論と実際　相原彗　文泉堂書房

真宗の護国性　梅原真隆　本願寺新報社



真宗の護国性　普賢大円　明治書院

真珠湾　Ｆ・クラーク／広瀬彦太　鱒書房

真珠湾潜航　読売新聞社

真人生の基調　牧野秀　修養団

真日本建設論　皇道絶対の真国教　合田秋義

真日本主義　加藤連立内閣に対する抗議　藤本芳太郎

真日本道の横波的発展　中島吉応　一誠社

真理への道　藤森清一郎　国際日本協会

振武台の教育　陸軍予科士官学校　開成館

進軍　石塚響一　螢雪書院

深刻化するソ・支共同抗日戦　齋藤二郎　今日の問題社

新亜細亜の誕生　村田光烈　人文閣

新亜細亜叢書　満鉄東亜経済調査局　軍事保護院　☆

新偉人伝全集　櫻井忠温　潮文閣

新一般戦術講授録　宝蔵寺久雄　軍事学指針社

新王道主義　原重治　大日社

新教育の二十五年　入沢宗嘉　明治図書

新経済組織の発見　城山保次郎　王道経済連盟

新経済体制叢書　松井辰之助他　冨山房　☆

新経済綸叢書　大道重次　立山塾

新建設の理論　鈴木宗忠　宝文館

新圏紀行叢書　Ｃ・レッティ／石久保重好　岡倉書房

新興教育運動の展望　田制佐重　日東書院

新興軍歌集　草野貞二　新興音楽出版社



新興支那指導精神　新民主義　繆斌／寺島隆太郎　青年教育普及会

新興地理教育と日本景観地理　高橋義雄　三成社

新興ドイツ魂　池田林儀　万里閣書房

新興日本叢書　阿部重孝　日本青年館

新興満州国の現状と将来　小林正夫　極星荘

新興満州国の実相　偕行社

新講大日本史　辻善之助他　雄山閣　☆

新国家観　ケールロイター／大串兎代夫

新国家大満州　趙欣伯　東京書房

新国学叢書　齋藤毅　春陽堂

新国際読本　平野等　古今書院

新国史論叢　大森金五郎　吉川弘文館

新国体国民読本　齋藤与治郎　大政翼賛会宣揚会

新国体論　国体の社会学的闡明　永井享　有斐閣

新国民道徳の本義　室田泰一　教育図書

新国民文化撰書　中越本治郎他　目黒書店　

新国民文化叢書　伊東忠太他　目黒書店　☆

新作長篇小説選集　小牧近江他　日本評論社　☆

新産業地理　大塩亀雄　明治大学

新時代の軍隊生活　佐々木一雄　新日本書房

新時代の世界観　佐藤慶二　同文館

新支那の出発　信濃憂人　青年書房

新支那の誕生　太田宇之助　日本評論社

新支那事情普及叢書　松村秀逸他　東亜同文会　☆



新支那地誌　国松久彌　古今書院

新支那論　池崎忠孝　モダン日本社

新釈戦時雑祭祝詞集　佐藤三郎　明文社

新釈日本神典及神ながら之道　松本貞二郎　皇道普及会

新集戦術　前田岩太郎　干城堂

新修日本国体の研究　田中智学　天業民放社

新修日本精神読本　大道弘雄　朝日新聞社

新商人道　森松蔵　文川堂書房

新世紀の思想　原勝・林秀　新興亜社

新世紀の創造　江塚正夫　富強日本協会

新生支那と日本　藤枝丈夫　育生社

新生支那経営論　梨本祐兵　改造社

新生少年団の運営　目黒栄　三成社

新生中国の顔　池田克己　アルス

新生南方記　中村武羅夫　北光書房

新生日本　江口荘二郎　渡辺講堂

新生マライの表情　松本直治　朝陽社

新生蒙彊の首都張家口風土記　谷健次　秀文閣書房

新制度に拠る海軍各科志願兵少年航空兵諸工厰工員志願要訳　海軍

軍事普及会　岡村書店

新制修身の研究　木下広居　旺文社

新制女子国史教科書高等女学校上級用　佐藤小吉　東洋図書

新世界の構想と現実　細川嘉六　中央公論社

新世界観講座　旺文社



新世界観集系　阪本勝　栗田書店

新世界経済年報　赤松要　商工行政社

新世界叢書　鈴木福一他　目黒書店

新世代叢書　杉森孝次郎他　育生社弘道閣　☆

新撰神職必携　山内祀夫・植村近平　西濃印刷

新撰満州事情　南満州中等教育研究会　三省堂

新戦場　櫻井忠温　春秋社

新戦場俳句と作法　島東吉　教材社

新体制　その後に来るもの　河野密　万里閣

新体制と今後に来るもの　統制経済研究所

新体制と自我奉還　脇田良吉　大日本日の丸会

新体制と全体主義　安達巌　新興亜社

新体制とはどんなことか　報知新聞社　内外書房

新体制の経済　高木友三郎　第一書房

新体制の原則　三宅直一郎　名古屋文教協会

新体制の構想　農村問題を中心として　産業組合学校同志会

新体制の指導原理　我国体に基く現代の革新　石川興二　有斐閣

新体制の本義と実践　緋田工　新光閣

新体制の論拠　海軍省

新体制下の憲法解説　犬丸巌　法文社

新体制下の常会　伊藤博　第一公論社

新体制下の新聞構想　光行嘉　第一公論社

新体制下の新聞問答　三木武吉・青木武雄

新体制下の生活と経済　安田正司　今日の問題社



新体制期の構想　津久井龍雄　東洋経済新報社

新体制国民の修養鍛錬　杉谷泰山　中央仏教社

新体制国民講座　朝日新聞社　☆

新体制辞典　木下半治　朝日新聞社

新体制全集　平林久男　興亜出版社

新体制読本　大渡順二　新紀元社

新体制読本　木崎為之　六人社

新体制日本の政治経済文化　経済情報社

新体制問答　鹽澤元次　大阪時事新報社

新体制問答　進藤富士夫　神戸新聞社

新大陸政策の基調　田知花信量　日本青年外交協会

新秩序の研究　矢部貞治　弘文堂書房

新中国のお父さま　汪精衛先生　大林重信　健文社

新中国の大指導者　汪精衛　山中峯太郎　潮文閣

新訂　小学国史の指導精神　北垣恭次郎　明治図書

新訂　青年時局読本　藤谷保　青山書院

新訂　戦術作業ノ参考書　齋藤市平　尚平館

新訂　模範戦術作業ノ研究　齋藤市平　尚平館

新伝記叢書　独裁王ヒットラア　黒田禮二　新潮社

新独逸国家大系　新独逸国家大系刊行会　日本評論社　☆

新東亜の建設　蘇聯・支那・満洲・北洋問題　平竹伝三　敬文堂書

店

新東亜の建設と仏教　市橋覚後　仏教連合会

新東亜を阻む世界の驕児米国　新庄楓亭 新 庄祐治郎



新東亜確立と人口対策　岡崎文規　千倉書房

新東亜建設と史観　稲葉岩吉　千倉書房

新東亜建設と大陸発展の教育　蘆田完　明治図書

新東亜建設の新段階　新田直蔵　関税研究所

新東亜建設の大道　櫻井徳太郎　玄海書房

新東亜建設の要諦　砂田久政　国防協会

新東亜建設原理研究　吉田賢一　皇道日本協会

新東亜見聞録　石山与武　東京文理科大学

新東亜風土記叢書　宮原武雄他　岡倉書房　☆

新党樹立と国難打開　野依秀市　秀文閣書房

新東洋の建設　竹下文隆　東方公論社

新楠公記　蘆谷重常　刀江書院

新南方資源論　経済統制研究所　長谷川書房

新日本の建設と生命保険の大使命　野口万三甫

新日本の宣言書　熊谷禎総　高砂会

新日本の前夜を語る　石山皆男　ダイヤモンド社

新日本の展望　池田美代二　国民教育会

新日本は青年の力　鈴木一馬　東邦事情研究会

新日本偉人選書　後藤新平　山田克郎　鶴書房

新日本国民選書　南進日本魂　南条蘆夫　鶴書房

新日本教育の実践工作　滋賀県島小学校　明治図書

新日本史叢書　吉村宮男　内外書籍

新日本修身書解説　西晋一郎　修文館

新日本主義の提唱　高広三郎　友生書院



新日本大観　工業躍進号　大道弘雄　朝日新聞社

新日本少年少女文庫　武富邦茂　新潮社

新農民道　川村喜久治　教育図書

新舞台支那　長野朗　正信同愛会

新武道叢書　武田寅男他　国民武道協会

新聞とユダヤ人　武田誠吾　欧亜通信社

新聞記者の観た太平洋戦争　塩崎誠

新兵器と科学戦　竹内時男　偕成社

新編修身公民科　右文館

新歩兵操典草案ノ研究　戦術研究会　兵書出版社

新満州への里標　白石幸三郎　朝日新聞社

新満州国見物　高橋源太郎　大阪屋号書店

新満州国地誌　田中秀作　古今書院

新満州国読本　実業之日本社

新満州国要覧　東亜同文会　斯越松雄

新満蒙読本　山口梧郎　一心社

新満蒙国策の提唱　米野豊実　朝風社

新民会の新発足　左山貞雄　俳共懇談会

新要目に準拠せる青年学校各科教授及訓練の新研究　青年教育研究

会　尚学社

新欧羅巴の誕生　山本実彦　改造社

新大陸読本　武田謙二　高山書院

親愛なる青年へ　山崎延吉　泰文館

尋常小学国史過程の新展開　大松庄太郎　明治図書



スターリングラードの悲劇　水野正次　晴

スターリンと蒋介石　赤木洋三　城西出版社

急降下以降の空軍　佐藤喜一郎　ダイヤモンド社

スパイと防諜　新井辰男　新光社

スパイの手口　R・W・ローウァン／和田篤憲　東洋堂

スパイ戦術　中島武　日東書院

スパイ戦術秘録　宝来正芳　良栄堂

スマトラ　筒井千尋　大東亜出版

スマトラ経済地誌　木村操　南洋協会

スマトラ学塾講座　スメラ学塾　世界創造社

スメラ民文庫　スメラ民文庫編集部　世界創造者　☆

すめらあじあ　鹿子木員信　同文書院

すめらみくにの理論と信念　鹿子木員信　同文書院

すめら信仰と教育　古川馨　明治図書

すめら朝鮮　上田龍男　日本青年文化協会

垂加神道の研究　小林健三　至文堂

水軍　三島安精　青磁社

水産経済資料　神山峻　水産経済研究所

水産物増産と漁村対策　野村貫一　中興館

水兵の眼　井上康文　文園社

推進語録　大熊武雄　矢貫書店

随神道は世界最高の宗教道徳哲学なり　栗野傳二

随筆　仰ぐ楠交　川嶋禾舟　書物展望社



随筆　勤労讃譜　長田久男　会通社

随筆　日本及び日本人のために　水野武夫　晴南社

随筆　瑞穂の国　大槻正男　養徳社

随筆　侘助　呉文炳　邦光堂

随筆　集木蘭　山本茂　国際日本協会

随談随筆　将軍巷談　木村与作　泉書房

枢軸必勝の布陣　上野浩一　欧亜通信社

図解内燃兵器大観　内燃機関編集部　山海堂

図説防空指導室　毎日新聞社

姿なき武器　世界電波戦　並河亮　山海堂

鈴木重胤全集　学徳顕揚会　図書出版

進めこのみち　今井新造

進め陸軍少年兵　佐藤康・藤本弘道　開発社

裾野　船山馨　豊国社

巣立つ歌　大林清　八絋社杉山書店

捨身主義　森矗昶　金星堂

西班牙古文書を通じて見たる日本と比律賓　奈良静馬　大日本雄弁

会講談社

皇大日本運動パンフレット　小瀧辰雄　皇大日本会世界社

セイロン島事情　岩佐義夫　千倉書房

Z一旒　広瀬彦太　興亜日本社

Z旗高く　天藤明他　実業之日本社

靖亜行　上海東亜同文書院　東亜同文社



征夷と勤皇の武将　矢田挿雲　輝文堂書房

征人　櫻井忠温　主婦之友社

征馬千里　宮井佳夫　紙硯社

征野二年　松田利通　潮文閣

征野千里　谷口勝　新潮社

正気　清瀬一郎　砂子屋書房

正気歌と回天詩　菊池謙二郎　小川書房

正気放光　石井三郎　皇道義会本部

正義日本と戦争の背後　古川清治　惟神会

正義は遂に勝てり　野依秀市　秀文閣書房

正邪何れが勝つべきか！　茂福武夫　婦人往来社

正傳　佐久間艇長　法本義弘　国民社

世紀の決戦　伊藤金次郎　昭和書房

世紀の予言　藤澤親雄　偕成社

聖なる大和民族の使命　安岡義隆　豊和会

聖駕奉迎録　杉村大造　函館市

聖義国家日本　山下芳一　平凡社

聖訓と国民　亘理章三郎　目黒書店

聖訓と日本精神　亘理章三郎　金港堂書籍

聖将東郷と霊艦三笠　尾崎主税　三笠保存会

聖将読本　小笠原長生　南方出版社

聖鍬部隊　研谷静　東亜開拓社

聖上陛下の御日常 藤 樫準二　東京日日新聞社

聖戦　中山龍一　金反写真巧芸所



聖戦　頭山立助先生遺集　頭山立助　人文協会

聖戦　菊水部隊　田中正明　平凡社

聖戦の贈物　大庭さち子　東光社

聖戦の書　白根孝之　モナス

聖戦二年有半の回顧　陸軍省

聖戦四年　新東亜建設の巨歩　陸軍省報道部

聖戦五周年　支那事変から大東亜戦争へ　山上昶　大日本興亜同盟

聖戦思ひ出の記　歩兵大四十七連隊　満州派遣四七歩連

聖戦外史　草むす屍　山中峯太郎　八絋社杉山書店

聖戦下に於ける国民の要望並に筆者の略歴と末文　足立陽太郎　足

立誠進舎

聖戦歌謡読本　白鳥省吾　人文閣

聖戦詩史　西宮憲章　皇明会

聖戦実記　戦線美談　大谷金蔵　テンセン社

聖戦従軍記我が家の誉　瀬谷和一　菊香会

聖戦手記　征旅二千哩　片岡正年　金正堂

聖戦書簡集　武内初太郎　平凡社

聖戦短歌鑑賞　岡山巌　育英書院　

聖戦忠話　小笠原長生　実業之日本社

聖戦俳句集　胡桃社同人　都祥閣

聖戦母心　小松郁雄　東京開成館

聖天皇と第一帝国　新見波蔵　武揚社書店

青訓美談　富山県

青春落下傘　鯱城一郎　黎明調社



青少年の救護と錬成　前田偉男　教育科学者

青少年のために　満州の燕　巽聖歌　中央公論社

青少年学徒に賜はりたる勅語と学校教育　大杉謹一　明治図書

青少年ニ賜ハリタル義解　萩原拡　中文館書店

青少年学徒ニ下シ賜ハリタル勅語ト二宮尊徳　中川信太郎　文開堂

青少年航空叢書　陸軍軍用機　東栄治　育生社

青少年国史　飯坂重威　三井出版商会

青少年産報読本　矢口茂雄　皇国青年教育協会

青少年指導の構想　田中令三　健文社

青少年指導の方向　田中令三　国民工業学院

青少年選書　空軍物語　柴田真三朗　増進堂

青少年体練の道　来馬欽吾　啓文社

青少年団指導要義　日本青年教師団　弘学社

青少年団錬成指導　武川筆三郎　光文堂

青少年日本文学　勤皇志士詩歌集　黒岩一郎他　至文堂

青壮年の書　岡崎文勲　高山書院

青壮年の書　増補　岡崎文勲　高山書院

青年と死生観　本荘可宗　新興亜社

青年と日本精神　川島益太郎　大同館書店

青年に語る日本精神　柴田隆　櫻園書院

青年に呼びかく　熊谷辰治郎　泰文館

青年の一矢　安藤良信　復興社

青年の革新　栗原美能留　興亜書房

青年の人生観　増谷文雄　同文館



青年のために師弟について　羽磯武平　昭和書房

青年のために　人生論　伊福部隆彦　淡海堂出版

青年の旗のまへに　B・V・シーラッハ／同協会　日本青年外交協会

青年の錬成と衛生　岡田道一　晴南社

青年よ起て　永田義直　駸々堂書店

青年よ起て　世界変局と大和民族の使命　松岡洋右　日本思想研究

会

青年荒鷲　可児少佐　関根巳智　日本報道社

青年学校郷土教本　大阪府教育会　青年教育協会

青年学校及青年教育　菅菊太郎　明文堂

青年学校教授書修身公民科　河野通匡　修文館

青年学校講座普通学科　木代修一他　建文館

青年学校修身公民科教授訓練書　菅原亀五郎　明治図書

青年学校修身公民科新要目解説　安部清見　明治図書

青年学校修養身及公民科精義　日本青年教育会

青年学校修養講座　吉田敏

青年学校商業教授書　湯川征吉　明治図書

青年学校新体制商業教本　森富治郎　大正洋行

青年学校普通科教科書　田中寛一他　日本青年教育会

青年学徒と支那事変　松本佳祐

青年学徒の心得置くべき　詔勅謹解　河村正太郎　伊藤文信堂

青年教育と国家総動員法　澤本健三　帝国公民教育協会

青年教育叢書　日本青年教育会　成武堂

青年教師論　上田庄三郎　啓文社



青年倶楽部　伊藤松雄　日本青年館

青年軍事新書　荘司武夫　大絋書院　☆

青年訓練の光　丸山豊　兵用図書

青年訓練指導員便覧　兵林館研究部　兵林館

青年訓練所教練指導要領　杉村勇次郎　赤爐閣書房

青年工員としての修養　嘉悦基猪　彰文館

青年宰相近衛文麿公を語る　溝口直樹　森田書房

青年修養講座　南進日本の姿　岡村謹一　宋栄堂

青年新書　工民魂　清家正　目黒書店

青年新書　国防競技の話　外園進　目黒書店

青年新書　少年戦車兵　藤田実彦　目黒書店

青年魂　日比谷与志雄　明治図書

青年団年鑑　小沢滋　日本青年館

青年読本　大皇戦の民　中柴末純　有光社

青年日本党指導原理解説　舞木友衛　青年日本党

青年日露戦史　矢儀萬喜多　増進堂

青年文化全集　濱田常二良　潮文閣

政界の三大勢力を解剖す　軍部・官僚・政党　野村重太郎

政治経済叢書　H・フンケ／尾崎達男　霞ヶ関

政治詩集　田中喜四郎　日本社　☆

政治地理学研究　飯本信之　中興館

政党と我等の争点　純正維新共同青年隊　同結成準備会

政党を脱退して日本国民に訴ふ　松岡洋右　大阪毎日新聞社

政党政治亡国論　佐藤清勝　方文社



生活刷新の理念　暁烏敏　人文閣

生活指導の日本教育　和歌山県師範附属小　明治図書

生活線上之国策国民共栄　新谷英治　大日本社

生活必需物資統制令の解説問答式　商工経営研究会

生拡と国土計画　加藤一　中川書房

生産決戦への活路　柏原兵太郎　柏葉書院

生産増強の方策　山崎早市他　霞ヶ関書房

生産第一主義　大河内正敏　科学主義工業社

生産文化叢書　柳澤利喜雄他　みたみ出版

生死直面　石丸梧平　人生創造者

生鮮食品統制の研究　安倍小治郎　水産経済研究所

生命の実相　谷口雅春　光明思想普及会

生命線に散る　松井嘉夫　政弘社

精華叢書　国民精神要義　篠田時化雄　精華校友会

精神科学　皇化の哲理　広島文理大　目黒書店

精神科学研究所の凶逆性　水野正次　国民評論社

精神科学叢書　西晋一郎　藤井書店

清算期にある日本の外交　稲原勝治　大乗社

清正公　満鮮活躍大信念啓示の大日本建国神論　高鍋日統　大日本

建国史学会

成人教育叢書　関根郡平他　香川書店　☆

成層圏飛行　中正夫　偕成社

性と戦争　橘源太郎　高瀬書房

西南太平洋　毎日新聞社



西部南洋地質図説明書　日本学術振興会　日本統制地図

西北満雁信　日野岩太郎　育英書院

西洋文明の没落　東洋文明の勃興　福沢桃介　ダイヤモンド社

西力東漸史表　東亜研究所

世界に暗躍する英国第五列を暴く　那須肇　昭和書房

世界に於ける日本人　渡辺修二郎　慶応書房

世界に於ける民族闘争と文化戦　野一色利衛　第一公論社

世界に冠たる日本精神全講　飯田徳治　教文社

世界に比類なき天皇政治　佐藤清勝　棒名書房

世界の今明日　満川亀太郎他　平凡社　☆

世界の動きと日本の将来　吉田公重　新日本社

世界の恐威日本軍　多賀宗之　会通社

世界の空軍その現勢及び将来　中原稔生　東宛書房

世界の重大変局　小島徳彌　教文社

世界の焦点！満州国　佐藤慶治郎　興国自治会

世界の将来　武藤貞一　統正社

世界の戦慄　伊藤松雄　東華書房

世界の動向と東亜問題　吉岡永美　生活者

世界の日本　国旗の精神　伊藤禎宣　日の丸御旗会

世界の爆撃機　野口昴　銀座書房

世界の観た満州国　貴島挑隆　国際経済研究所

世界は動く　船田中　昭和書房

世界はどうなる　中森莞郷　精文館

世界は何処へ　塚本義隆　同盟通信社



世界は何処へ行く　シュペングラー／豊島拡　日本外事協会

世界より見た日本と次の大戦争　阪井徳三郎　時局新聞社

世界を脅威するアメリカニズム　池崎忠孝　天人社

世界を統一するもの　大森朴堂　中堅社

世界維新と歴史観維新　鶴澤輝弥　七丈書院

世界維新の嵐に立つ　中野正剛　鶴書房

世界維新大綱　仲小路彰　大日本雄弁会講談社

世界開拓史　J・F・ハラビン／榎本菊雄　高田書院

世界撹乱の正体　宿田倍達　八星閣

世界各国新聞記者の観たる重圧下の日本　牛込龍男　日本冊子社

世界合戦　生出幸夫・師勝夫　如風書房

世界観の哲学　理想社

世界観・国家観・人生観　鈴木重雄　第一公論社

世界恐慌四ヶ年の総決算　世界経済研究会　大誠堂

世界空軍の現勢　朝日新聞社

世界経済の転換と建設　F・フリード／池田林儀　冨山房

世界経済史研究　金子鷹之助　紀元社

世界現代史十講　浅野利三郎　現代社

世界原料資源と食糧品の生産ストック状況　渡辺銕蔵　渡辺経済研

究所

世界皇化の根本理念　大場喜嘉治　勤皇連盟

世界興廃大戦史　仲小路彰　戦争文化研究所　☆

世界再建と国防国家　鈴木庫三　朝日新聞社

世界再建の道　橋本欣五郎　八光社



世界最終戦論　石原莞爾　立命館

世界再分割時代　清澤洌　千倉書房

世界資源論　延兼敷之助　同文館

世界時事講座　木舎幾太郎　政界往来舎

世界史上の支那　煙山専太郎　刀江書院

世界史的立場と日本　藤田親昌　中央公論社

世界情報　欧亜通信社

世界情報新集　欧亜通信社　☆

世界少年少女偉人伝大系　松平道夫　金の星社

世界新経済秩序の建設と枢軸民族の使命　ミアバッハ／工藤長祝　

鐵十字社

世界新秩序の精神 デュルクハイム／橋本文夫　理想社

世界新秩序を繞る外交　鹿島守之助　巌松堂書店

世界新秩序建設のために　前原光雄　慶応出版社

世界人伝記叢書　塩津誠作・松本悟朗　春陽堂

世界政局と東亜新秩序　田中直吉　立命館

世界政局に躍る人々　堀内敬三他　時局評論社

世界政策と日本教育　伏見猛彌　大日本雄弁会講談社

世界政治と支那事変　具島兼三郎　白揚社

世界政治経済情報　堀江邑一　清和書店

世界政治経済叢書　外国から見た敗戦支那　中村常三　清和書店

世界制覇の焦点　J・F・レースルス／高橋文雄　電通

世界石油史物語　佐藤定勝　大文堂書店

世界戦と日本　末次信正　平凡社



世界戦の見通しとわが経済生活　高木友三郎　拓南社

世界戦局の概観と戦力の増強　竹田光次　川流堂

世界戦時経済情報　雨笠粂三郎　科学主義工業社　☆

世界戦争と経済戦争　統制経済研究所　東亜経済社

世界戦争と日本の行動　野依秀市　秀文閣書房

世界戦争はもうはじまってゐる　武藤貞一　新潮社

世界戦争研究文庫　安井源雄　泉書房　☆

世界戦争物語全集　菊池寛　新日本社　☆

世界全体主義大系　ゴットル他／金子弘　白揚社　☆

世界大観と新日本の建設　加藤政之助　平凡社

世界大戦に於ける仏独両軍戦術思想の変遷　広良一　偕行社

世界大戦の責任者　細川進一　協栄出版社

世界大戦の前の来るもの　日ソ支戦争　小林騏一郎　テンセン社

世界大戦を孕らむ英伊エチオピアの危機　小倉虎治　那須書房

世界大戦概史　川原貞男　偕行社

世界大戦前夜と我が対策　浅野利三郎　現代社

世界大戦叢書　柴田賢一他　博文社　☆

世界大戦側面観　新田直蔵　大岡書院

世界大戦再び起こるか　相馬基　東京日日新聞社

世界地理政治大系　米倉二郎他　白揚社　☆

世界的秘密結社の検討　野田茂　栄養の日本社

世界転換史　三浦鉄太郎　東洋経済新報社

世界統一の天業　田中智学　天業民放社

世界動向の展望　関根郡平　東亜建設協会　☆



世界動乱と大東亜共栄圏　関根郡平　三友社

世界動乱の意義と皇国の使命　末次信正・山崎末男　東亜建設国民

連盟

世界裁英傑譚　小林知治　南光社

世界驀進の皇道経済　山口鋭之助　本学会

世界平和の敵は誰だ？　松岡哲史　和甲書房

世界変革の大戦と海運　平井好一　改造社

世界変局と日本　松井賢一　東海出版社

世界貿易の将来　F・フリード／工藤長祝　鐵十字社

世界放送戦　電波の戦場　並河亮　山海堂

赤化抗日防共　長谷川了　昭森社

赤軍ノモンハン戦闘記　赤軍戦車旅団全滅　M・ホーソン／富田邦

彦　新興亜社

赤軍将校陰謀事件の真相　山内封介　国際反共連盟

赤色アジアか防共アジアか　中保与作の　ダイヤモンド社

赤道直下　瀬戸口寅雄　体育出版社

赤道直言潮音譜　町田敬二　アルス

赤道万里　仲原義徳　東京講演会

赤露の動きと我覚悟　夏秋亀一　満蒙調査会

石炭は世界を支配する　H・ハルトマン／救仁郷繁　那珂書店

石油戦線　宇井丑之助　鶴書房

石油争奪世界戦　原圭二　六人社

石油争奪戦　近藤一郎　朝日新聞社

石油読本　宇井丑之助　千倉書房



責任生産と供給協定　茂野吉之助　東邦社

積極拡大主義の危険性と合理性　中野正剛　東大陸社

斥候　高田修　青梧堂

絶対の忠誠　加藤繁　丁字屋書店

切腹　和田克徳　青葉書房

迫り行く日露再戦　遠矢平吉　生成社

先遣隊　徳水直　改造社

先駆移民団　小寺廉吉　古今書院

先生兵隊の手記　前原香　第一出版社

先覚諸家南方建設論選集　田中末広　帝国書院

鮮血の遺書　笑つて死なふ　清水卯一　清水書店

鮮満を視察して　北条為之助　大成社

鮮・満・支新興経済　小島精一　春秋社

鮮満北支を語る　西嶋東洲　紙業出版社

戦雲動く太平洋　石丸藤太　春秋社

戦影　水野広徳　改造社

戦影日記　尾崎士郎　小学館

戦下に於ける国際情勢と国民の覚悟　釈瓢齊・荒谷実乗　進更会

戦禍の北支上海を行く　吉屋信子　新潮社

戦火閃く満蒙から上海へ　小松謙堂　玲文社

戦果に応へて　櫻井庄太郎　大日本青少年団

戦記　司令部南進　長生俊良　日本報道社

戦記　南海封鎖　津村敏行　海洋文化社

戦綱典令原則対照　孫氏論講　尾川敬二　菊地屋書店



戦後の施策と陸軍の動向　大岩多嘉雄　高山書院

戦後はどうなるか　小林一三　青年書房

戦後経済建設の新構想　R・V・ケルラー／小穴毅　高山書院

戦国の名将　吉田正子　北光書房

戦国武将の生活　桑田忠親　青磁社

戦士の道　竹田敏彦　八絋社

戦史評論　兵学研究会　干城堂

戦時の家庭経済　本位田祥男　光生館

戦時の金融と通貨　春日井薫　文雅堂

戦時英帝国の労働機構　世界経済調査会　

戦時欧州飛脚記　齋藤祐蔵　清水書房

戦時下アメリカに呼吸する　田口修治　昭和図書

戦時下いかに生活すべきか　佐藤英郎　東栄社

戦時下中小商業者の生く道　齋藤栄三郎　伊藤書店

戦時下に於けるドイツ労働政策　日独文化振興会　新絋社

戦時下の経済生活　賀屋興宣　今日の問題社

戦時下の言論統制　平出禾　中川書房

戦時下の産業安全運動　蒲生俊文　大日本雄弁会講談社

戦時下の食糧と農業機構　久保田明光　実業之日本社

戦時下の中小商工業金融論　岡庭博　慶応書房

戦時下の日本外交　国民政治経済研究所

戦時下の我が科学工業　野田経済研究所

戦時下青年の読む手紙文　吉川清雄　豊国出版社

戦時下独逸の実情に就いて　森川覚三・手島雄二　鉄鉱連盟



戦時下農村と革新政治　有馬頼寧　農村研究会

戦時下農村の実際活動　香月秀雄　泰文館

戦時海運論　太田康平　産業図書

戦時海軍研究　能見一夫　産業図書

戦時回顧　私の雑記帳　長岡規矩雄　磯部甲陽堂

戦時学生読本　鵜野久吾　日本青年教育会

戦時議会と政局の新動向　大野慎　亜細亜出版社

戦時議会と長期戦体勢の確立　小笠原八十美

戦時議会論戦集　今井新造

戦時企業統制法　清水兼男　巌松堂書店

戦時金融機関の確立　金融問題研究会　経済書籍

戦時勤労管理の諸問題　工場管理研究所　興亜文化協会

戦時訓の手引き　特に青少年の為に　倉田義一　友松堂

戦時軍人書翰　森岐多雄　春江堂

戦時経済と経済指導　服部文四郎　明善社

戦時経済と新経済体制　高橋亀吉　大日本雄弁会講談社

戦時経済と生産増強策　田沼征　大新社

戦時経済の現勢とインフレ問題　高橋亀吉　千倉書房

戦時経済の現状と将来　小汀利得　千倉書房

戦時経済の再出発　猪谷善一　一元社

戦時経済の実相　朝日新聞社

戦時経済の特殊問題　大阪商科大学　日本評論社　

戦時経済の進展と賀屋税制の相剋　亀谷正司　日本経済政策研究所

戦時経済関係法規　愛知県経済部商工課　高橋成弘社



戦時経済講話　高橋亀吉　今日の問題社

戦時経済国策大系　椎名悦三郎他　東亜政経社　☆

戦時経済特別調査報告書　小田繁　東京手形交換所

戦時経済早わかり　大阪毎日新聞社　☆

戦時経済方策論　小濱重雄　資源整備調査局

戦時経済法令集　野沢義朗　東洋経済新報社

戦時刑事特別法解説　大竹武七郎　松華堂書店

戦時刑事民事特別法義解　梅沢富三九　日本法学書院

戦時研究指導法図表　安西理三郎　軍事指針社

戦時原料保障論　小濱重雄　小濱資源研究所

戦時国家の経済法　峯村光郎　千倉書房

戦時国民の常識　社会教育研究会　研文書院

戦時国民教育の実践　鈴木源輔　帝教書房

戦時国民講座　大日本赤誠会　新興亜社

戦時サラリーマン読本　鵜野久吾　田井敬男

戦時財政論　日独文化協会

戦時産業金融論　岡庭博　東洋書館

戦時産業施設考　小濱重雄　小濱資源研究所

戦時産業動員論　シェルベニング／救仁郷繁　白揚社

戦時上海の金融　東亜研究所上海支所　東亜研究所

戦時・準戦時経済講座　佐藤弘他　改造社　☆

戦時商業経済提要　安藤春夫　伊藤文信堂

戦時食餌訓　佐々一成　泉書房

戦時食糧政策　田畑為彦　慶文堂書店



戦時女性文範　生田花世　愛読社

戦時人口政策　岩倉具栄　慶文堂書店

戦時新語辞典　野田照夫　法学書院

戦時新税法全書　尾山萬次郎　平泉社

戦時新聞読本　平田外喜二郎　毎日新聞社

戦時生活の建設　森崎喜一　翼賛図書刊行会

戦時生活を語る　古野周蔵　大同書院

戦時生活訓　臣道実践会　日本文化研究会

戦時生活読本　日の丸にこにこ問答　川原久仁於　新元社

戦時青年の針路　山田忍三　清水書房

戦時青年の進むべき道　高須芳次郎　冨山書店

戦時戦後に於ける我国経済　河津暹　明大学会

戦時宣伝論　小山栄三　三省堂

戦時体制と日本　連合情報社

戦時体制の学校教育　山崎博　明治図書

戦時体制下の景気観　木村孫八郎　太陽閣

戦時体制教育革新方策　国民訓育連盟　第一出版社

戦時体制読本　大阪毎日新聞社・東京日日新聞社　一元社

戦時体制法講話　早稲田大学　巌松堂書店

戦時断想　河合良成　昭和図書

戦時貯蓄読本　前田義雄　帝国軍協会

戦時独逸の警察　西ヶ谷徹　文松堂

戦時独逸法令集　荒木時次　ダイヤモンド社

戦時統制法令叢書　伊藤由三郎　銀行問題研究会・綜文館創立事務



所　☆

戦時特集独逸大観　日本電報通信社

戦時日本の経済研究　早稲田大学商学同攷会　早稲田大学

戦時日本の食糧問題　水野武夫　高陽書院

戦時日本経済史　齋藤栄三郎　伊藤書店

戦時農業論　マインホルト／長井建造　国際日本協会

戦時農村対策と戦後の経営　富田文雄　泰文館

戦時布教文庫　清水東川　興教書院

戦時婦女訓　苦瓜恵三郎　健文社

戦時物価統制の諸問題　渡部政雄　日本出版社

戦時物資統制法　清水兼男　巌松堂出版

戦時文化政策論　松本潤一郎　文松堂出版

戦時保育所　原勝　日本青年外交協会

戦時貿易統制と輸出振興　平野常治　時潮社

戦時貿易統制令の解説　商工経営研究会　大同書院

戦時防空読本　相馬基　東京日日新聞社

戦時歩兵教育の参考　成武堂

戦時労働と経営　古林喜栄　甲文堂書店

戦時労働政策の諸問題　増田富夫　聖紀書房

戦時労働読本　鵜野久吾　田村敬男

戦車　猪間駿三　山海堂

戦車に見る独ソ戦線　P・アルグス／川瀬英雄　岡倉書房

戦車の華　赤木春之　天松堂書店

戦車戦　陸軍技術本部　兵用図書



戦車戦記　藤田実彦　東京日日新聞社

戦車兵講義　瀧澤正勝　日本国防協会

戦車兵読本　浅井嘉平　日本兵書出版

戦術原則図解百題　軍事学指針社

戦術講授録　陸軍士官学校

戦術指導と実践と演習との調和　前田岩太郎　干城堂

戦傷学　富田東助　南江堂

戦傷者の手記後送日記　渡辺正　日本青年館

戦捷と株式投資法　矢野治　春潮社

戦捷の哲学的基礎知識　岩田達　二松堂書店

戦場　桜木俊晃　朝日新聞社

戦場と人生　岩井孝一郎　天理教道友社

戦場にみなぎる心　安井洋　軍人会館

戦場の孤児　出雲耕児　遠藤書店

戦場の祭典　田村克喜　泰東書道院

戦場の四季　木島鉄司　中央出版協会

戦場の倫理　長尾正憲　目黒書店

戦場より帰りて　上田広　学芸社

戦場史　実血涙で綴る　土田忠助　厚生閣

戦陣の瞑想　中地清　矢貫書店

戦陣訓　透写式ペン習字カード　小西麗水　三精堂

戦陣訓と学校訓練　松田友吉　啓文社

戦陣訓と日本精神　岡田久司　軍事教育研究会

戦陣訓の詠歌解説　友田宣剛　国民教育普及会



戦陣訓精解　三浦藤作　東洋図書

戦陣訓読本　齋藤瀏　三省堂

戦陣訓本義　井上哲次郎・中山久四郎　広文堂書店

戦陣雑記　兵の闘魂　石原明太郎　国際情報社

戦陣叢話　浅井嘉平他　軍事討究会

戦塵の香　岡上芳次　吉田書店

戦塵歌　甘利英男　長谷川書房

戦塵余話　石黒大介　清正堂書房

戦跡を顧みて　服部兵次郎　兵書出版社　☆

戦跡走破四万粁 北条為之助　大成通信社

戦線　民家　河村五郎　相模書房

戦線に躍る日英米の勝敗　岡山啓之助　東亜書房

戦線の軍犬　碓永元　狼吟荘

戦線の微笑　北町一郎　白林書房

戦線一萬里　橘一郎　山東社

戦線詩集　佐藤春夫　小学館

戦線詩集　魂の突撃　飯塚野想　紙硯社

戦線実話小説集　久我荘多郎　大衆文芸社

戦線実話読本　これぞ日本兵　上沢謙二　新生堂

戦線銃後美談集　名古屋市教育会　星野書店

戦線手記　軍靴の跡　櫻井豊　東京図書新報社

戦線素描　小田明夫　日本文林社

戦線童話　小野直　朝日新聞社

戦線走り書　本多徳治　東奥日報社



戦争　山路英也　新知社

戦争　後藤兼文　三友堂書店

戦争　ナハジャヴァーン／中島宗一　満鉄東亜経済調査局

戦争　荒木貞夫　三笠書房

戦争か平和か？　蜷川新　香風閣書房

戦争か平和か？　日米開戦の動因　高瀬五郎　富強日本協会

戦争と音楽　本田喜久夫　振興音楽出版社

戦争と科学　松平道夫　日本公論社

戦争と学生　三輪啓一　育生社弘道閣

戦争と株式　緒方勝次　新日本社

戦争とからだ　石津誠　東亜堂

戦争と勤労　森田良雄　協同公社

戦争と結婚　西牟田重雄　牧書房

戦争と国際問題　大倉要　蔵王閣

戦争と国民の覚悟　身をすててこそ　荒木貞夫　三笠書房

戦争と国民動員　栗栖幸男　高山書院

戦争と古典物語　松田武夫　越後屋書房

戦争と財閥　岩井良太郎　千倉書房

戦争と思想　野村重臣　富強日本協会

戦争と思想動員　法貫三郎　日新書院

戦争と宗教　高橋正雄　金光教徒社

戦争と従軍記者　岡本光三　新聞之世界社

戦争と女性　佐藤信夫　西村書店

戦争と信仰　加藤咄堂　大東出版社



戦争と人口問題　国策研究所

戦争と人口問題　郡菊之助　同文館

戦争と生活　岡崎文規　河出書房

戦争と青年　室伏高信　日本評論社

青年と精密工業　青木保　科学主義工業社

戦争と選挙　野依秀市　秀文閣書房

戦争と宣伝　バートレット／岡成志　高田書院

戦争と増税　山崎源太郎　橘書店

戦争と造船　山県昌夫　鶴書房

戦争と地下資源　フリーデンスブルヒ／小玉美雄　三省堂

戦争と鐔　長岡恒喜　美術倶楽部

戦争と電気通信　中山龍次　電気通信協会

戦争と日本語　釘本久春　龍文書局

戦争と脳　式揚隆三郎　牧書房

戦争と納税智識　鏡省三　朝日新聞社

戦争と保険の諸問題　雨宮保衡　社会教育協会

戦争に勝つた後はどうなる？　竹村公孝　国際教化連盟

戦争の科学的研究　布川静淵　大都書房

戦争の危機と皇道　日本の建設　吉田勝次郎　吉田堅治

戦争の実感　加藤政明他　新興経済社

戦争の知識　松平道夫　日本公論社

戦争の哲学　北昤吉 大 理書房

戦争の文学　伊藤整　全国書房

戦争の横顔　長沼弘毅　高山書院



戦争の横顔　林房雄　春秋社

戦争は拡大せん乎　大澤吉五郎　国際事情研究会

戦争学要綱　高木清嘉　聖紀書房

戦争景気はいつ出るか　漆原正　東海出版社

戦争経済と商工会議所　小穴毅　商工行政社

戦争経済の構造　日下藤吾　新東亜協会

戦争経済の前進　田中辰志　連合情報社

戦争経済講話　矢部利茂　朝日新聞社

戦争経済生活　高木友三郎　実業之日本社

戦争財産投資　日本経済研究会　伊藤書店

戦争史概観　四手井綱正　岩波書店

戦争史　伊藤政之助　戦争史刊行会

戦争詩集　大阪詩人倶楽部

戦争思想の研究　松下芳男　学而書院

戦争社会学研究　岡村重夫　中川書房

戦争教室　満州事変の後に来るもの　中山四郎　戸張書店

戦争政記　花見達二　日本書館

戦争政略論　佐田弘治郎　国際日本協会

戦争石油　神原泰　東晃社

戦争叢書　対英封鎖論　フォンベッツ／国防研究会

戦争地理学研究　小川琢治　古今書院

戦争挑発責任者　ウィール／大島仙二郎　農山漁村出版所

戦争文学傑作集　佐藤光貞他　潮文閣

戦争文学全集　櫻井忠温他　潮文閣　☆



戦争文化叢書　高嶋辰彦他　世界創造社　☆

戦争・貿易・海賊　小林知治　日本書房

戦争本質論　加田哲二　慶応書房

戦争論　植田清次　理想社

戦地と銃後　島崎英世　興亜文化協会

戦地通信　佐野周二　淡海堂出版

戦忠魂　降旗太一　言泉社

戦闘要綱解義　安岡理三郎　軍事指針社

戦闘綱要砲兵操典砲兵戦闘原則の研究　成武堂

戦費と増税問題　亀谷正司　日本経済政策研究所

戦没将士陣中だより　東京日日新聞社

戦没将士陣中だより　五十公野清一　金星堂

戦野に母あり　長沼依山　国民社

戦友に愬ふ　火野葦平　軍事思想普及会

戦慄すべき排日教科書の内容　後藤蒼洋　支那事情研究会

戦畧と戦術　伊藤政之助　皇国青年教育協会

戦略的に観た織豊戦史　中井良太郎　電通

戦力と厚生　中村佐一　文松堂

戦力増強と化学工業　山本茂　日本経国社

戦力増強と軍人援護　藤原孝夫　日本経国社

戦力増強と農村問題　助川啓四郎　高山書院

戦力増強と労務問題　日本学術新興会

戦力増強の理論　難波田春夫　有斐閣

戦錬記　神武の兵　北村一夫　牧学社



戦話　日本海大海戦とハワイ・マレー沖海戦　松尾樹明　忠誠堂・

精華書房

陜甘寧辺区の政策と近況　東亜研究所

宣言と時局　吉田謙　大日本赤誠会

宣戦の大詔　徳富猪一郎　東京日日新聞

The Imperial Respect declaring War on United States and

British Empire 徳富猪一郎／田崎花馬　東京日日新聞

宣戦の大詔と肇国の大精神　亘理章三郎　藤井書店

宣戦の大詔勤解　望月信雄　健文社

宣戦布告　野口米次郎　道統社

宣伝技術　報道技術研究会　生活社

宣伝戦の史実と理論　戸澤鐵彦　中央公論社

宣撫行　川夜瀬不逢　作家社

潜水艦　ヘルマン・バウエル／高瀬五郎　海軍研究社

潜水艦の話　福田一郎　海軍研究社

潜水艦出撃　匝瑳胤次　東華書房

潜水艦戦　福田一郎　海軍研究社

潜水艦戦記　平手朗　朝日新聞社

潜水艦魂　佐藤良介　読書新報社

全国思想関係新聞雑誌帖　警保局図書課　内務省

全支那大動乱の全貌　清川逸郎　森田書房

全勝全和の道　山中重太郎　九豊堂

全女学生必携　救護訓練図解其の日の心得　荷見秋次郎　婦女界社

全体観と国民教育　佐藤熊次郎　目黒書店



全体観の教育　入沢宗嘉　同文書院

全体観的性格淘汰　児童訓練の理論と実際　津田萬夫・河上民祐　

明治図書

全体主義と教育　尼子静　モナス

全体主義と皇道　藤澤親雄　東洋図書

全体主義の構想　中河与一　作品社

全体主義政策綱領　中野正剛・杉森孝次郎　育生社

全体性と新学校衛生　大西永次郎　右文館

全体躍進の日本　辻村二休　辻村勝

全面和平への路　汪兆銘・田村真作　改造社

浙贛作戦従軍記　森山三郎　博聞堂

殲滅戦　大場彌平　育生社

前世界大戦時南洋戦史　上条深志　南洋群島文化協会

前線銃後の手紙　藤ふみ子　雄鳳堂揺藍社

前線繃帯所　梶山盛夫　三省堂

仙台豊橋熊本　陸軍教導学校試験問題集　軍事界社編集部　軍事界

社

禅と日本精神　吉田幸正　泉福寺役寮

尖兵中隊　大江賢次　偕成社

旋風裡の極東外交と軍事　角猪之助　独立書房

旋風裡の欧米　岡田忠彦　帝国書院

川柳　銃後と戦線　渡辺虹衣　人文書院

川柳翼賛　三宅巨郎　大日本文化研究会



ソヴィエト航空の全貌　澤青鳥　三笠書房

ソヴィエト連邦の世界政策　遠藤一郎　生活社

ソロモン海上決戦　平出英夫　興亜日本社

ソロモン群島　片倉藤次郎　アジア青年社

ソ満国境近し　田辺重信　博愛発行所

ソ連の総力戦研究　橘川萬邦不　桜木書房

ソ連の野戦砲兵射撃法並研究　陸軍野戦砲兵学校　砂田昌政

ソ連の要路を占むるユダヤ人の極東攻略？　長谷川泰造　人文書院

ソ連は今何を画策してゐるか　三島康夫　第百書房

ソ連対日暴戻行為の全貌　茂森唯士　日蘇通信社

綜合インド問題研究　綜合インド研究室 ☆

綜合医学新書　竹村文祥　山雅房

綜合帰一の日本　茅原華山　内観社

綜合計画経済叢書　遠山三郎他　商工行政社

綜合国策樹立の為に　太田武雄　日本政治問題調査会

綜合時局教育講話資料　山崎博　明治図書

増産を目指すナチス独逸の工場　ロック／吉田実　泉書房

総選挙と国民の認識　野依秀市　帝都日日新聞社

総動員　日本国力の全貌　飯沢章治　高山書院

総動員態勢の前進　朝日新聞社

総動員法と経済　松沢勇雄　ダイヤモンド社

総力決戦論　奈良靖規　直霊出版社

総力戦　総力戦学会　帝国出版

総力戦と科学　富塚清　大日本出版



総力戦と国民学校経営　岡崎吉次郎　藤井書店

総力戦と租税　今泉兼寛　文憲堂

総力戦の性格　塚田正之助　十字屋書店

総力戦教育　下中彌三郎　昭和図書

総力戦教育の理論　倉沢剛　目黒書店

総力戦教書　寺田弥吉　霞ヶ関書房

総力戦思想戦教育戦　寺田弥吉　敞文館

総力戦叢書　寺田弥吉他　冨山房　☆

創作　日向御進発　田尻隼人　育生社

創作集　職場の人々　大日本産業報告会

創造の日本民族　豊澤豊雄　青年書房

創造日本学概論　石丸梧平　人生創造社

壮丁兵器科学読本　佐々木一雄　若櫻書房

壮烈海国魂　永松浅造　忠文館書店

壮烈ダヴァオの人柱　高幣常市　清新書房

宋美齢　村田孜郎　ヘラルド雑誌社

草莽の国学　伊東多三郎　羽田書店

俗神道大意　平田篤胤・齋藤一寛　日本電報通信社

遡江部隊　楠部道子　偕成社

租界進駐　小川記正　新正堂

祖国　柴田賢次郎　通文閣

祖国の姿　三宅雪嶺　千倉書房

祖国の魂　永松浅造　鮎書房

祖国の妻へ　木島鉄司　善隣社



祖国を如何にして守るべきか？　瀧田錬太郎　清水園

祖国を顧みて　菅勇　健文社

祖国を顧みて　今関大造　教育出版社

祖国会叢書　若宮卯之助他　祖国会

祖先崇拝と国体及法制道徳の淵源　天野徳也　巌松堂書店

底力論　満井佐吉　青山書院

狙日第五列　山中峯太郎　同盟出版社

素描　祖国の歴史　清水三男　星野書店

空の英雄　藤田雄蔵中佐　森川肇　昭和書房

空の艦長　山岡荘八　偕成社

空の軍神　白相少佐　佐原勇吉　大日本護国青年会

空の決戦　田代格　毎日新聞社

空の少年兵　倉町秋次　興亜日本社

空の少年兵戦記　倉町秋次　興亜日本社

空の神兵　わが落下傘部隊　川崎備寛　四海書房

空の武士道　野口昴　河出書房

空の話題　井原俊夫　弘学社

空は危し我等の飛行隊　竹崎武泰　国民義勇飛行隊

空征かば　航空五条会　三省堂

孫子　櫻井忠温　成光館書店

孫氏の兵学　友田宜剛　国民教育普及会

孫文革命戦史　大亜文化会　連合出版社

尊攘論　玉川治三　四海書房

尊徳哲理の教育　国民訓育連盟　第一出版社



尊皇歌人撰集　浅野晃・竹下数馬　文松堂書店

尊皇論発達史　三上参次　冨山房

尊皇史概説　今村文英　新日本図書

尊皇攘夷史秘話　和田信義　秀文閣書房

尊皇人　森田節斎　小林久磨雄　合同新聞社

尊皇護国　民衆善導役公行者　岩谷白嶺　千嘉文圃

タイ国通史　日本タイ協会　興亜日本社

ダバオ開拓の父太田恭三郎伝　星篤比古　誠美書閣

ダンケルク殲滅戦　荒木時次　有光社

たいわたな（泰国嘉永）　磯部美知　慶文堂書店

泰・ビルマ・印度　東恩納寛惇　大日本雄弁会講談社

泰・仏印飛びある記　金田信武　善隣社

泰国・仏印と日本人　福中又次　婦女界社

泰国と日本文化　柳澤健　不二書房

大アジア主義の歴史的基礎　平野義太郎　河出書房

大亜細亜主義　中平亮　日本評論社

大亜細亜先覚伝　田中正明　象山閣

大英国民に与ふ　石丸藤太　春秋社

大英帝国の経済　同盟通信社

大海軍発展秘史　広瀬彦太　弘道館図書

大義　杉本五郎　平凡社

大義武士道訓　大道寺友山他　鶴書房

大孝教聖典　服部宗明　大孝会



大号令下る　三浦葦彦　平凡社

大西郷　死生の書　和田健爾　京文社

大衆二千六百年史　岡成志　民潮社

大衆明治史　菊地寛　汎洋社

大正の海軍物語　中島武　三友社

大将の少年時代　中田千畝　実業之日本社

大将の母　福田善念　忠誠堂

大乗精神の政治的展開　倉田百三　大東出版社

大乗的日本精神　高千穂徹乗　真宗典籍刊行会

大乗仏教と日本精神　関精拙　顕道書院

大勝利の記録　吉原矢之助　文松堂書店

大戦下の印度　蘆田英祥　汎洋社

大戦外交読本　外務省情報部　博文館　☆

大戦学理　クラウゼウィッツ／陸軍士官学校　軍事教育会

大戦後の国際対立　ラビンスキー他／宮地健三　叢文閣

大戦後の世界史　滋賀貞　大同館書店

大戦当初の独逸財政経済方策　大蔵大臣官房

大東亜に於ける米　鈴木政　白揚社

大東亜の革新　田畑巌穂　同盟書院

大東亜の現住民族　ベルナツィーク／日本開拓協会　岡倉書房

大東亜の現勢　東京日日新聞社

大東亜の建設　大東亜戦争調査会

大東亜の産業と住民　芳邨勲　健文社

大東亜の思想　大串兎代夫　モダン日本社



大東亜の社会と経済　慶応高校学術研究会　北隆館

大東亜の生育　幣原垣　東洋経済新報社

大東亜の地下資源　野中保一郎　大雅堂

大東亜の中心理念　黒木盈　図書研究社

大東亜の肇造　武藤貞一　新生社書店

大東亜の特殊資源　佐藤弘　大東亜出版

大東亜の民族と宗教　東京帝国大学　日本青年教育会

大東亜の夜明け　藤田進一郎　人文書院

大東亜維新の今後　山中峯太郎　二見書房

大東亜回教発展史　櫻井匡　三省堂

大東亜海の文化　高楠順次郎　中山文化研究所

大東亜海上決戦　田口利介　遠藤書店

大東亜海戦記　読売新聞社

大東亜海戦無敵海軍　土屋賢一　郁文社

大東亜海戦論　一宮房治郎　昭和刊行会

大東亜科学工業論　山本茂　国際日本協会

大東亜教育叢書　金原省吾他　第一出版社　☆

大東亜共栄圏と国語政策　保科孝一　純生社

大東亜共栄圏と農業　谷本亀次郎　泰文館

大東亜共栄圏に於る共栄生活体制の構想　井野碩哉　国策連盟

大東亜共栄圏の基本理念　中保与作　高原社

大東亜共栄圏の建設　大東亜調査会

大東亜共栄圏の指導者たるべき日本人の教育　安岡正篤　啓明会

大東亜共栄圏の貿易と通貨　竪山利忠　日本出版社



大東亜共栄圏の北方経綸　井上一次　日本出版社

大東亜共栄圏海軍事情調査　折登健三郎　郁文社

大東亜共栄圏建設の基礎理論　田村徳治　立命館

大東亜共栄圏叢書　金子鷹之介他　愛国新聞社　☆

大東亜共栄圏読本　仏印の話　芹川信久　西台塾

大東亜共栄圏南方大観　日本歴史研究会

大東亜共栄圏文化体制論　平野晃　日本評論社

大東亜共同宣言　大日本言論報国会　同盟通信社

大東亜共同宣言　情報局記者　新紀元社

大東亜経国誌　広瀬浄慧　日本出版社

大東亜経済の諸相　東亜調査会　東京日日新聞

大東亜経済の推進　金子鷹之助　青葉書房

大東亜経済建設展報告書（昭和十七年）　東京商工会議所

大東亜経済建設論　油谷堅蔵　泉書房

大東亜経済建設論　伊藤千代蔵　博聞堂

大東亜経済資源大観　竹村和夫　日蘇通信社

大東亜経済地理　藤野靖　千倉書房

大東亜経済年報　大東亜経済連盟　商工行政社

大東亜決戦の書　嶋信治　新興亜社

大東亜建築論文索引　京都帝国大学　清閑舎

大東亜建設と教養　大倉邦彦　弘道館

大東亜建設と国民学校教育　伊藤忠好　玉川学園

大東亜建設と国民建設　緋田工　成武堂

大東亜建設と宗教　宗教団体戦時中央委　東京開成館



大東亜建設と植民政策　岩倉具栄　八木書店

大東亜建設の原理と諸問題　山崎靖純　立命館

大東亜建設の地理哲学　工藤暢須　大日本法令出版

大東亜建設史　大川正士　三崎書房

大東亜建設読本　山川時郎　天泉社

大東亜建設日誌　東洋文化研究会　目黒書店

大東亜建設法の理念と構造　岩田新　巌松堂書店

大東亜建設理念と構造　岩田新　巌松堂書店

大東亜建設理念とその実現　田村徳治　弘文社

大東亜圏庶民金融論　井関孝雄　東京講演会

大東亜交易基本統計表　日本貿易研究所　栗田書店

大東亜交易経済論　中井省三　高山書院

大東亜交通講座講演集　帝国鉄道協会　鉄道時報局

大東亜工業経済論　関野唯一　国民社

大東亜語学叢刊　樺太ギリヤク語　高橋盛孝　朝日新聞社

大東亜国際法叢書　安井郁他　有斐閣　☆

大東亜国土計画　企画院研究会　同盟通信社

大東亜国土計画の研究　工政会企画部　平凡社

大東亜国土計画を語る　辻三嘉吉　日刊工業新聞社

大東亜国土計画論叢　吉田秀夫　官界公論社

大東亜国民大会　日本タイムス

大東亜古代文化研究　石井周作　建設社

大東亜産業立地概説　長井龍一・谷本亀次郎　泰文館

大東亜産業立地計画論　川西正鑑　実業之日本社



大東亜史物語　井出浅亀　朝日新聞社

大東亜資源読本　上村義夫　千倉書房

大東亜巡察考　橋本貞夫　日本講演協会

大東亜常識読本　神田洋史　天泉社

大東亜植物油資源論　小林良正　日光書院

大東亜諸国の実情を語る　国際日本協会　拓南社

大東亜新経済と欧州新経済　桑原晋　ダイヤモンド社

大東亜新論　読売新聞社　研進社

大東亜神話　中島悦次　統正社

大東亜政治の構想　日本評論家協会　日本出版社

大東亜聖戦感懐　木津無庵大雅堂

大東亜青年叢書　大東亜の経済建設　大形太郎　育生社弘道閣

大東亜青年論　室伏高信　聖紀書房

大東亜戦における重慶・インド・豪州　東京日日新聞

大東亜戦に輝く美談　豊原龍淵　興教書院

大東亜戦の本質　藤田進一郎　駸々堂書店

大東亜戦役詩史　塩谷温　弘道館図書

大東亜戦下の支那事変　文化奉公社　モダン日本社

大東亜戦下　慰問手紙の書方　飯田豊二　洋山堂書店

大東亜戦感状集　生出幸夫　教育研究会

大東亜戦記　わが将兵はかく戦へり　松村又一　鬼澤書店

大東亜戦記　マレー戦線　河出書房

大東亜戦史　堀田吉明他　広文堂書店

大東亜戦史　マレー作戦　山本地栄　朝日新聞社



大東亜戦史　比島作戦　読売新聞社

大東亜戦詩　日本文学報国会　龍吟社

大東亜戦捷記　神谷睦夫　川瀬書店

大東亜戦争かく勝てり　加藤重雄　遠藤書店

大東亜戦争と思想戦　竹田光次　週刊産業社

大東亜戦争と青年学徒の道　高坂太郎　東世社

大東亜戦争と世界　杉森孝次郎　中央公論社

大東亜戦争と世界の変貌　等々力栄　翼賛出版協会

大東亜戦争と帝国海軍　大本営海軍報道部

大東亜戦争とユダヤ人の動向　久保田通教　東京情報社

大東亜戦争の思想戦略　水野正次　霞ヶ関書房

大東亜戦争の宗教的構想　湯浅与三　警醒社

大東亜戦争の真意　倉田義一　友松堂

大東亜戦争一周年史　大同印書館

大東亜戦争以降　経済関係法規集　日本経済連盟会　商工行政社

大東亜戦争下　女子慰問手紙の書方　飯田豊二　洋山堂書店

大東亜戦争　海軍戦記　大本営海軍報道部　興亜日本社

大東亜戦争海戦史　相馬基　東京日日新聞　

大東亜戦争歌集　柳田新太郎　天理時報社

大東亜戦争記録　酒井圭一・百本佐次郎　新光閣

大東亜戦争私感　武者小路実篤　河出書房

大東亜戦争写真史大観　明治天皇聖徳奉賛会

大東亜戦争常識読本　大川清　三崎書房

大東亜戦争小謡集　江島伊兵衛　わんや書店



大東亜戦争勝利の記録　永松浅造　明世堂書店

大東亜戦争戦況解説　シンガポール陥落まで　間瀬正順　河北新報

社

大東亜戦争宣戦の大詔謹解　関根正順　河北新報社

大東亜戦争戦争日誌　伊藤由三郎　銀行問題研究会

大東亜戦争年史　松本良勝　愛国新聞社

大東亜戦争祝詞集　武田政一　穂積出版社

大東亜戦争日の丸の猛進軍　武藤秋月　金龍堂書店

大東亜戦争陸鷲戦記　航空文学会　大日本雄弁会講談社

大東亜戦争陸軍報道班員手記　文化奉公会　大日本雄弁会講談社　

☆

大東亜戦日誌　六芸社

大東亜太平洋圏の新展望　欧文社

大東亜地域の交通　山本広治　日光書院

大東亜地政治学　ハウスホーファー／石島栄他　投資経済社

大東亜秩序建設　大川実繁　星野書店

大東亜統計叢書　印度統計書　綜合印度研究室　国際日本協会

大東亜統計叢書　蘭印統計書　大江恒太郎・中原善男　国際日本協

会

大東亜農業経済の再編成　角田藤三郎　朱雀書林

大東亜風雲録　岡本瓊二　天成社

大東亜文化建設研究　志田延義　畝傍書房　☆

大東亜文化新書　新野敏一　扶桑社　☆

大東亜文庫　川崎紫山他　興文社　☆



大東亜報　藤川覚　同盟通信社

大東亜民族誌　東亜経済懇談会　鱒書房

大東亜陸戦記　読売新聞社

大東亜体法心得　加藤将之　明治書院

大東亜歴史読本　大高常彦・内倉大次郎　四海書房

大東郷　小笠原淳隆　弘学社

大東洋の危機　英国よアジアより手を引け　小林忠次郎　大阪時事

新報社

大道の知るべ　矢野玄道　内外書籍

大楠公　藤田精一　宝文館

大楠公遺訓とその精神　大野輝之　尚楠社

大楠公庭訓六百年記念　昭和の維新は？　大河原基　孝道正行会

大南島　瀧田憲次　日本報道社

大南方研究講座　朝香末起他　太平洋書館

大南洋　南洋国体総合会　日本青年教育会

大南洋の全貌　山田毅一　弘道館

大南洋を拓く　南進青年会　拓南社

大南洋圏　南洋協会　中央公論社

大南洋史　白坂義直　田中誠光堂

大南洋年鑑　南洋団体総合会

大日本　ハウスホーファー／若井林一　洛陽書院

大日本の建設　上泉徳彌　国風会

大日本の進む路　井上雅二　実業之日本社

大日本ハ神国也　三浦関造　神政書院



大日本王道論 亀岡保三　国光社

大日本海軍史　中島武　美蓉荘

大日本教の梗概　合田秋義　大日本教団

大日本建国史　平原北堂　勅語御下賜記念事業部

大日本皇国　高橋雄治　萬龍荘

大日本国体読本　松浦守夫　大自然教世界同胞会

大日本国体明徴論　野見山岩太郎　共栄社

大日本詩集　大日本詩人協会　欧文社

大日本詔勅通解　森清人　龍吟社

大日本詔勅謹解　高須芳次郎　日本精神協会

大日本精神　倉賀野風正　大日本古典会

大日本戦史　高柳光嘉　三教書院

大日本戦史大観　大谷忠正　日本歴史研究会

大日本帝国勲章記念章誌　剣聖会　崇文堂

大日本帝国国旗　亘理章三郎　中文館書店

大日本哲学　佐藤清勝　豊国社

大日本道徳哲学　佐藤清勝　アジア青年社

大日本陸軍写真大観　明治天皇御写真帖刊行会

大緬甸誌　緬甸研究会　三省堂

大変動期の世界と日本　満川亀太郎　錦旗社

大本営　小笠原長生・小笠原淳隆　東水社

大本営記者日記　小川力　絋文社

大満州国　長井修吉　地踏社

大満州国 東亜時 局研究会



大満州国を即時に承認して吾等の生命線開拓に邁進せよ　堀口金太

郎　満蒙権益養護開拓促進連盟

大満州国建国記念写真帖　建国記念写真刊行部

大満州国建設録　駒井徳三　中央公論社

大満州国事情　西島東洲　地歴教育研究会

大満州正義団略史　正義時報社

大蒙古は起つ　松本清士　大日本出版社峯文荘

大有社叢書　新体制国民読本　宮崎龍介　大有社

大陸と士と人　田代弘　秀文閣書房

大陸の青春　福田清人　小学館

大陸の先駆者　田中惣五郎　興亜文化協会

大陸の魂　大嶋勇　白水社書店

大陸の夜明け　出雲耕児　遠藤書店

大陸を歩みて　岡田潤一郎　富文館

大陸をのぞく　寺本五郎　紀元社

大陸印象記　小林儀光　大陸産業通信社

大陸開拓　福田清人　作品社

大陸経営　馬郡健次郎　巌松書店

大陸経営とその先駆者を語る　森田英亮　金星堂

大陸経倫　白須皓　農民社

大陸建設と大学の再建　陣内豊吉　研文書院

大陸建設の課題　宮本武ノ輔　岩波書店

大陸建設の譜　小林知治　文松堂書店

大陸作戦論　小林知治　高山書院



大陸襍記　熊谷辰治郎　日本青年館

大陸資源行脚　納富重雄　月刊満州社

大陸小説　鉄路と戦う　宮本旅人　東光社

大陸聖鍬　清水久孝　那珂書店

大陸戦史　画と文　陸軍省情報部　陸軍画報社

大陸叢書　藤原益治他　大陸社・目黒書店　☆

大陸踏破「北支」　竹中吉郎　日本新時代社

大陸日本の文化構想　近藤春雄　敞文館

大陸発展叢書　岩間徹他　博文館　☆

大陸非常線　山中峯太郎　大日本雄弁会講談社

大陸文化研究　京城帝国大学　岩波書店

大陸民族の風韻　勝又憲治郎　黄河書院

大旅行記　東亜同文書院　東亜同文会

太平洋と列強海軍　中村伸康　高山書院

太平洋に於ける経済的現勢　清水博　富士出版社

太平洋の今と昔　松田伊勢次　三成社書店

太平洋の危機　宮島惣造　文教科学協会

太平洋の発見　永田寛定　十一組出版社

太平洋の夢　室伏高信　青年書房

太平洋は叫ぶ　今野幸助　新東亜社

太平洋上の制覇 菅勇　富士書房

太平洋上の日本　相馬基　東京日日新聞

太平洋経済戦争論　加田哲二　慶応書房

太平洋攻防世界第二大戦　ゴロウィン他／石丸藤太　万里閣書房



太平洋戦争　D・ガリー／石丸藤太　実業之日本社

太平洋殲滅戦　石丸藤太　聖紀書房

太平洋戦畧序論　齋藤忠　春陽堂書店

太平洋戦略論　池崎忠孝　先進社

太平洋叢書　伊藤孝一他　海洋文化社

太平洋島嶼誌　荘司憲秀　三省堂

太平洋読本　日本青年外交協会　

太平洋図書館　笠間杲雄他　六興商会

太平洋波高し　日本を襲う魔手の正体　中川秀秋　興亜資料研究所

太平洋民族誌　松岡静雄　岩波書店

太平洋問題研究所叢書　明石二郎他　中央公論社

太平洋問題資料　太平洋問題調査部　日本国際協会　☆

太陽　鴉片戦争の巻　山岡荘八　春江堂

太陽の文化　磯部保　文松堂書店

大英問題を語る　小林裁一　大日本愛国義団

対外外交問題議事要録　日本外交協会

対支横議　大谷光端　民共社

対支建設への提言　清水宣博　日満支拓殖文化研究所

対支国策論　宮地貫道

対支政策の根本義　成田努

対支政策の本流　中山優　育生社

対支問題座談会速記録　瀬戸勇　立憲政友会大坂支部

対ソ外交の新段階　内藤民治　国際日本協会

対米英宣戦　大詔謹解　小林杖吉　田中誠光堂



対満支時局三十年誌　松崎省我・渡辺武史　新聞評論社　

対立せる戦争論　長谷川正　教材社

大系公民概論　江幡弘道　文淵閣

体系的国体新論　神作濱吉　宝文館

体力章検定はどうすればうかるか　加賀一郎　高千穂書房

体練科武道　剣道篇　三橋秀三　目黒書店

第一回中央協力会議議事録　大政翼賛会宣伝部　商工行政社

第一出版時局叢書　松岡洋右他　第一出版社

第一線　与呉空山大日本守国会

第二の開闢　橋本欣五郎　大日本赤誠会

第二の元寇　前川晃一　大阪新聞社

第二のスペイン　笠井光司　内外出版社

第二の世界大戦は何処から勃発するか　大村太郎　テンセン社

第二の戦場　軍事保護院　時代社

第二次欧州大戦とドイツの経済力　エス・ヴィシネフ／南満州鉄道

博文社

第二次欧州大戦とヒットラー総統　松山悦三　人生社

第二次欧州大戦の経済的影響　勝田貞次　景気研究所

第二次欧州大戦の研究　清澤洌　東洋経済

第二次欧州大戦史略　原田瓊生　明治書房

第二次世界大戦と其の後に来たるもの　石丸藤太　刀江書院

第二次世界大戦と日本帝国　浅野利三郎　現代社

第二次世界大戦の爆発点　満蒙国境かダンチヒか　浅野利三郎　現

代社



第二次世界大戦精図　ハラビン／勝谷在登　慶応書房

第二次世界大戦事典　中外商業新報社　科学主義工業社

第二次特別攻撃隊　郡山敦　先生書店

第二世界戦争の勝敗　石丸藤太　今日の問題社

第二世界大戦勃発か？　夏秋亀一　漫画時代社

第二戦線　佐藤友松　春陽堂

第二ドイツ戦争心理学　M・ジナモイト他／望月衛　中川書房

第三回　旅順閉塞隊秘話　匝瑳胤次　東京水交社

第三師団従軍記　動乱の支那から　石原由三郎　金剛石社

第三戦場　今井達夫　鶴書房

第三調査委員会報告書　東亜研究所

第三帝国の新経済政策　塚本義隆　新聞連合社

第三十二回陸軍記念日に当り日露戦役を偲ぶ　陸軍省新聞社

第九師管古戦師附図　第九師団司令部

第七十議会を通して時局と政策の動向　東洋経済新報社

代表的国学者の日本精神観　西晋一郎・磯野清　明治図書

台風に直面して　筑紫熊七　尊皇護国同志の会

台湾教育の進展　佐藤源治　台湾出版社

打倒英国　松井賢一　日本人社

高杉晋作　志士の精神　和田健爾　京文社

高杉晋作小伝　香川政一　白銀日新堂

拓殖叢書　日本拓殖協会　越後屋書房

拓殖パンフレット　横尾惣三郎　拓殖奨励館

拓土の生活　安東収一　大日本出版



逞しき関東部隊　新井紀一　愛読社

逞しき前進　産業戦士への道　飼手真吾　郁文社

武田雪夫童話集　日の丸の下に　武田雪夫　文照社

武田流軍学全書　武田流軍学全書刊行会

戦はこれからだ　櫻井忠温　新潮社

戦はずして勝つ　河野恒吉　新光閣

戦ひ　福永恭助　一元社

戦ひのあと　岩崎栄　東京日日新聞

戦ひの時代　白鳥敏夫　第一書房

戦ひの力となる信仰問答　野依秀市　秀文閣書房

戦ひを身につけよ　平出英夫　朝日新聞社

戦ふ機械　中根良介　自動車日本社

戦ふ教室　岩城謙二　時代社

戦ふ軍需企業　藤森政行　東和出版社

戦ふ国戦ふ人　櫻井忠温　偕成社

戦ふ国の勤労戦線　荒尾達夫　内外書房

戦ふ銃後女性譜　池田さぶろ　教学館

戦ふ女学生　小屋虎雄　国民教育社

戦ふ神国　神祇院　日本青年教育会

戦ふ石油　神戸政爾　新興亜社

戦ふソ連の現実　竹尾弌　霞ヶ関書房

戦ふ魂　沖邑良彦　二松堂書店

戦ふ電波　中山龍次　科学新興社

戦ふドイツ　朝日新聞社　新光社



戦ふ独逸　友枝宗達　第一書房

戦ふ日本の共同生活　若山亀吉　文松堂

戦ふ日本海員　関口好雄　越後屋書房

戦ふ日本刀　成瀬関次　実業之日本社

戦ふ農村婦人　古瀬伝蔵　集文館

戦ふ俳句　田村木国　三省堂

戦ふ文化　日比野士郎　豊国社

戦ふ輸送船　太田恒彌　東京出版

戦ふ御用船　吉田与志郎　春江堂

戦ふ商戦隊　西巻敏雄　郁文社

戦ふ戦争　比佐友香　朝日新聞社

戦ふ翼　陸鷲従軍手記　団野信夫　朝日新聞社

戦ふヒットラー　菅井近男　高山書院

闘へる印度　高柳松一郎　大阪商工会議所

立ち上がる印度の全貌　浅井治平　帝国書院

立ち上がる印度　永川俊美　東京講演会

起ち上る蒙古　ソ連赤軍の全貌を暴く　岡一太　大阪毎日新聞社

起て！朝鮮人　行け！満州国　李東華　黄人社

田中智学の国体開顕　里見岸雄　錦正社

谷秦山の神道　西内雅　高原社

魂に火をつける　光瀬俊明　図書研究社

魂の国日本　二瓶一次　厚生閣

魂の楯　佐藤一英　鶴書房

魂の黎明　棟方功　新生堂



魂は躍る　高木秀男　日本教育資料刊行会

玉鉾の道　三浦義一　大東塾

玉川文庫　教科価値と日本精神　福島政雄　玉川学園

民のこころ　大串兎代夫　モダン日本社

誰が日本を動かしているか　小林知治　政道社

誰にも解る大東亜建設の基礎知識　宮下亀雄　二松堂書店

弾の跡へ　英美子　文林堂双魚房

弾雨に禊ぐ　山上次郎　中央公論社

弾丸下の経済建設　郷古潔　東邦書院

弾巣　善波周　東光書林

短歌戦記　山上次郎　八雲書店

断呼戦ふ海軍魂　大和桂一・田中利介　揚子江社

断末魔の支那　蒋介石よ何処へ行く　小林騏一郎　テンセン社

男装従軍記　永田美那子　日本評論社

団洞爺全集　長澤重五　軍事工業新聞

鍛錬保険厚生教育の新建設　関原吉雄　宝文館

治安法令集　井島政五郎　徳行館

治外法権撤廃に対する満州国側の準備　篠崎嘉郎　日満実業協会

治教宣布に依る国民精神運動の理拠　高橋鶏明彦　治教宣明協会

逐条解説国家総動員法　法律時報編集部　日本評論社

父は斯く戦へり　久保雄二郎　甲子社書房

血と代へる土　篠田次助　織田書店

血に彩られた北樺太　現状と資源　能仲文夫　中央情報社



血に輝く生命線　横井天華　新潟毎日新聞社

血潮は飛び散る　上海事件の体験を語る　加藤政太郎　兵用図書

地政学と東亜共栄圏の諸問題　国松久彌　東京開成館

地政学概説　吉村正　広文堂書店

地政学論集　日本地政学協会　帝国書院

地政治学の基礎理論　ハウスホーファー／玉城肇　科学主義工業社

地政論的新考　日本史　前田虎一郎　二松堂書店

地方制度法令集　自治館編集局　自治館

地理文庫　日本の誇　朝鮮関東洲　北垣恭次郎　明治図書

中央アジア叢書　中亜民族共和国事情　カザフスタン紀行　寄田則

隆　中央アジア研究会

中央協力会議教育翼賛の声　日本青年教師団　弘学社

中華民国新民会大観　原澤仁麿　公論社

中外皇化運動パンフレット序篇　小瀧辰雄　皇大日本会世界社

中外を振驚せる皖南惨案　東亜研究所訳　東亜研究所

中国通信社パンフレット　支那秘密結社の新情勢　三宅儀明　中国

通信社

中国民族自救運動之最後覚悟　梁瀬溟／池田篤紀　中華書局

中支を征く　支那派遣軍報道部　中支従軍記念刊行会

中支視察行　中村一六　警防時代社

中支派遣海軍作家従軍記　海軍軍事普及部　興亜日本社

中支風土記　高井貞二　大東出版社

中西アジア地政治誌　松川二郎　新興亜社

中隊下士教育ノ目的ヲ以テ実施シタル戦況ニ基ク歩兵操典ノ研究　



榎木宮　豊文堂

中隊長の戦闘日記　本庄勢平衛　読売新聞社

中等教育に於ける日本精神の教育　広島高師　京極書店

中南米の資源　芳賀雄　電報通信社

忠の序説　平田内蔵吉　山雅房

忠経　稲上四郎　盛文館

忠孝の真理　森信三　目黒書店

忠孝一本の精神　足立栗園　春潮社

忠孝両全田辺少尉の戦死　井上文成　愛国之華連盟

忠魂録　稲葉達夫　東中島村青年団

忠節の原理と大自然　金子珍彦　忠節の原理普及の家

忠勇美談　帝国在郷軍人会　

忠勇列伝満州上海事変之部　忠勇顕彰会

忠霊塔の建設要領　角田保　大日本忠霊顕彰会

忠霊塔物語　相馬基　東京日日新聞社

忠霊塔物語　菱刈隆　童話春秋社

註訓新論　会澤正齋　三教書院

注目すべき南阿と東阿　今井忠直　文明協会

町会文庫　その行き方と経営法　池川清　大阪市役所

長期建設と銀行経営　石巻良夫　文雅堂書店

長期建設への道　原重治・淵脇邃　日本警察新聞社

長期戦と経済建設　板橋菊松　誠文堂新光社

長期戦下の財政経済　高橋亀吉　千倉書房

長期戦下の財政金融問題　銀行研究社　文雅堂



長期戦時経済体制　岩井良太郎　千倉書房

長期戦必勝　池崎忠孝　新潮社

長江の自然と文化　齋伯守　大日本雄弁会講談社

長江畔の足跡　関孤円

長城ほまれの日章旗　小林五郎　精華堂書店

長篇小説　印度　松村新吾　興亜文化協会

長篇小説　勝利後の生活　清水桂一　六合書院

長篇小説　哈爾浜入城　竹内正一　赤塚書房

張鼓峯　赤石澤邦彦　興亜書房

超宗教国体論　天皇信仰　遠藤友四郎　先進社

朝鮮役水軍史　有馬成甫　海と空社

朝鮮経済年報　昭和十五年　全経調機連合会　改造社

朝鮮工業の現段階　川合彰武　東洋経済新報社

朝鮮同胞は語る　金洪澳　協和互助会

肇国史詩　なかつくに　加藤一夫　龍宿山房

肇国精神　中村孝也　大日本教化図書

肇国精神の大教典　柏木亀蔵　創生社

樗牛と天心　浅野晃　潮文閣

勅論奉戴五十年を迎え奉りて　陸軍省・海軍省

沈滞日本の更生　中野正剛　千倉書房

ツシマ日本海海戦記　F・ティース／藤原肇　大観堂

ツラン民族運動とは何か　今岡十一郎　言海書房

ツラン民族圏　今岡十一郎　龍吟社



つはもの芸術兵営風景　松本市太郎　つはもの発行所

つはもの叢書　金子空軒　帝国在郷軍人会　☆

追慕集　三井高雄　大塚巧芸社

通解軍人援護読本　松本貞水　政治教育協会

通信兵器　紫芝幸憲　潮文閣

通俗幕末勤皇史　得富太郎　目黒書店

仕へまつる道　神道と生活　溝口駒造　四海書房

月別　近代日本軍事史　松下芳男　田中誠光堂

次に来るもの戦争か平和か？　伊達龍城　文瑞社

次に支那を支配するもの　松本忠雄　高山書院

次の極東戦争　帝国陸軍は何処へ行く　西野雄治　朝風社

次の極東大戦の覚悟　鈴木一馬　東邦事情研究会

次の軍縮会議と日英米の海軍　増崎綱幸　一元社

次の世界戦争　石丸藤太　春秋社

次の戦争と我海軍　村田懋麿　目白書院

土に塗れて　北尾正幸　創造社

土の国民学校経営　大野武男　統正社

土の祭り　遠藤正二　愛読社

常岡一郎講演集　常岡一郎　中心社

翼　橋口義男　明治書房

翼の蔭　原田種嘉　大日本雄弁会講談社

翼の人々　松永芳郎　博文館

翼の門　山田浩　弘学社

津村（重金）前議員失言問題と久原房之助問題　黒木正麿　大文字



書院

デマ　本多喜久夫　愛亜書房

DIE GESETZEBUNG DES KABINETS HITERHEFT Warner Hoche FRANZ

VAHLEN

DIE JAPANIS CHEN KATHOLIKEN ZUN CHINESIS CHJANISCHN STREIT

小林玲雄　カトリック大辞典編纂所

帝国の外交と大東亜共栄圏　鹿島守之助　翼賛図書刊行会

帝国の危機　大橋敏郎　日本経済通信社

帝国の国防　和田亀治　天人社

帝国の国防　秦真次　先進社

帝国及列国の陸軍　陸軍省

帝国海軍　猪伏清　高山書院

帝国海軍と上海事変　高橋邦夫　日本評論社

帝国海軍沈黙二十年の苦闘史　高橋三吉　東亜時代協会

帝国外交の基本政策　鹿島守之助　巌松堂書店

帝国軍艦集　「海軍」編集部　文雅堂書店

帝国憲法に就いて　大串兎三郎　騰写代用

帝国国防を護れ　横井彦三郎　天仰塾

帝国国防の危機　佐藤清勝　豊城社

帝国々防充実の強調　河野清三郎

帝国潜水艦　本内達蔵　績文堂

帝国予算概要　昭和一三年　大蔵省主計局　内閣印刷局

帝都之防護　帝都防空史編纂所



偵察将校藤林保之少佐活躍記　清水吐月　成武堂

提督の母　福田寛　駸々堂書店

泥濘を征く　横田寛

敵　寒川光太郎　金星堂

敵国アメリカの戦争宣伝　中野五郎　新太陽社

敵国人出願の発明考案総目次　帝国発明協会

敵国人出願の発明考案集録　帝国発明協会

敵前上陸と日本精神　林直人　田中誠光堂

敵前潜行　関澤秀隆　国際文化事業協会

敵団長会見記　下斗米武　協栄出版社

鉄血解決　対支那懸案の真相　豊田豊吉　籾山書店

鉄血陸戦隊　中満義親　新潮社

鉄鋼統制会の進路　小日山直登　新経済社

鉄舟随感録　安部正人　秋田屋書房

鉄道挺身隊戦記　川口豪　陸軍研究者

鉄道兵講義　瀧澤正勝　日本国防協会

鉄路に賭る生命　泰賢助　立誠社

哲学の日本的反省　藤平武雄　二見書房

哲学上より観たる国体明徴　大槻正一　東洋図書

哲人と国家　安倍光槌　建設社

天壌無窮の神勅　亘理章三郎　理想社

天下の快物？怪人？野依秀市　松山健一　東海出版社

天空翔破　百瀬一　東京陸軍航空学校

転才帝国日本の飛騰　池崎忠孝　新光社



天山嶺を行く日本人　稲垣史生　協栄出版社

天孫古跡探査要訣　荒深道太郎　天孫文化研究所

天皇と国史の進展　中村直勝　賢文館

天皇の仰瞻と機関説体制の祓　内田正巳　興学舎

天皇現神と皇軍精神　高鍋日統僧正　統一社

天皇機関説の撲滅戦　伊東祐郎　東邦書院

天皇機関説を爆破して国民に訴ふ　蓑田胸喜　今日の問題社

天皇機関説撃滅　林逸郎　昭和神聖会

天皇御親政論　中溝多摩吉　武蔵防共護国

天皇主権論　大谷美隆　公民教育会

天皇主体説ヲ中心トシタル帝国憲法解説　法律研究学会　精興社書

店

天皇信仰　加藤一夫　龍宿山房

天皇信仰と大国隆正　大月隆仗　道徳運動社

天皇信仰の首唱者　大国隆正　大月隆仗　産業経済社

天皇信仰道　加藤一夫　龍宿山房

天皇政治論　村瀬武比古　東邦書院

天皇絶対論とその影響　谷口雅春　光明思想普及会

天皇尊崇本義　水谷清　厚生閣

天皇二千六百年史　山口梧郎　天泉社

天皇陛下北海道大演習　連合写真通信社

天皇本尊建立　高橋善中　唯一仏団

天理教　風間益蔵　七人社

転換期の神道　溝口駒造　畝傍書房



転換期の世界に於ける政治の動向　伊東輔利　思想研究所

転換期の日本経済と新興コンツェルンの進む道　永田躍　世界経済

情報社

転換期日本の財政と経済　賀屋興宣　朝日新聞社

転換日本の針路　石原広一郎　三省堂

転業と北支産業　石川市郎　新興亜社

転業へ生きる道　吉田政雄　婦女界社

転向手記　帰る兵隊　難波虎一　大洽社

転戦回顧　松下参世　高山部隊

電撃戦　独逸研究所　新興亜社

電力国家管理案の重大使命　永井柳太郎　日満経済社

電力国家管理問題の根本意義　堀内傭村　反響社

電力国策の解説　大和田悌二　里見元秋

伝書鳩の研究　武知彦栄　内外出版

伝統に生きる　吉田三郎　目黒書店

伝統について　野口米次郎　牧書房

ドイツ　防空・国民生活　田辺平学

ドイツ・イタリーの統制経済　国政一新会

ドイツに於ける工業原料自給の科学　内田源兵衛　経済図書

ドイツの健民政策と母子保護事業　瀬木三雄　北光書房

ドイツの航空工業　辻猛三　大日本飛行協会

ドイツの政治と経済　シャハト／阿部泰夫　慶応書房

ドイツの戦時経済　池田慶四郎　日独旬刊社



ドイツの潜水艦長の手記　安原茂夫　岡倉書房

ドイツの若鷹　シュタッケンベルグ／白井喬二　田中宋栄堂

ドイツ開戦の真相　H・ウェルト／本住龍太郎　第一公論社

ドイツ海軍史　ナチス党本部／竹村清　岡倉書房

ドイツ強襲作戦　白井喬二・池田林儀　宋栄堂

ドイツ空軍　アイシェルバウム／伊藤保　肇書房

ドイツ航空機の発展　ボーチン／末永時恵　牧書房

ドイツ国の基本的諸問題　フォン・ゼークト／齋藤栄治　育生社弘

道閣

ドイツ国民に告ぐ　フィヒテ／富野敬邦　玉川学園

ドイツ国民革命　谷口栄業　東華堂

ドイツ国民性展開の理論　西本頴　有斐閣

ドイツ制空の歴史　アル・ウィリャム／深沢正策　河北書房

ドイツ精神　村上瑚麿雄　冨山書房

ドイツ戦時経済叢書　ミュルナー他／本領信治郎　日本電報通信社

☆

ドイツ戦時経済大観　日独文化振興会　新絋社

ドイツ戦時刑法研究　市川秀雄　栗田書店

ドイツ戦時通信　少年たちへ　アイシャフ／新田理蔵　増進社

ドイツ宣伝中隊員の手記　稲木勝彦　晴南社

ドイツ魂　R・ホフマン／伊東鍈太郎　日本公論社

ドイツ的戦略とは　水野正次　名古屋新聞社

ドイツ二千年史　ハルトマン／若林龍夫　青梧

ドイツ農村見聞記　持地ゑい子　科学主義工業社



ドイツ物価政策の奇跡　池田慶四郎　日独旬刊社

ドイツ防空読本　独逸防空同盟　春陽堂

ドイツ物語　樫葉勇　二友社

ドイツ陸軍読本　フォンツェスカ／木暮浪夫　高山書院

トルコをめぐる国際情勢　武富敏彦　全国大学教授連盟

独乙の世界政策　東郷豊　伊藤書店

独乙の新経済と日本　東郷豊　伊藤書店

独乙宣伝中隊の組織と活躍　川端勇男　スメル書房

独逸そらの巨人　中正夫　潮文閣

独逸だより　宮内鎮代子　敬文堂書店

独逸の映画体制　独逸文化資料社　報国社

独逸の教育・文化・社会政策　外務省調査部　日本国際協会

独逸の経済と国民生活　長井亜歴山　タイムス出版社

独逸の決戦態度　ヒトラー／工藤長祝　鉄十字社

独逸の少年航空技術兵　E・クラウゼン／石川道雄　航空時代社

独逸の植民問題　バウエル／前田稔靖　大亜細亜建設社

独逸の戦争経済　エスターヘルト／独逸文化研究会

独逸の戦争目的　景山哲夫　大同印書館

独逸の戦争論　国防科学研究会　大日本雄弁会講談社

独逸の宣伝組織と其の実際　外務省調査部　日本国際協会

独逸の占領地統治政策　海野稔　西東社

独逸の統制経済　ゲルマニカス／木下矢五郎　慶応書房

独逸の統制政策　シャハト／三上正毅　今日の問題社

独逸の民間航空　D・カウマン　日独文化出版局



独逸及び独逸人の問題　大泉行雄　同文館

独逸概観　中西敏憲　第一公論社

独逸軍部論　濱田常二良　昭和刊行会

独逸航空人伝　坂田精一　十一組出版社

独逸国防軍　ロジンスキー／柴田賢一　青年書房

独逸国防経済論　小穴毅　森山書店

独逸国防国家体制　独逸大使館　日本電報通信社

独逸国防青年　水野正次　清正堂書房

独逸国民と音楽生活　津川主一　新興音楽出版社

独逸従軍作家集　道本清一郎　洛陽書院

独逸西部作戦　ナチス党／同盟通信社

独逸潜航艇の精神　リッテル／松井忠夫　大元社

独逸戦陣訓　ハンスエレンベック／木暮浪夫　肇書房

独逸潜水艦の大活躍　広瀬彦太　海軍研究者

独逸戦争経済雑話　菊地春雄　泉書房

独逸占領地域の経済経営　南満州鉄道調査部　日本評論社

独逸大観　日本電報通信社出版部　日本電報通信社

独逸電撃戦の展望　舟橋茂　成武堂

独逸白書　イギリスの魔手ノルウェーに及ぶ　独逸外務省　独逸大

使館

独逸爆撃隊員手記　ロンドン爆撃　石垣碌郎　霞ヶ関書房

独逸武装経済の本質　ヨーゼフ・ヴィンシュー／荒木時次　有光社

独逸落下傘部隊と機械化兵団　山本　皇徳社

独逸陸軍史　木暮浪夫　晴南社



独伊に使して　日本新聞協会

独伊より帰りて日本国民に訴ふ　中野正剛　銀座書房

独英米巨頭の咆哮　世界をどうする　片倉藤次郎　新興亜社

独軍諾威作戦　ウェルナー・ビヒト／木暮浪夫　日独出版協会

独ソ決戦の背景　上野浩一　欧亜通信社

独ソ戦とソ連　竹尾弌　武蔵野書房

独ソ戦と米国の対日態度　大日本赤誠会

独ソ戦の趨帰　竹井十郎　南方圏研究会

独ソ戦を中心とするソ連経済力の検討　東亜研究所

独ソ戦線二〇〇〇粁　大東亜戦争とソ連の動向　舟橋茂　成武堂

独仏伊仏休戦協約全貌　片倉藤次郎　朝日書房

独立の闘争　ラス・ビハリ・ボース　昭和書房

独立印度の黎明　ラス・ビハリ・ボース　照文閣

独立運動をめぐる現代印度の諸情勢　福井慶三　フタバ書院成光館

独立機関銃隊　坂口一郎　非凡閣

東亜と世界　新秩序への論策　蝋山政道　改造社

東亜に立ちて　外人記者の見たるソ連及び太平洋　クラウス・メー

ナト／枡居伍六　日本電報通信社

東亜の建設者　守安新二郎　三杏書院

東亜の開展　新支那の史観　田中香苗　ヘラルド雑誌社

東亜の政治的新段階　今中次麿　日本青年外交協会

東亜の北辺　安藤英夫　科学主義工業社

東亜の黎明　下郷市造　児玉琢彌

東亜の黎明　大陸歓進帳　竹中吉郎　日本新時代社



東亜をどうするか　清水芳太郎　平凡社

東亜解放論序説　原勝　日本青年外交協会

東亜学　米林富男他　日光書院

東亜技術体制論　松前重義　科学主義工業社

東亜教育叢書　楢崎浅太郎他　目黒書店　☆

東亜共栄圏と繊維産業　大日本紡績連合会

東亜共栄圏と経済　小笠原三九郎　大日本法令出版

東亜共栄圏と南洋華僑　芳賀雄　刀江書院

東亜共栄圏とニューギニア　大野吉晴　刀江書院

東亜共栄圏と比律賓　三吉朋十　刀江書院

東亜共栄圏の地理　国松久彌　柁谷書院

東亜共栄経済の理念　桑原晋　叢文閣

東亜共栄圏史　宋幸一　光書房

東亜協同体の原理　杉原正巳　モダン日本社

東亜協同体論　加田哲二　日本青年外交協会

東亜経済教科書　猪谷善一　松邑三松堂

東亜経済研究　本位田祥男・早川卓郎　有斐閣

東亜経済建設論　山名正孝　象山閣

東亜経済懇談会　折登健三郎　東亜経済懇談会

東亜経済読本　中外商業経済部　千倉書房

東亜経済年報　東亜経済研究所　改造社

東亜研究講座　宮森喜久二　東亜研究会

東亜研究所資料　東亜研究所

東亜建設と国防の諸問題　東亜親善協会　国防建設協会



東亜建設下の日本経済　朝日新聞社

東亜建設戦と財政経済の再編成　高橋亀吉　千倉書房

東亜建設日本三年史　大久保源之丞　啓徳社

東亜広域経済圏と独逸　小関藤一郎　東洋書館

東亜広域経済論　楢崎敏雄　千倉書房

東亜交通政策要論　楢崎敏雄　ダイヤモンド社

東亜交通論　楢崎敏雄　千倉書房

東亜講兵策　川崎久敏　朝日書房

東亜国土計画　一井修　同文館

東亜「国防国家」建設論　神田孝一　

東亜史談文芸　アジアを奪ふもの　本山桂川　国民文化編纂所

東亜社会経済研究　田村市郎　教育図書

東亜十億人の地理　籠瀬良明　井田書店

東亜小冊　佐藤貞次郎他　東亜経済調査局　☆

東亜新経済論　木村増太郎　投資経済社

東亜新書　増田忠雄他　中央公論社　☆

東亜新秩序の建設と列国の動向に対応する覚悟　佐藤皐義・松本晴

吉　奉仕社

東亜新秩序建設の理論と方策　昭和研究会事務局　昭和研究会

東亜製糸業の新体制　日本綜合紙業研究会　新民書房

東亜全局の動揺　松岡洋右　先進社

東亜創制論　小日山直登　亜細亜書房

東亜地政学序説　米倉二郎　生活社

東亜同文書院大学学術研究年報　東亜同文書院大学　日本評論社



東亜日誌　伊藤斌　東亜研究所

東亜日本の建設　田口武男　青磁社

東亜ブロック読本　大阪毎日・東京日日新聞　一元社

東亜民族の指針　皇道日本の実体　東亜研究会　大亜細亜社

東亜民族教育論　海後勝雄　朝倉書店

東亜明朗化のために　船田中　日本青年教育会

東亜問題研究　東亜研究会　東京日日新聞社

東亜連盟結成論　伊東六十次郎　東亜思想戦研究会

東亜連盟建設要綱　東亜連盟同志会　聖紀書房

東亜連盟叢書　田村徳治他　立命館

東亜連盟論　宮崎正義　改造社

東亜論叢　田中慶太郎　文求堂

東京ベルリンローマ危機寸前を衝く　伊藤稔　三邦出版社

東京陸軍航空学校入学試験問題解答集　相良繁一　高松書房

東宮大佐　福田清人　東亜開拓社

東郷元帥詳伝　梁瀬春雄　新絋社

東南アジア地政治学　ヴィールビッキー／井汲越次　科学主義工業

社

東南アジア文化圏史　舟越康嘉　三省堂

東南ソ領の全貌　田村亥佐雄・伊藤晃　高千穂書房

東辺道　森崎実　春秋社

東邦研究　嘉治隆一　オリオン社

東方問題論　嘉治隆一　東宛書房

東洋に於ける素朴主義の民族と文明主義の社会　宮崎市定　冨山房



東洋の風雲急　松尾正道　新東洋社

東洋は血の臭ひがする　第二の世界大戦　足立六蔵　潮文閣

東洋協会調査資料　山上昶　東洋協会

東洋経済パンフレット　石橋湛山　東洋経済

東洋研究叢書　中平亮　東洋研究会　☆

東洋政治学　濱薫明　巌松堂書店

東洋政治哲学　安岡正篤　玄黄社

東洋精神の復活　伊福吉部隆　第一出版社

東洋文化叢書　志田延義他　目黒書店

東洋民族誌史叢書　武雄弌他　今日の問題社他　☆

東洋問題十八講　満川亀太郎　白凰社

燈火管制　フロムホルト／鳥井光太郎　機械製作資料社

統制と興亜の新商道　小菅康暉　アジア青年社

統制会必携　昭和一九年　重要産業協議会

統制経済と織物問屋の将来　竹村卓　文苑社

統制経済と株式投資　岡部寛之　債権之日本社

統制経済の経済戦　大河内正敏　科学主義工業社

統制経済の現状と将来　高橋亀吉　朱雀書林

統制経済の指針　皇道主義経済　松田藤太郎　皇道経済社

統制経済講座　大阪毎日・東京日日　一元社

統率の心理（指揮と統御）　内山雄二郎　偕行社

道義の世界観と教育　竹下直之　青葉書房

道義概論　宇田尚　酒井書房

道義論叢　国学院大学道義学会　道義学会　☆



道徳科学の論文　広池千九郎　モラロジー研究所　☆

道徳科学および最高道徳の概要　広池千英

濤聲　中村武羅夫　文松堂

闘戦経の研究　中柴末純　宮越太陽堂

動員学徒叢書　齋藤瀏　目黒書店

動態的世界観　吹田順助　葛城書店

動乱の支那と将来　清水芳太郎　清水芳太郎先生講演会

動乱の世界　萩原新生　牧書房

動乱を指揮する五つの頭脳　筈見一郎　大新社

動乱欧州を衝く　長谷部照伍　誠文堂新光社

同盟の使命と活動　杉田才一　同盟通信社

同盟戦時特集　中屋健弌他　同盟通信社　☆

童話　軍歌を歌ふ少年　江口隼人　淡海堂出版

時の論叢書　今井三郎他　教文社　☆

時宗新論　鈴木隆　高千穂書房

毒ガス弾・焼夷弾　堀口博　龍吟社

毒瓦斯と焼夷弾　清水辰夫　非凡閣

毒瓦斯化学　林茂助　共立出版

特別攻撃隊　軍神の面影　福湯豊　機甲青年社

特別攻撃隊　海の九軍神　井口木犀　豊川堂

徳富蘇峰先生愛国読本　八重樫祈美　野ばら社

都市少年団の経営　橋本健太郎　明治図書

怒涛の進撃七十日　坂永佳山　山陽社

富山勇士上海血戦記　藤澤健之介　富山日報社



隣組魂　山本初太郎　高志書房

図南叢書　大東亜講座講演集　鹿児島県図南協会

飛ばぬ荒鷲　実戦手記　岡地義道　昭南社

土木防空　野田保　常磐書房

砥綿大尉陣中談　航空将校の手記　和田政雄　鶴書房

渡洋爆撃荒鷲隊　相馬基　東京日日新聞

泥の担架　山中峯太郎　日本兵書出版

ナチスの株式取引所　ヴェ・プリオン／野中淳　巌松堂書店

ナチスの経済政策　平山敬三　東亜経済

ナチスの女性　波多野繁蔵　紙硯社

ナチスの新金融政策　串本友三郎　立命館

ナチスの戦争経済政策　小穴毅　時代社

ナチスの戦争論　金平太郎　東邦書院

ナチスの党及国家組織の研究　日独文化出版社

ナチスの民族教育　安藤尭雄　弘学社

ナチスの優生政策　R・フレルクス／橋本文夫　理想社

ナチスドイツの文化統制　齋藤尭夫　日本評論社

ナチスドイツを繞るヨーロッパの外交戦　三沢広次　東洋経済

ナチスドイツ青年詩集　われら戦ふ

ナチスドイツ憲法論　大石義雄　白揚社

ナチス経済と欧州の新秩序　小穴毅　朝日新聞社

ナチス経済建設　長守善　日本評論社

ナチス厚生団　権田保之助　栗田書店

ナチス国民学校の教育内容　多田鉄雄　日独文化協会



ナチス思想批判　蓑田胸喜　原理日本社

ナチス思想謀略の研究　総力戦と宣伝戦　水野正次　新民書房

ナチス十傑伝　貴志康人　日独文化出版社

ナチス新統制経済読本　小島精一　千倉書房

ナチス政治経済読本　エスマール／多田潔　慶応書房

ナチス精神と日本精神　蓑田胸喜　原理日本社

ナチス宣言　アドルフ・ヒトラー／荒木時次　報国社

ナチス戦時株式統制　高瀬太郎　同盟通信社

ナチス戦時経済の展望　石島栄・木村太郎　伊藤書店

ナチス叢書　末次信正他　アルス　☆

ナチス祖国愛の教育　新見吉治　三友社

ナチス体育の基礎訓練　池田林儀　日本出版社

ナチス独逸の解剖　森川覚三　コロナ社

ナチス独逸の建設社　ロレンツ／塩谷太郎　墨水書房

ナチス独逸の国勢と興隆史　池田林儀　文松堂書店

ナチス独逸の財政建設　W・プリオン／金融研究会　ダイヤモンド

社

ナチス独逸の新物価政策　東京商工会議所

ナチス独逸の総動員機構　伊藤斌 東亜研究会

ナチス独逸を動かす人々　百々巳之助　刀江書院

ナチス独逸再建史　高山菊次　教材社

ナチス独逸闘争の理念　ローゼンベルグ／千穂岩雄　国協社

ナチス独逸農業政策　W・クラウス／救仁郷繁他　三省堂

ナチス独逸農民政策　永川秀男　葛城書店



ナチス独逸労務動員体制研究　菊地春雄　東洋書館

ナチ政治と我が科学技術　森川覚三　岡倉書房

ナポレオンの対英戦争に就て　石原莞爾　東亜連盟協会

ナルヴィク　クレト・マアレク／小野芳之助

なぜ大日本は神国か　天野弘一

内鮮一体論　姜昌基　国民評論社

内鮮同化論　田中勲　皇道宣揚会

内地部隊　西田稔　正芽社

永井柳太郎氏興亜雄弁集　大日本皇道奉賛会

中島知久平氏と其革新政策　水島彦一郎　猶興書院

何故に齋藤隆夫君は懲罰に附せられたる乎　国民は正しく認識せよ

道家齊一郎　森本耕

何を語つたか　滞京中の宇垣総督　矢部周　経済国策社

謎の要塞写真　海野十三　ラジオ科学社

鍋島論語　葉隠読本　大木陽堂　教材社

涙の陸戦隊　福田善念　忠誠堂

南海の決死戦　茂野幽考　六芸社

南海の日章旗　津村敏行　海洋文化社

南京城　山本和夫　六芸社

南京偵集隊　清水国治　東光堂　×

南支の農業・農村　沼田政次　東洋社

南支を往く　小林秀一　潮文閣

南進の心構へ　井上雅二　刀江書院

南進基地を往く　杉山元治郎　協同公社



南進政策の再認識　飯澤章治　高山書院

南進叢書　南方産業調査会　南進社　☆

南進大日本史　森岡美子　春秋社松柏館

南進日本　茂野幽考　霞ヶ関書房

南進日本の先駆者　山田長政　池田宣政　三省堂

南進日本商人　日本経済研究会　伊藤書店

南人邦人合流記　山口梧郎　新興音楽

南蛮通交史　松原晩香　大日本出版

南風に翔る　飯島幡司　養徳社

南米と移民　結城朝八　古今書院

南方に於ける資本関係　樋口弘　味燈書屋

南方の将来性　台湾と蘭印を語る　大阪毎日新聞社

南方の生活科学　南方生活研究会　読売新聞社

南方の地域文化と資源　谷山整三　厚生閣

南方の悲歌　薩摩雄次　金星堂

南方の民族　羽生操　興風館

南方の木材資源　田平寛　七丈書院

南方の歴史　佐藤秀男　清水書房

南方への翹望　善隣協会　目黒書店

南方への指標　川本邦雄　朝日新聞社

南方を解剖する　日本学術探検協会

南方移民村　濱田隼雄　海洋文化社

南方概観　資源　南方研究会　新経済社

南方開拓を語る　井上雅二　畝傍書房



南方開拓者の指標　古関徳彌　文憲堂

南方開拓者列伝　三沼登志雄　新正堂

南方開発史　井出季和太　皇国青年教育協会

南方科学紀行　多田禮吉　科学主義工業社

南方共栄圏　飯沢章治　高山書院

南方共栄圏と華僑　渡辺武史　二松堂書店

南方共栄圏とその性格　早坂義雄　霞ヶ関書房

南方共栄圏と北方　早尾虎雄　共済会

南方共栄圏の全貌　佐藤弘　旺文社

南方共栄圏の仏教　長井真琴　前野書店

南方共栄圏の仏教事情　中島莞爾　甲子社書房

南方共栄圏の労働問題　協調会

南方共栄圏を語る　高橋三吉　大日本雄弁会講談社

南方共栄圏を語る　野村貞吉　鶴書房

南方共栄圏経済研究　横浜高商　大東書館

南方共栄圏　視察と探訪　大谷敏治　三省堂

南方教室　狩野近雄　三鷹書房

南方軍政論　筒井千尋　日本放送出版社

南方経営の具体的方途　的場実　交通展望社

南方経営の進路　藤井誠一　鶴書房

南方経営論　高橋和世　愛国新聞社

南方経済と開発　中外商業新報社　高山書院

南方経済の進路　大形太郎　高山書院

南方経済資源総覧　逸見重雄他　東亜政経社　☆



南方経済大系　浅香末起他　千倉書房　☆

南方経論　立野斗南　野田経済研究所

南方見学　小山嘉壽栄　アルス

南方建設の基本問題　南方経済懇談会

南方建設の根本制作　景山哲夫　明善社

南方圏の資源　小林碧　日光書院

南方圏の生活医学　佐藤正　東京堂

南方圏の全貌　南方問題研究所　皇徳社

南方圏の展開　縄田正造　明治図書

南方圏の人々　北村宗之助　桃蹊書房

南方圏建設の構想　亀山太平　東海堂

南方圏商品学　南種康博　地人書館

南方圏綜合講座　東京商工奨励会　研進社

南方統治概説　一原有常　海洋文化社

南方圏文化史講話　板澤武雄　盛林堂

南方原住民の歌謡　濱野修　博文館

南方航海記　佐藤清太郎　遠藤書店

南方国策叢書　峰整造他　南方経営調査会　☆

南方国策パンフレット　南方経済座談会　千代田通信社

南方資源と日本経済　金子鷹之助　東京講演会

南方資源論　産業統計研究所　東亜堂

南方事情早わかり　矢代不美夫　婦女界社

南方周紀　岡野繁蔵　主婦の友社

南方宗教事情とその諸問題　大日本仏教会　東京開成会



南方翔破万里　岡崎文勲　太平洋協会

南方植産資源論　田中長三郎　養賢堂

南方諸国の資源と産業　賀川英夫　ダイヤモンド社

南方書の研究と解説　遠藤健二　遠藤書店

南方新建設講座　南方圏研究会　大阪屋号書店

南方生活と衛生上の対策　泰山弘道　大同印書館

南方制作を現地に視る　日本外事協会

南方石油経済　宇井丑之助　千倉書房

南方地域の鉱物及鉱業　木下亀城　井田書店

南方統治の諸問題　秋永肇　日光書院

南方発展の知識　柴田賢一　青年書房

南方発展史話　有山勝隆　大阪宝文館

南方仏教の様態　龍山章真　弘文堂書房

南方文化施設の接収　田中館秀三　時代社

南方文化論　坂本徳松　大阪屋号書店

南方報告　東亜調査会　毎日新聞社

南方民族運動史　片山真吉　モダン日本社

南方問題十講　古野清人　第一書房

南方遊記　最上政三　交通研究社

南方各国雄飛案内　田原春次　清水書房

南方要塞　火野茸平　小山書店

南方労働力の研究　鈴木舜一　東洋書館

南洋と華僑　井出季和太　三省堂

南洋と松江春次　能仲文夫　時代社



南洋に於ける帝国の権利　蜷川新　清水書店

南洋に於ける日本の投資と貿易　樋口弘　味燈書屋

南洋の資源と共栄圏貿易の将来　景山哲夫　八絋閣

南洋の歴史と土俗　宮武正道　天理時報社

南洋の歴史と現実　柴田賢一　帝国産業法規社

南洋は招く　権藤重義　日本公論社

南洋へ！　蛮島を踏破して　島崎新太郎　新時代社

南洋を科学する　藤永文治郎　理化書院

南洋を中心とする東亜の海運　東亜研究所

南洋華僑と経済　大形太郎　聖紀書房

南洋記　安藤盛　昭森社

南洋羈旅　堀内一雄

南洋建設講座　国防協会　松山房

南洋水産叢書　渡辺東雄　南洋水産協会

南洋生活心得と馬来語　若林文次郎　綜文社

南洋叢書　満鉄東亜経済調査局

南洋大観　山田毅一　平凡社

南洋地理大系　飯本信之・佐藤弘　ダイヤモンド社　☆

南洋年鑑　台湾総督府外事部　南方資料館

南洋風土記　岡田浩治　南光書院

南洋風物誌　鈴木経勲　日本講演協会

南洋木材資源概要　小西千比古　南洋経済研究所

南洋物語　柴田賢一　日本青年館

南洋問題の真相と国民の覚悟　田口孝雄　大生社



難局打開の指針　井上昌彦

楠公のこゝろ　志村陸城　平凡社

楠公の戦術上及精神上の教訓　林彌三吉　兵書出版社

楠公精神の研究　土橋真吉　大日本行動奉賛会

ニッポン世界一周大飛行　大阪毎日新聞社

ニューギニアの自然と民族　太平洋協会　日本評論社

ニューギニヤ血戦記　岡田誠三　朝日新聞社

ニュージーランド　小関順平　宝雲舎

ニュージーランドの産業資源　松田信夫　春潮社

ニュース映画班員の手記　牧島貞一　映画出版社

ニュースカメラマン決死従軍記　大島源次郎　愛亜書房

ニュース文庫　平野零児他　六人社　☆

ニューディールの功罪　米国の政治と精神　竹森元治　冨山房

二・二六以後　和田日出吉　偕成社

二本松少年隊　安藤信　厚生閣

二千六百年史抄　菊地寛　同盟通信社

新潟県国民精神文化講習所々報　新潟県庁　新潟県国民精神文化講

習所

肉弾（独訳）　櫻井忠温／シンチンゲル　世界公論社

肉弾シンガポール血戦史　杉谷馨　芳山房書店

肉弾は歌ふ　齋藤瀏　八雲書店

肉弾宣言　佐藤守男　葛城書店

西の第一線　柴田賢一　竹村書房



日伊協会会報　摩壽意善郎　日伊協会

日英すでに戦ひつゝあり　吉田益三　大日本生産党

日英はもう戦つて居る　田辺宗英　日本書房

日英外交裏面史　柴田俊三　秀文閣書房

日英必戦論　石丸藤太　春秋社

日英必戦論　非常時認識の鍵　山梨芳隆　テンセン社

日英米海軍気質　石川輝　新陽社

日・英米決戦　戦ひ抜かう　泰賢助　鶴書房

日英若し戦はゞ　本間俊一　昭和書房

日華交友録　高木陸郎　救護会

日華明治維新史　中村孝也　東京堂

日韓合邦秘史　葛生能久　黒龍会

日軍進駐の日　甲賀三郎　八絋社杉山書店

日支の動向と世界の運命　クルト・ヘッセ／半田弘平　春秋社

日支共存史　常田力　山梨毎日新聞社

日支交渉二千年譜　秀文閣書房

日支交渉史話　白柳秀湖　実業之日本社

日支事変と支那国情の実相　加藤湘海　歴山堂

日支事変と次に来るもの　武藤貞一　新潮社

日支事変と次の日○戦争　神田計造　新文社

日支事変の全貌と対英問題　原田政治　大中社

日支事変の次に来るもの　日英戦はん乎　小林騏一郎　大日本出版

日支事変をめぐる世界の動き　稲原勝治　高山書院

日支事変経済史　神永文三　議会政治社



日支事変写真帖　加藤謙次　白星社

日支事変写真帖　齊藤与治郎　明治天皇聖徳奉賛会

日支事変処理之一考察　戸田千葉　信義堂書店

日支事変美談　輝く皇軍の精華　茂木太市　国際連合通信社

日支親善年表　坂本辰之助　日比谷出版社

日支政治経済読本　大阪・東京日日新聞　一元社

日支戦争記　満蒙問題の清算？　島屋政一　大阪出版社

日支大事変と帝国の国防　十勝新聞社

日支遂に敵か？　水上茂　第一出版社

日支問題を如何に解決すべきか　日支問題研究会

日章旗南方に翻へり　南平八郎　大新社

日清日露戦役回顧録　中島定次郎　帝国在郷軍人会

日清日露両戦役及世界大戦に於ける我が戦時財政　大蔵省大臣官房

千倉書房

日赤軍戦術原則対照　安西理三郎　軍事学指針社

日ソ開戦か？　松波治郎　農芸社

日ソ外交秘話　中原明　白林荘

日ソ漁業問題の解剖　鶴本徳太郎　函館商工会議所

日ソ戦ふべきか？　北満国境線の危機　木村龍太郎　城西出版社

日蘇戦争は何時始まるか？　国際情勢研究会　太陽閣

日泰関係と山田長政　中田千畝　日本外政協会

日独は予言す　中島清　紙硯社

日独伊協定の真目的　馬奈木敬信・奥村喜和男　生活社

日独伊三国同盟と日本の進路　城北隠士　亜細亜出版社



日独伊同盟と再建世界　驀進日本　小林知治　国防攻究会

日独伊同盟と日本の将来　野依秀市　秀文閣書房

日独協定と各国の動向　鈴木日出輔　森田書房

日独詩盟　青山延敏　南山堂書店

日独文化協定　国際文化振興会

日独防共問題の検討　黒木正麿　教材社

日米はどうなるか　四至本八郎　実業之日本社

日米もし戦はゞ？　神田燿滋　新教社

日米英の決戦　大沼広喜　東京情報社

日米開戦　米機遂に帝都を襲撃？　綿貫六助　極東出版社

日米開戦の真相　長谷川了　大日本出版

日米学徒決戦論　伊藤安二　越後屋書房

日米危機とその見透し　末次信正・中野正剛　新経済情報社

日米決戦と増産問題の解決　野依秀市　秀文閣書房

日米決戦の海軍戦略　匝瑳胤次　冨山房

日米決戦の鍵を開く　野依秀市　秀文閣書房

日米交渉の経緯　来栖三郎　東京日日新聞社

日米自動車合戦　中根良介　立誠社

日米十年戦争　武藤貞一　興亜書局

日米戦ふ可きか　仲摩照久　新光社

日米戦の土俵　布哇と比律賓　野崎圭介　二松堂書店

日米戦争の勝敗　井上一次　一元社

日米果して戦ふか　石丸藤太　春秋社

日米不戦論　河村幹雄　海軍研究社



日葡交通史　高村象平　国際交通文化協会

日○もし戦はば？　伊達龍城　明治図書出版協会

日○○未来戦　東京がもし襲撃されたら？　前田虎夫　大京社

日満一体の姿　光永真三　日本電報通信社

日満華一体化論　藤澤親雄　東亜新秩序研究会

日満経済ブロックの再吟味　小濱重雄　資源整備調査会

日満経済ブロック問答　小島精一　千倉書房

日満健児工作　三島章道　東学社

日満公報　満蒙の開拓と其の原動力　尾川郡司　日満広報社

日満支経済問題講話　東京商工会議所　巌松堂書店

日満支経済論　木村増太郎　時潮社

日満支農業の基本問題　水野武夫　同文館

日満支ブロック需給資源論　小濱重雄　小濱資源研究所

日満統制経済論　小日山直登　創造社

日輪兵舎　福田清人　朝日新聞社

日蓮聖人の孝道　磯野本精　平楽寺書店

日露の現在及将来　吉村忠三　日本公論社

日露樺太外交戦　太田三郎　興文社

日露戦役戦陣余話　青木袈裟美　陸軍軍医団

日露戦役話集　風秀太郎　東京帝国大学

日露戦塵　原田指月　三水社

日露戦争思出の記　ミスチェンコ騎兵大集団営口逆襲実見記　黒澤

禮太郎　黒澤禮吉

日露戦地の懐旧　山崎有信　



日露大戦秘史　永沼挺身隊　中屋重業　公論社

日露年鑑　日露通信社・欧亜通信社

日露陸戦新史　沼田多稼蔵　岩波書店

日本及びその将来　村上房次郎

日本とイタリヤ　フォルミキ／日伊協会　日伊協会

日本と三種の神器の意義　芳賀庸泰　神命大日本教奉賛会

日本と支那の諸問題　長野朗　支那問題研究所

日本と新国際主義　田村徳治　立命館

日本と全体主義　中河与一　文芸世紀社

日本と携へて　汪精衛／黒根祥作　朝日新聞社

日本と泰国との関係　内田銀蔵　創元社

日本とは如何なる国ぞ　田中巳之助　天業民放社

日本と米国　及川儀右衛門　昭光社

日本に鞭つ　野依秀市　秀文閣書房

日本に呼びかける　伊藤隆文　今日の問題社

日本ノ世界制作ニ対スル基本考察　神田孝一　東亜思想戦研究会

日本之生命　渥美勝　教育之日本社

日本の家と教育　富野敬邦　玉川学園

日本の偉さはこゝだ　秦賢助　忠文館書店

日本の海軍　小山武　アルス

日本の学校　海後旨臣　正芽社

日本之危機　大谷準人　森山書店

日本の危機と英国スパイ団の跳梁　瀧田錬太郎

日本の教育　渡辺昌司　赤尾書店



日本の脅威武装の赤露　佐々木一雄　一心社

日本の決意　細井肇　大日本雄弁会講談社

日本の剣人　尾関龍介　益井俊二

日本ノ鉱業投資中間報告　井口清美　東亜研究所

日本の綱領　満田巌　大日本雄弁会講談社

日本の国号　坂ノ上信夫　日本文化協会

日本の再建　若宮卯之助　聖文閣

日本の財政　何年戦争に堪えられるか？　国際問題研究会　興亜書

房

日本の躾　武田勘治　三教書院

日本の重工業と東亜　中野豊　朱雀書林

日本の臣　アメリカの国民性　和辻哲郎　筑摩書房

日本の新文化建設　田村徳治　三省堂・同文館

日本の新方向　加藤一夫　山雅房

日本の進路　松村秀逸　大日本雄弁会講談社

日本乃姿　久保寺山之輔　大日本青年連盟

日本の政治　木下広居　皇国青年教育協会

日本の世界宣言　重山元　新興亜社

日本の宣言　渥美勝　日月書院

日本の戦時発展経済　井上貞蔵　三笠書房

日本の前進　永田秀次郎　新潮社

日本の戦慄　直木三十五　中央公論社

日本の底力　福喜多靖之助

日本の大使命　世界解放と海外大発展　服部教一　日本殖民学校



日本の大陸建国　旭範彦　平凡社

日本の飛石　岸井紫浪　興亜書局

日本の翼　菊地侃　大成出版社

日本の農村　金作之助　飛鳥書房

日本の母　進藤喜美　富文館

日本の船　住田正一　大日本雄弁会講談社

日本の変貌　武藤貞一　興亜書局

日本の道　啓明会　巌松堂書店

日本の目撃者　橋本雅弌　文松堂書店

日本のモンロー主義の話　佐藤三郎　大学書房

日本の行くべき道　下村宏　日本評論社

日本の行く道　安藤正純　望鴨閣

日本の陸軍　中村新太郎　アルス

日本の理想　中河与一　白水社

日本の理想　室伏高信　元元書房

日本の理想　井澤弘　国民評論社

日本の歴史　風間泰男　伊藤書店

日本の歴史と思想戦　佐藤忠恕　昭和刊行会

日本は輝く　干々岩富士夫　不鳴庵

日本は勝つ　富永恭助　高山書院

日本は神国なり　甲斐勝美

日本は強し　大久保弘一　川流堂

日本はどうなる　大神田軍治　国策協会

日本は何を狙ふか？　内田貞良　新大成促進国民連盟



日本を如何にすべきか　井乃香樹　日本国学会

日本をどうする　速に国策を樹立せよ　読売新聞社　日本評論社

日本を狙ふスパイ　仙台太郎・井東一郎　八雲堂

日本を守る潜水艦　福田一郎　政教社

日本を繞る潜水艦　中川秀秋　新日本同志会

日本を予言す　山中峯太郎　偕成社

日本愛国歌評釈　藤田福夫　建設社

日本移民の新天地　躍進三江省「桂木斯」　水島芳静　東亜出版社

日本移民概史　巻島得壽　海外興業

日本英雄伝　日本英雄伝編纂所　非凡閣

日本海員魂　大澤卯三郎　日の出書院

日本海運の戦時編成　米田倭文夫　商工行政社

日本海軍艦隊論　阿部誠雄　政教社

日本海軍史　雄山閣

日本海軍戦記　寺島柾史　日本公論社

日本海大海戦史　山口喜代松　大新社

日本海経済　日満工業新聞社

日本海軍精神　日暮豊年　玉川学園

日本海防史料叢書　住田正一　東洋堂

日本外交の血路　白柳秀湖　千倉書房

日本外交百年史　堀川武夫　三教書院

日本外戦史　坂本辰之助　満朝報社

日本改造の具体案　田中澤二　養正時評社

日本科学英雄伝　貴司山治　春陽堂書店



日本学の基礎体系　原正男　慶応書房

日本学の根本問題　小野正康　目黒書店

日本学の道統　小野正康　目黒書店

日本学叢書　志士遺文集　長坂金雄　雄山閣

日本革新の書　武藤貞一　モダン日本社

日本教育の基礎工作　大伴茂　明治図書

日本教育のむすび直し　村田豊二　広文堂書店

日本教育学　池岡直孝　明治大学

日本教育学の枢軸　乙竹岩造　目黒書店

日本教育原論　福島政雄　藤井書店

日本教育新教科書　乙竹岩造　培風館

日本教学の特性　松原致遠　興教書院

日本教学者伝記　大久保勇二市　文憲堂

日本銀行ノ対支投資　家城勇二郎　東亜研究所

日本近世転換期の偉人　高須芳次郎　欧文社

日本勤労管理論　南岩男　八雲書店

日本勤労叢書　栗本勇之助他　目黒書店　☆

日本軍事法制要綱　佐々木重蔵　巌松堂書店

日本経済の協力性　岩田耕作／三好元明　西東社

日本経済の軍事的形態　小濱重雄　松山房

日本経済の新局面と生産力拡充の進路　佐藤藤一　東京通信社

日本経済の飛躍と世界危機の前途　高橋亀吉　千倉書房

日本経済革新案大綱　柴田敬　有斐閣

日本経済年報　野沢義明　東洋経済新報社



日本研究叢書　ローゼン／太平洋研究会

日本建国の史的研究　国民教育奨励会　叢文閣

日本建国講話　熊田葦城　京文社

日本現代史全集　鈴木良他　三笠書房　☆

日本憲法学の再認識　河野通雄　安全文化協会

日本語の世界化　石黒修　修文館

日本工業労働力論　美濃口時次郎　甲文堂書店・理想社

日本皇室の御仁慈　糸賀三郎　研文書院

日本行動日本精神　日本国体二位一体論　安藤政道　研文書院

日本興亡夢物語　黒澤主一郎　日刊軍事通信社

日本興隆史論　大阪市聖徳館　湯川弘文堂

日本国家と聖徳太子　真宗各派協和会　文化時報社

日本国家の現状を憂ひて国民の覚悟を促す　三春休平

日本国家科学体系　孫田秀春　実業之日本社

日本国家主義と経済統制　佐田荘一　青年教育普及会

日本国家論　大串兎代夫　大日本雄弁会講談社

日本国際協会叢書　英修道他　日本国際協会　☆

日本国体　金子三太郎

日本国体　西晋一郎他　青年教育普及会

日本国体の理論　牧健二　有斐閣

日本国体への反省　牧健二　青年教育普及会

日本国体義と日蓮上人　岡田孝次郎　

日本国体経済組織の提唱　城山保次郎　亜細亜書房

日本国体指針　菱沼知常　



日本国体新講座　明治会　師子王文庫　☆

日本国体新論　清原貞雄　育芳社

日本国体本義　日本国体本義編纂審議会　平凡社

日本国土計画論　石川栄燿 八元社

日本国難史　湯浅修一　春江堂

日本国難打開史　仁田越男　紀元社

日本国防経済論　松本治彦　大鵬社

日本国防思想史　松原晃　天理時報社

日本国民に訴ふ　庄司新二

日本国民に告ぐ　中柴末純　瑞景閣書院

日本国民に告ぐ　佐藤洋之助　働く日本社

日本国民の修養　武田彌三　報恩閣

日本国民の書　増田栄　春潮社

日本国民運動の基本問題　神水伸　研文書院

日本国民教育史　乙竹岩造　目黒書店

日本国民志操史　和田宗八　中文館書店

日本国民性　伊藤千真三　進教社

日本国民精神史話　鈴木登　熊本地歴研究会

日本固有法の精神　細川亀市　大日本雄弁会講談社

日本古来の国民思想史　勝俣忠幸　東山書房

日本古来の兵法と現代戦　舟橋茂　成武堂

日本最近対外制作論攷　池崎忠孝　第一出版社

日本再建論　山道襄一　千倉書房

日本産業経済全書　山崎光夫　白揚社



日本産業発達論　中西良一　済美堂

日本三大維新の精神　松原晃　多摩書房

日本思想と世界思想　有馬純清　警醒社

日本思想の研究　補永茂助　教育研究会

日本思想史　清原貞雄　地人書館

日本思想史　清原貞雄　中文館書店

日本思想史概説　田中義能　明治書院

日本思想叢書　大日本言論報国会　同盟通信社　☆

日本思想戦大系　奥村喜和男　旺文社　☆

日本思想大系　小林健二　理想社　☆

日本時代精神史講話　齊藤矯　帝国書院

日本自治史観　長野朗　建設社

日本士道読本　丸岡英夫　言海書房

日本宗教　江原小彌太　千倉書房

日本宗教全史　比屋根安定　教文館

日本宗教大講座　東方書院　☆

日本柔道魂　薄田斬雲　鶴書房

日本主義と梟雄　山下皓世　日本主義同志社

日本主義の神髄　原理日本精神研究　桑原玉市　薫明荘

日本主義経済学　ユダヤ主義経済の排撃　田村謙治郎　東風閣

日本主義経済新論　岡本広作　増進堂

日本主義講話　松永材　前野書店

日本主義死生観　附・靖国の哲学　勅語御下賜記念事業部　人生道

場



日本主義労働　神保幸三郎　目黒書店

日本小説新書　日本海流　山田克郎　大日本雄弁会講談社

日本少年歴史文学選　北条時宗　伊藤佐喜雄　みたみ出版

日本諸学研究　八条隆孟　刀江書院

日本植民地統治論　浅見登郎　巌松堂書店

日本女性と職業　山根真住　龍吟社

日本人の死　亀井勝一郎　新潮社

日本人の自然観　高瀬重雄　大八洲出版

日本人の使命　皇国精神にかへれ　竹内浦次　修養団

日本人の本領　伏見韶望　天泉社

日本人よ日本人よ　青野尊晃　丸山舎書店

日本臣道の錬成　松田与惣之助　教育研究会

日本臣道　小谷文済　大日本臣道会

日本臣道の本義　日比野寛　松邑三松堂

日本臣道史　小関尚志　刀江書院

日本臣道論　森清人　富士書店

日本神書　人間第一の幸福の書　中川万太郎　日源社

日本神代文化研究総論　田多井四郎

日本神典古事記譚　渋川玄耳一　資文堂書店

日本神話の研究　永田義直　駸々堂書店

日本神話の国家的世界観　木下正明　育芳社

日本神話の本義　甲斐勝美　弘文舎

日本神話信仰論　甲斐勝美　星印刷所

日本真体制論　清水芳太郎　千倉書房



日本政治の再編成　古田徳次郎　高田書院

日本政治の新秩序　木原通雄　東晃社

日本政治学原論　宮沢裕　巌松堂書店

日本政治研究　広瀬健一　昭和刊行会

日本政治年報　津久井龍雄　昭和刊行会

日本精神　出石誠彦　大観堂

日本精神とアジア自治　秋津賢一　アジア自治協会

日本精神と回教　原正男　誠美書閣

日本精神と科学精神　蓑田胸喜　原理日本社

日本精神と基督教　藤原藤男　ともしび社

日本精神と財観念　堂屋敷竹次郎　教文社

日本精神と新教育　野口援太郎　明治図書

日本精神と新興報徳　遠山信一郎　二宮尊徳翁全集刊行会

日本精神と人物養成　蘆澤碩純　皇道学院

日本精神と新聞　刀禰館正雄　ぐろりあ・そさえて

日本精神と政治の根源　堀之内誠吉　三幸堂書店

日本精神と大乗思想　加藤咄堂　時潮社

日本精神と新島精神　徳富蘇峰　関谷書店

日本精神と武士道　仁木笑波　春江堂

日本精神と仏教　高神覚昇　第一書房

日本精神と弁証法　紀平正美・安岡正危　青年教育普及会

日本精神と読方教育の諸問題　読方教育研究会　晃文社

日本精神と我が国土　寺田貞次　古今書院

日本精神とは何ぞ　及川達男　愛潤会



日本精神とは何ぞや　梅本寛一　会通社

日本精神に還れ　白須皓　農民社

日本精神ニ帰レ　坂本正義　桜民会

日本精神に立つ教壇上の国史　渋谷光長　啓文社

日本精神の一貫と国史教育　山田義直　目黒書店

日本精神の核心　福来友吉　皇道日本協会

日本精神の涵養を基調とする小学校経営の実際　奈良県畝傍尋常高

小

日本精神の教育　田嶋真治　六文館

日本精神の教育　日高進　第一人間道場

日本精神の研究　河野省造　大岡山書店

日本精神の顕揚と創造教育　吉田由造　創造社

日本精神の考察　支那事変の経過と我国際関係　後藤正治　京都経

済会

日本精神の根源太古の歴史　佐々木俊雄　松華堂書店

日本精神の作興と涵養　友田宣剛　宝文館

日本精神の実現　池岡直孝　章華社

日本精神の新農村教育　山崎博　明治図書

日本精神之真髄　上野賞輔　皇道之日本社

日本精神の真髄　日本精神涵養会　

日本精神の闡明　北昤吉　大理書房

日本精神の闡明　池岡直孝　章華堂

日本精神の体系的闡明　池甫孝忍　目黒書店

日本精神の体揚と国史教育　国史教育研究会



日本精神の哲学　鹿子木員信　国民思想研究所

日本精神の哲学的解釈　高階順治　第一書房

日本精神の発展と教育　加藤仁平　同文書院

日本精神の復活　平泉澄　大阪府思想問題研究会

日本精神之本質　藤澤親雄　東亜同文会

日本精神の躍動と大和義拳の真髄　乾十郎　吉川岱里　大和義拳事

跡顕揚会

日本精神の要諦と惟神の大道　橋本文壽　立命館

日本精神への道　入沢宗壽　鎌田幸雄　

日本精神を基調として　岡崎壽市　日本弘道会

日本精神を基調とせる各科教育の諸問題　京都府師範学校　政経書

院

日本精神を中核とせる我が校経営の実際　一谷軍治　藤田静雲堂

日本精神概説　清原貞雄　東洋図書

日本精神概説　橋詰武生　大日本法令出版

日本精神各科教授体系　齋藤栄治　厚生閣

日本精神教育経営の新機構　山崎博　明治図書

日本精神研究　大川周明　明治図書

日本精神研究　日本文化研究会　東洋書院　☆

日本精神研究資料　和田陽三　兵庫県神職会

日本精神顕現の根本問題　紿田茂太郎　創文社

日本精神原論　伊藤裕　大勢出版社

日本精神講座　佐藤義亮　新潮社　☆

日本精神講話実演資料　教育資料編纂部　第一出版協会



日本精神作興　日本精神作興会　帝国講学会

日本精神作興と国史教育　菊地秀男　高踏社

日本精神作興講話　仁木松雄　都祥閣

日本精神史　宮西一積　新生閣書店

日本精神史稿　河合弘道・島方泰助　昭森社

日本精神史講話　河野省三　冨山房

日本精神史談　塩原民二・根岸栄之　春秋社

日本精神指導原理　文珠川益人　日本精神指導原理普及会

日本精神史要　関根文之助　教文館

日本精神史論　伊藤千真三　進教社

日本精神十講　彌宮破摩雄　素人社屋

日本精神十五講　松宮濱山　行有恒学舎

日本精神信解　大久保弘一　川流堂

日本精神叢書　植木直一郎　日本文化協会

日本精神体現の国史教育　滋賀県師範学校　文泉堂書房

日本精神徹底の国語教育　菅根正一郎　新生閣書店

日本精神読本　佐藤清勝　東亜事務局研究会

日本精神読本　田村謙治郎　南郊社

日本精神読本　小山松吉　日本評論社

日本精神読本　日本主義同志会　東京文泉閣　☆

日本精神パンフレット　森清人　日本精神協会

日本精神文化史　一貫会

日本精神文化選書　松田武四郎他　日本出版社　☆

日本精神文献叢書　加藤咄堂他　大東出版社　☆



日本精神論　鄭然圭　皇学会

日本精神論　伊藤千真三　進教社

日本精神論叢　精神文化学会　明善社

日本青年の道　荒木貞夫　三笠書房

日本青年新書　産業挺身隊　荒川利男　日本青年教育会

日本世界観　秋山謙蔵　第一書房

日本世界観　蓑田胸喜　祷霊研究会

日本世界観の構想　川上賢叟　大同書院

日本世界建設戦　清水宣雄　平凡社

日本世界主義体系　仲小路彰　日本問題研究所　☆

日本世界総力戦　皇戦会　世界創造社

日本戦時経済の進む途　岸信介　研進社

日本戦時経済の全貌　東洋経済新報社

日本戦時経済研究　岩崎松義・細野孝一　伊藤書店

日本戦時経済読本　小島精一　千倉書房

日本戦時経済論　小島精一　春秋社

日本戦時産業統制論　小島精一　千倉書房

日本戦時財政の研究　星野進

日本戦時貿易政策論　中井省三　千倉書房

日本戦車の魂　竹田靖治　教養社

日本戦争学　多田督智　高陽書院・経済図書

日本戦争哲学　中柴末純　冨山房

日本総赤化懲候司法部不祥事件禍因根絶の逆縁昭和維新の正機　蓑

田胸喜　原理日本社



日本総力戦の体系　寺田弥吉　実業之日本社

日本総力戦の哲学　寺田弥吉　二見書房

日本体育道　羽田隆雄　目黒書店

日本対支投資概要　伊藤斌　東亜研究所

日本大陸政策の発展　田中酉蔵　東亜研究所

日本魂　千馬武雄　広沢精舎

日本魂は叫ぶ　寺井一男　天理教道友社

日本魂精髄　来間恭　新興亜社

日本地政学覚書　小牧実繁　秋田屋

日本地政治学　小牧実繁　大日本雄弁会講談社

日本帝国の一転機　徳富猪一郎　民友社

日本的行ひ方　高橋定山　日本思想研究会

日本的教養　石丸梧平　偕成社

日本的教養の根拠　佐藤得二　刀江書院

日本的思想の研究　永井了吉　統治問題研究所

日本的思想の諸問題　藤澤親雄　人文書院

日本的性格陶冶の実践　和歌山県女子師範　明治図書

日本的世界観　齋藤响　朝倉書店

日本的反省　遠藤元男　三邦出版社

日本的歴史理念　歴史文化研究会　四海書房

日本哲学　澤島正治　見神会

日本哲学及日本法理学　辻本正一　平凡社

日本道　大野輝之　興成館

日本統制経済の将来　濱薫明　風間書房



日本統制経済叢書　大蔵公望　日本評論社

日本刀　各時代の様相　三矢宮松　清閑舎

日本刀と無敵魂　武富邦茂　彰文館

日本刀講話　冨田亀邱　京都印書館

日本刀物語　前田稔靖　巌松堂

日本闘魂記　小田進　人文閣

日本二千六百年史　大川周明　第一書房

日本布蛙交流史　山下草園　大東出版社

日本必勝論　塩沢元次　駸々堂書店

日本評判叢刊　大川周明他　日本評論社

日本武士道史　永吉二郎　中文館書店

日本武士道史の体系的研究　石田文四郎　教文社

日本武徳論　亘理章三郎　中文館書店

日本仏教の性格　梅原真隆　全人社

日本仏教概論　大阪毎日新聞社　一生堂書店

日本文化　白井成允　日本文化協会

日本文化と仏教の使命　伊藤円定　日本禅書刊行会

日本文化の研究　浅賀辰次郎　宝文館

日本文化の再建　澤田牛麿　日東書院

日本文化の支那への影響　実藤恵秀　蛍雪書院

日本文化の諸問題　齋藤响　朝倉書店

日本文化の特質　テイ・モン　日本タイムス

日本文化私観　坂口安吾　文体社

日本文化史要　中村孝也　大日本教化図書



日本文化小集　安岡正篤他　日本文化協会　☆

日本文化新書　荒木俊馬他　新太陽社　☆

日本文化国体年鑑　日本文化中央連盟

日本文学体系　倉野憲司　河出書房

日本文学論　志田延義　日本問題研究所

日本兵器変遷物語　芝佳吉　高松書房

日本兵制起源論　高窪治郎佐衛門　東宛書房

日本兵制史　日本歴史地理学会　

日本法制史　隈先渡　章華社

日本法理叢書　日本法理研究会　☆

日本放送出版協会発行楽譜　日本放送出版協会　☆×

日本防諜史　山本石樹　人文閣

日本北方発展史　丸山国雄　水産社

日本民族と新世界観　小川彌太郎　葛城書店

日本民族の海外発展の跡を観る　梁瀬春雄　天元書房

日本民族の根本自覚　多賀宗之　朝光会

日本民族の思想と信仰　田中治吾平　会通社

日本民族の政治哲学　藤澤親雄　巌松堂書店

日本民族の大陸還元　金子定一　千倉書房

日本民族の力　田中寛一　蛍雪書院

日本民族信念　原房孝　東文書院

日本民族精神　松尾小三郎　帝国経済連盟

日本民族理想　西村真次　東京堂

日本民族論　白柳秀湖　千倉書房



日本名将伝　松波治郎　東水社

日本若し戦はゞ　工業界はどう動く　堤耕作　日刊工業新聞社

日本倫理の昂揚　小尾範治　春潮社

日本倫理学　大崎勝澄　第一書房

日本歴史の内省　秋山謙蔵　岩波書店

日本歴史全書　石村吉甫　三笠書房

入営準備昭和兵事講義録　太田鑑一他　昭和兵事研究会

入営読本　小原正忠　日本兵書出版

人間奉公　水戸黄門一代記　大内地山　第一出版社

人間軍人　飯村泉　狼柏荘書房

人間死んでも死なぬ　谷口雅春　光明思想普及会

人間松岡の全貌　森清人　実業之日本社

濘路を征く　阪上安太郎　久野書店

熱河討伐及熱河事情　仲摩照久　新光社

熱血秘史　市川禅海他　戦記名著刊行会　☆

熱帯　景山哲夫　日本講演協会

念仏護国論　加藤仏眼　明治書院

ノモンハンの戦蹟を視察して　滝沢七郎　体験ノ日本社

ノモンハン空中実戦記　松村黄次郎　教学社・日本報道社

「ノモンハン」事件小戦例集　教育総監部　成武堂

ノモンハン実戦記　樋口紅陽　大東出版社

ノモンハン戦車殲滅戦記　草葉栄　鱒書房

ノモンハン戦秘史　山中峯太郎　誠文堂新光社



野を征く　俵田寛夫　渡辺翁記念文化協会

能楽　新来抄　土岐善麿　養徳社

農と日本精神　加藤完治　千歳書房

農業と国土計画　会田甚作　泰文館

農士道　菅原兵治　旺文社

農村教育と農民道場　野尻重雄　明治図書

農村随筆　吉植庄亮　時代社

農村人形脚本集　農山漁村文化協会

農村部落の指導　馬場光三　大貫書房

農大拓殖講義　佐藤四郎　東京農業大学刊行会

農民魂　泰賢助　鶴書房

乃木将軍　真山青果　大日本雄弁会講談社

乃木将軍と東郷元帥　高橋淡水　元文社

乃木将軍と四国　真田黙雄　四国教育図書

乃木大将　櫻井忠温　偕成社

伸び行く村々　結城健三　葦牙書店

伸びる満州　建国十年誌　栗原新水　新絋社

乗物色々　昭和出版　×

バタアン・コレヒドール攻略戦記　西田市一　宋栄堂

バタアン・コレヒドール戦記　中山富久　共栄出版社

バタアン砲兵戦記　中山富久　育英書院

パナマの弱点　茂野幽考　霞ヶ関書房

パナマ運河　茂野幽考　新興亜社



パレンバンへの道　渡辺綱雄　新太陽社

ハワイ　宮城聡　改造社

ハワイを繞る日米関係史　吉森実行　文芸春秋社

ハワイ大海戦　渡辺義房　四海書房

ハワイマレー沖海戦　山崎謙太　中川書房

布哇史ものがたり　鬼頭イツコ　東都書籍

北支事変はなぜ起きたか　豊島拡　日本外事協会

八絋の家　今成覚禅　平凡社

八絋一宇　大河内平隆光　人生創造社

八絋一宇　里見岸雄　錦正社

八絋一宇　大道重次　立山塾

八絋一宇　附・戦争と平和　大河内隆光　大日本法令出版

八絋一宇の教育　川崎利市　明治図書

八絋一宇之精神　宇都宮謙・藤波則之　彌栄会本部

八絋一宇ノ大詔　三浦藤作　東洋図書

八絋一宇の発足　加藤一夫　龍宿山房

八絋為宇の御精神と明日の日本　二荒芳徳　湯川弘文社

八絋為宇の大籌　有賀成可　日本文化研究会

八絋為宇の大生命　本間俊平　協和書房

八絋頒一百篇　野口米次郎　冨山房

八大詔勅謹解　溝口駒造　八弘書院

配電管理と臨時体制　道家齋一郎・田村健一　富強日本協会

配給機構整備資料　伊東岩男　伊藤書店

俳句と前線　岩井徳祐　蛍雪書院



排外支那の解剖　貴島外交研究室　国際経済研究所

排日の支那を視る　支那は何処へ行く　山崎靖純　今日の問題社

排日教科書　風間一雄　皇道書院

葉隠の哲人　山本常朝　川上清吉　霞ヶ関書房

葉隠講話　西田長男　有精堂

葉隠抄　佐賀県中等教育会　冨山房

葉隠百話　大木雄二　金鈴社

葉隠武士道　松波治郎　一路書宛

葉隠武士道精義　中村常一郎　拓南社

白阿主義南阿連邦　上原蕃 大日本雄 弁会講談社

白兎来　阿片戦争はかく戦はれた　大泉黒石　大新社

白紙戦術　陸軍士官学校　成武堂

白紙戦術　系統的研究　栗本長七　一二三館

白人の南洋侵略史　柴田貫一　興亜日本社

爆音　北村小松　岡倉書房

爆下に描く　林唯一　国民社

爆撃の話　柴田真三郎　増進堂

爆撃機出動　金谷恭三　文苑社

爆撃日記　笠村論　日本出版社

爆弾　武藤夜舟　軍事通信社

爆弾三勇士の真相と其の観察　小野一麻呂

爆弾北支を語る　小林知治　太陽閣

爆弾！　護れ祖国日本　加藤弘一　東亜書房

爆裂の前　三宅雪嶺　実業之世界社



爆裂して　三宅雄二郎　秀文閣書房

驀進　武藤貞一　モダン日本社

驀進日本の心と力　谷口雅春　光明思想普及会

博文館時局叢書　根岸謙他　博文館　☆

博文館文庫　博文館編集局他　博文館　☆

幕末の海軍物語　中島武　三友社

幕末期東亜外交史　大熊真　乾元社

橋本欣五郎　戸川貞雄　拓南社

橋本欣五郎宣言　大日本青年党

馬政学　橋高林助　文永堂書店

働くこゝろ　加藤咄堂　鶴書房

働く女性と生活　古谷綱武　時代社

働く人　中村悳　大同書院

発展日本の目標　河相達夫　中央公論社

花龍文庫　陣中通信　大谷勉庵　草茎社

花咲く戦場　本堂英吉　教育社

母と戦争　本堂英吉　教育社

母と分隊長　大隈俊雄　淡海堂出版

母の従軍　岩井節子　女子文苑社

母の書　天崎紹雄　堀書店

浜のいさご　龍山親祇

林鉄十郎　伊佐秀雄　第百書房

林内閣の運命　鈴木日出輔　曙之日本社

林内閣を撃つ　牧野良三　森田書房



隼隊戦記　疾風部隊　飯塚羚児　文昭社

晴れの商船士官　藤田伝雄　輝文堂書店

晴れ渡る仏印　森三千代　室戸書房

反共世界戦争　井澤弘　亜細亜学会

反共十字軍　独ソ戦の真相とその経過　原田瓊生　日独出版協会

反日デマに躍る列国輿論　内外資料協会　高山書院

輓近戦ニ於ケル歩兵部隊ノ戦闘指揮　筒井正雄・庄司巽　陸軍歩兵

学校

半島の子ら　飯田彬　第一出版協会

万邦共栄論　松下正寿　文松堂出版

ヒットラー　人及その事業　濱田常二良　潮文閣

ヒットラー　わが闘争の展開　高山洋吉　栗田書店

ヒットラーの言葉　西村隆三郎　新元社

ヒットラーの獅子吼　アドルフ・ヒトラー／瀧清　日本講演社

ヒットラー語録　西村隆三郎　ヘラルド雑誌社

ヒットラー少年団第二小隊　ワイデンマン／今成豊吉　東晃社

ヒットラー総統演説集　工藤長祝　鉄十字社

ヒットラー総統演説集　遠藤慎吾　羽田書店

ヒットラー伝　澤田謙　大日本雄弁会講談社

ヒトラー「マイン・カンプ」研究　石川準十郎　国際日本協会

ヒリッピンに於ける資源及貿易　日本貿易新興株式会社　高山書院

ビルマの朝　榊原潤　今日の問題社

ビルマの歴史と現状　張正藩／国本嘉平次　大阪屋号書店



ビルマめぐり　国分正三　三省堂

ビルマ陣中記　辻義夫　非凡閣

ビルマ戦陣賦　小田嶽夫　文林堂双魚房

ビルマ独立の父　オッタマ僧正　頴田島一二郎　文松堂書店

ビルマ独立義勇軍秘話　広野道太郎　六合書院

ビルマ読本　山田秀蔵　宝雲舎

ビルマ民族解放録　高田一夫　新小説社

ひのもとパンフレット　海老名弾正・渡瀬常吉　新日本精神研究会

一茎の花　久保綱　蒼生社

一粒の米を愛する心　山田清三郎　大阪屋号書店

日出づる国の太子　池田栄　山口書店

日の出神教典衍義　宮井鐘治郎　川浦延寿

日の国物語　防人　中川静村　淡海堂出版

日の本教の世界一統　佐々木清松　佐々木芳章閣

日の丸戦隊史話　山高五郎　千歳書房

美英挑戦的真相（華文）　大東亜戦争調査会　毎日新聞社

美談日本史　長坂金雄　雄山閣

東の日本　西の独逸　伍堂卓雄　金星堂

東印度　田中薫　目黒書店

東印度の海運　米田倭文夫　日光書院

東印度への進発　小倉一郎　図書研究社

東印度及豪州の点描　小林鉄之助　統正社

東印度会社研究　揚井克巳　生活社

東印度紀行　島崎新太郎　那珂書店



東印度資源論　小生第四郎　日光書院

東印度諸島　東亜旅行社

東印度農業経済研究　奥田或　日本外政協会

東久邇司令官宮　池田源治　鱒書房

東太平洋征空隊　藤田義光　研文書院

光り輝く神の御支配　藤井清治

光は日本より　新東方協会　新潮社

光りは東方より　山根菊子　日本と世界社

肥後の勤皇　後藤是山　矢貫書店

飛行機増産の道こゝにあり　遠藤三郎　番町書房

飛行詩集　翼　笹澤美明　東京出版

比較政治学　高田真治・濱薫明　南郊社

比島従軍記　西川佳雄　興亜書院

比島従軍記　向井潤吉　陸軍美術協会

比島宣撫と宗教班　小野豊明　中央出版社

比呂戦記　ナチブ山　柴田賢次郎　成徳書院

非常国難に際し国民諸君に訴ふ　上岡好美　帝国済世会

非常災害の防衛　源義明　徳行館

非常時！　陸軍を担ふ人々　本城広信　普及社

非常時と日本の国防　石原莞爾・山口成吉　アサヒ印刷所

非常時とは何ぞや　松岡洋石　政党解消連盟

非常時にあたり南洋群島に贈る　澤田謙　太平洋協会

非常時に於ける特高警察の任務　加藤祐三郎　新光閣

非常時に躍る陸軍人品評会　島崎英世　国防協会



非常時に際し全国民に愬ふ　松岡洋石　文明社

非常時に直面して　野依秀市　秀文閣書房

非常時の足どり　太田正孝　東海出版社

非常時の核心に触れよ　高濱義雄

非常時の根本対策　中原東吉　新光閣

非常時の認識と青年の覚悟　荒木貞夫　文明社

非常時の司法問題　万造寺孕二　日本警察新聞社

非常時海軍と太平洋　高橋節雄・八木外重雄　積文館書店

非常時海軍国防読本　有馬成甫　海軍協会

非常時教本　内田康哉・荒木貞夫　趣味教育普及会

非常時局と地理教育　西亀正夫　古今書院

非常時局に際して全日本国民に告ぐ　荒木貞夫　大道書院

非常時局にたつ近衛公　福岡醇祐　東京閣

非常時局下に於ける青少年教育　国民精神文化研究所　実業之日本

社

非常時局下に於ける青少年教育　国民精神文化研究所　☆

非常時局読本　真崎勝次　慶文社

非常時局論　中里介山　隣人社

非常時国策の提唱　長谷川清　護国同志会

非常時国防写真大観　軍事教育研究会　聚文館

非常時国民全集　中央公論社　☆

非常時国民読本　松尾小三郎　帝国新報社

非常時十人男　彼等は何をしたか？　阿部真之助　宗雲堂

非常時諸々相と其解銷　永田善三郎



非常時政局を繞る人々　角屋謹一　文王社

非常時政治の認識　野依秀市　秀文閣書房

非常時祖国の銃後に叫ぶ　田中末子他　社会教育会館

非常時突破軍縮問答　福永恭助　新潮社

非常時読本　三田村武夫　松華堂書店

非常時日本と北支・満州　来多武六　国民経済研究会

非常時日本の外交陣　吉岡義一郎　東亜書房

非常時日本の国防経済　林武夫　軍人会館

非常時日本の同胞に愬ふ　荒木貞夫　大阪毎日新聞社

非常時日本の内患　藤田宗弘　大昭社

非常時日本への直言　清澤洌　千倉書房

非常時日本を背負ふ人々　忠誠堂

非常時日本を照らす指導原理　天照大神論　酒井市郎　日本精神科

学会

非常時日本青年の教育方針　国民教育会　

非常時日本青訓教練　小林健次郎　青年訓練研究会　×

非常時陸海軍人物展望　伊藤金次郎　一誠社

非武装艦隊　那珂良二　奥州書房

秘籍大名文庫　福井久蔵　厚生閣　☆

左手の書　伊藤武雄　万里閣

必殺戦車戦　和泉恭　晴南社

必勝　辻権作　敬文堂書店

必勝の信念　天野隆亮　富文館

必勝の信念と七生報国の覚悟　松波治郎　研文書院



必勝の増産　大河内正敏　科学主義工業社

必勝一路　山本初太郎　昭和書房

必勝経済論　荒木時次　アジア青年社

必勝国民読本　徳富猪一郎　毎日新聞社

必勝生活錬成講話資料　緒方明吉　明治図書

必勝日本　中山為信　天理時報社

人・道・自然　樋口功　湯川弘文社

皇道自治精義　津田光造　青年書房

飛躍日本の政治　和久田球麿雄　研文社

百姓道場　井上克巳　朝日書房

白衣の船　依田よしゑ　文晃書院

白衣談話　梁取三義　東亜文化書房

白衣勇士誠忠歌集　由利貞三　日本皇道歌会

白虎隊　佐藤民宝　時代社

白虎部隊　泰賢助　平凡社

白虎部隊戦記　もぐら兵隊　公家裕　愛読社

標準上原マライ語　上原訓蔵　晴南社

評釈前線秀歌　浅野保　教学書房

拓け行く皇民　長谷川裕寛　南方圏社

開けゆく満州　臼井亀雄　日東書院

平田篤胤研究　渡辺金造　六甲書房

平田篤胤之哲学　田中義能　明治書院

緬甸の自然と民族　中島健一　養徳社

広瀬淡窓　小西重直　文教書院



広瀬中尉の面影　前田岩太郎　陸軍大学校

評論集　思想維新論　三島助治　国民政治経済研究所

火を噴く欧州の宣伝戦　山口勝治　厚生書院

ファシスタ教本　米谷隆三　実業之日本社

ファッシスト国家論　具島兼三郎　千倉書房

ファッシズムと其国家理論　五来欣造　青年教育普及会

ファッショって何んだ？　高坂久喜　国民講座総合社

ファッショの嵐　伊達龍城　明治図書出版協会

フィリッピン　中屋健弌　興亜書房

フィリッピン　歴史と現実　池田曄　中川書房

フィリッピンの偉人　ホセ・リサール　毛利八十太郎

フィリッピンの研究　佐藤秀男　清水書房

フィリッピンの政治経済問題　国際経済学会　刀江書院

フィリッピン攻略戦　森欣一郎　晴南社

フィリッピン読本　奥間徳一　改造社

フィリッピン独立正史　仲原善徳　中文館書店

フィリッピン独立論　ピョ・デュラン／吉田正史　博文館

ブキテマ　林炳耀　大新社

フランス制圧六週間　真木昌雄　第一公論社

フランダース殲滅戦　舟橋茂　成武堂

ブロック経済と広域経済　一井修　同文館

ブロック経済に関する研究　昭和研究会

ブロック経済の本質に関する報告　昭和研究会

British Misdeeds in India（印度に於ける英国の圧政）　ラッ



シュ・ビヘイヤー

Front 3-4　東方社

比律賓に於ける政策の変遷　永丘智太郎　日本拓殖協会

比律賓の資源と貿易　日本貿易新興会

比律賓の農業　福原友吉　三省堂・

比律賓群島　星篤比古　東京講演会

比律賓群島の民族と生活　仲原善徳　南方出版社

比律賓独立と東亜問題　デューラン／野本静一　ダイヤモンド社

風雲の亜細亜　良島栄六　近代社

風雲の満ソ国境　茂森唯士　太陽閣

風雲急！　爼上の日本　浦路耕之助　日東書院

風雲二十年　北条修司　新小説社

風俗習慣と神ながらの実習　筧克彦　春陽堂書店

深まりゆく日米の危機　匝瑳胤次　修教社

武漢作戦　石川達三　中央公論社

武教を提げて政府と国民の覚醒を促す革正の第二弾　藤生安太郎　

一戦社

武家生活に現はれたる皇国婦道　橋本実　文松堂出版

武家時代文学に現れた日本精神　野村八良　大岡山書店

武士団と神道　奥田真啓　白揚社

武士道　安部正人　大東出版社

武士道と師道　羽田隆雄　培風館

武士道と日本民族　花見朔己　南光書院

武士道と武士訓　小瀧淳　日本公論社



武士道の権化　加藤清正公　合志芳太郎

武士道の神髄　ベルツ／道本清一郎　天理時報社

武士道の神髄　武士道学会　帝国書籍協会

武士道の精神　橋本実　明世堂書店

武士道の大義　軍事史学会　地人書館

武士道の本質　井上哲次郎　八光社

武士道概説　田中義能　日本学術研究会

武士道教本　丸岡英夫　広文社

武士道散華　萩原新生　牧書房

武士道死生観　神永文三　宮越太陽堂

武士道精神　伊藤千真三　進教社

武士道全書　井上哲次郎　時代社

武士道読本　武士道学会　第一出版協会

武士道宝典　佐伯有義　実業之日本社

武士道要意　剣聖会

武士道論攷　古賀斌　小学館

武人にして政治家　南次郎大将を語る　山田好文　

武人時局を語る提督山本英輔　前田義雄　森田書房

武将夜話　明日の海　安保清種　東水社

武道極意　鈴木禮太郎　平凡社

武道宝鑑　野間清治　大日本雄弁会講談社

武夫の魂　正木寿郎　開明堂

普及叢書　梅崎卯之助他　普及社　☆

福建の赤化と我国防線の危機　篠原匡文　東亜政治経済調査所



福山航空兵大尉　野口昴　中央公論社

覆面の軍縮会議　石丸藤太　松柏館書店

藤田幽谷の思想　塚本勝義　昭和図書

藤田幽谷の人物と思想　松原晃　六合書院

藤田東湖の生涯と思想　大野慎　一路書苑

婦人政治読本　大日本総合婦人会

不滅の魂　フォルクマン／伊東鋭太郎　淡海堂出版

仏印の絋産資源　渡辺源一郎　国際日本協会

仏印の住民と習俗　山川寿一　偕成社

仏印の農業経済　森徳久　東洋経済新報社

仏印の農林資源　農林省南方資源調査会　週刊産業社

仏印への途　小松清　六興商会

仏印案内　南洋協会　目黒書店

仏印研究　資源の王国と安南帝国　井出浅亀

仏印事情　田沢丈夫　羽田書店

仏印縦走記　中野実　大日本雄弁会講談社

仏印進駐記　大屋久寿雄　興亜書房

仏教の戦争観　林屋友次郎・島彰盟　大東出版社

仏教研究特集　南方圏の宗教　仏教研究会

仏教文化叢書　東京帝大仏教青年会　日本青年教育会

仏領印度支那概観　村上脩　日本印度支那協会

復活の記録　正治清英　神戸書房

復興アジア論叢　大川周明他　国際日本協会

船と戦争　桶谷虎之助　大日本出版社峯文荘



船と文化　松田雪堂　文松堂書店

船の知識　池康彦　神州書園

船を造る　信藤孝三　文祥堂

文化科学叢書　民族　小松堅太郎　目黒書店

文化翼賛　黒田静男　錦城出版社

文学紀行　満州旅日記　新田潤他　明石書房

文学部隊　尾崎士郎　新潮社

文教維新の綱領　文政研究会　新紀元社

文明一新論　保田興重郎　第一公論社

分隊長の手記　棟田博　新小説社

ヴェルサイユ体制の崩壊　入江啓四郎　共栄書房

ヴェルサイユ平和条約の反抗　阿部勇　森山書店

ペタン元帥はかく考へる　ペタン／岡田演之　三学書房

ペルシャ湾　磯田蓉工　湯川弘文社

平易なる日本国体の話　小倉鏗爾　文政社

平易に説いた陸海軍の知識　国防科学研究会　二松堂書店

平和問題　建部逐吾・山内雄大郎　同文館

兵とその家族　関田生吉　厚生閣

兵と菩薩行　関山光次郎　法喜社

兵営村の少年　南条三郎　文昭社

兵営回顧　銃とる暇に　板倉仁　龍津房

兵屋記　板東三百　太陽社

兵学者　佐藤信淵　川越重昌　鶴書房



兵器　太田成三　誠文堂新光社

兵器学之参考　陸軍士官学校

兵器考　有坂鉊蔵　雄山閣

兵器清算基本教程　陸軍兵器学校　兵器航空工業新聞社　☆

兵器読本　青木保　日本評論社

兵語ノ戦術的説明　齋藤市平　尚兵館

兵車行　林泉　第一出版社

兵卒の見たる日露戦争　大月隆杖　戦記名著刊行会

兵隊さんに送る慰問手紙文　木村長峡　元文社

兵隊さんに送る女子慰問文　木村長峡　元文社

兵隊と愛情　土岐愛作　牧書房

兵隊と其の兄　佐藤四郎　統正社

兵隊とともに　栗林農夫　改造社

兵隊の地図　火野葦平　改造社

兵隊の撮つた戦線写真報告　松野志気雄　朝日新聞社

兵隊先生　森川賢司　新小説社

兵隊物語　栗井家男　翼書房

兵站に戦ふ　北出純雄　国民社

兵站基地東亜ソ領の現状　欧亜通信社

兵站線　宇多武次　大日本出版

兵站戦記　朝原吾郎　東亜書房

兵団防空の研究　大谷清麿　軍事界社

兵法呉子　北村佳逸　立命館

兵法孫子　北村佳逸　立命館



兵法全集　公田連太郎・大場彌平　中央公論社

米英の罪悪史　仲小路彰　世界創造社

米英の神経戦略　岩満太平　欧亜通信社

米英の世界侵略　堀内謙介　毎日新聞社

米英の対日清算　七司　家庭新聞社

米英の東亜侵略年譜　大東亜戦争調査会　毎日新聞社

米英の東亜制覇政策　大東亜戦争調査会　都書房

米英の内情を衝く　大東亜戦争調査会　朝日新聞社

米英の反撃と大東亜決戦　竹田光次　翼賛図書刊行会

米英の崩落課程　百々正雄　三鷹書房

米英はいつまで戦えるか　河原万吉　清水書房

米英艦隊撃滅　平出英夫　興亜日本社

米英撃滅の人柱　山本五十六元帥　高幣常市　蒼生社

米英撃滅我れ勝てり　野依秀市　秀文閣書房

米英研究　松田福松　原理日本社

米英攻勢の実相と我決戦態勢　武内義行　帝国福祉協会

米英挑戦の真相　大東亜戦争調査会　毎日新聞社

米英東亜侵略史　大川周明　第一書房

米欧印象　日本の何が世界一か　齋藤敏　鍛冶橋印刷

米海軍　細川忠雄　木村書店

米国怖るゝに足らず　池崎忠孝　先進社

米国に於ける思想戦　東亜研究所

米国の正体　富永謙吾　新太陽社

米国の世界侵略　堀内謙介　毎日新聞社



米国の総動員機構　東亜研究所

米国の対日謀略史　伊藤七司　非凡閣

米国の太平洋戦備　中村秋季　新生堂

米国の脱帽　本多熊太郎　天人社

米国の日本反攻論　山川直夫　東京情報社

米国の謬見と誤算　郷敏　ジャパン・タイムス

米国の野望を撃つ　吉田三郎　大日本雄弁会講談社

米国は参戦するか？　鎮目国之　亜細亜出版社

米国は日本の敵か味方か？　貫島桃隆　国際経済研究所

米国移民政策論　安井彰　安井章一

米国及英国ニ対スル宣戦ノ詔書要義　三浦藤作　東洋図書

米国海軍の真相　藤田定市　有終会

米国人より観たる日露　怖るべきか　中村秋季　新生堂

米国戦時計画経済論　森武夫　浅野書店

米国戦時経済論　坂入長太郎　紙硯社

米国総動員計画　資源局　栗田書店

米国対比政策史　池上博　人文閣

米本土空襲　野依秀市　秀文閣書房

僻村地理　徳永凡　日進社

碧蹄戦史　渡辺刀水　明隣堂書店

北京の窓　民族の対立と融和　齋藤清衛　黄河書院

変革期支那の認識　高橋良三　人文書院

変革期日本の政治経済　奥村喜和男　ささき書房

変革雑感　三宅雄二郎　帝都日日新聞社



ボースは叫ぶ　ラスビハリ・ボース　盛運堂

ポーランド爆撃　グラブラ―／川田謙・塚本弘雄　文林堂双魚房

ポケット海軍年鑑　日英米仏伊軍艦集　橋本正雄　海軍研究社

ポケット会社要覧　石山皆男　ダイヤモンド社

ホセ・リサール伝　花野富蔵　西村書店

ホロンバイルの華　菱本長次　長崎書店

ぼくらの大東亜戦争　藤井隆章　共栄出版社

貿易産業進化の基本　リンク制度の現勢　及川暁明　貿易産業新聞

社

烽煙　尾崎士郎　生活社

訪欧所感第一次　加藤完治　地人書館

報恩抄大意　田中智学　信人社

報告団誌　海老名襄　岩見沢中学校報国団

報道写真集　真継不二夫　番町書房

報道戦線　馬淵逸雄　改造社

報道叢書　大東研究所　山海堂　☆

報徳生活の実践　古川義春　少国民社

砲兵操典　陸軍省　兵用図書

防共強化か三国同盟か　古谷栄一　亜細亜出版社

防共協定とナチスファッショ革命　鹿島守之助　巌松堂書店

防共ナチスの経済政策　H・シャハト／景山哲夫　刀江書院

防共北支建設論　中山正男　陸軍画報社

防空に於ける防護団の訓練　帝都の防空施設　石井作次郎　国民防



空協会

防空の智識　皇国飛行協会

防空演習記録　長野県

防空演習史　千田哲雄　防空演習史編纂所

防空化学　奥田久司　河合商店

防空科学の常識　若杉吉五郎他　高山書院

防空教室　田辺平学　研進社

防空指導全書　防空消防　竹内武　東和出版社

防空消防戦術　内務省警保局　広文社

防空大鑑　中澤卯三郎　日本軽飛行機倶楽部

防空読本　菰田康一　時代社

防空日本の構成　石川栄燿　天元社

防空必勝宝典　一億人の防空知識　佐藤誠也　八光社

防空問答　宝太郎　帝国在郷軍人会

防護教本　松本喜代美　診断と治療社

防護科学　松本穎樹　モダン日本社

防護劇名作選　三谷節次　協栄出版社

防諜読本　高橋邦太郎　富士出版社

防諜法令集　井島政五郎　徳行館

宝庫ビルマの実情　ビルマ協会　牧書房

宝庫満蒙は招く　川島富丸　帝国文化協会

奉公小訓　徳富猪一郎　民友社

奉仕の道徳学　小牧治　理想社

北条時宗公　笈田敏野　有本書店



邦人海外発展史　入江寅次　国際日本協会

邦人主義とは何ぞ　邦人社

邦文　武士道　新渡戸稲造　慶文堂書店

放送と国防国家　宮本吉夫　日本放送出版協会

放送小国劇集　少年の歌　齋田喬　弘学社

法治主義の問題　大串兎代夫　日本文化協会

法律学全書　国家総動員法経済統制法　佐藤達夫・峯村光郎　三笠

書房

膨張の日本　鶴見祐輔　大日本雄弁会講談社

膨張日本の異変　国際問題研究会　東亜書房

謀略決戦　大熊武雄　山海堂

北海道移民政策史　安田泰次郎　生活社

北海道青年の書　北海道連合教育会　

北支と南支の貌　川島理一郎　龍星閣

北支と満州国　鹿島高等師範　朝日書房

北支の政情　姫野徳一　日支問題研究会

北支の風雲と連盟の真相　刀禰館正雄　朝日新聞社

北支案内記　布利秋　北支研究会

北支経済開発の根本問題　国際経済学会　刀江書院

北支産業と特殊資源　石川市郎　日本たより社

北支事変と支那の真相　井上謙吉　モナス

北支事変の真相と日支関係諸条約　高田功　亜細亜研究会

北支事変誌銃後の護り　久志本喜代士　渋谷印刷社

北支戦線異常なし　佐藤亮一　大新社



北支戦線陣中手記　武藤夜舟　第二国民会出版部

北支宣撫行　小池秋羊　第一出版社

北支大観　会田勉　早稲田印刷所

北支独立運動の真相　村田孜郎　今日の問題社

北支通覧　東洋事情研究会　巌松堂書店

北支農業経済論　村上捨己　日光書院

北支農村の実態　華北交通　龍文書局

北支八省の資源　馬場鍬太郎　実業之日本社

北支風土記　向井潤吉　大東出版社

北支満鮮旅行記　本多辰次郎　日満仏教協会

北進の先覚者　最上徳内　近藤重臓　和田政雄　潮文閣

北進図南　安達謙蔵　春潮社

北進日本史　我等の北方　寺島柾史　霞ヶ関書房

北方経済論　平竹伝三　大阪屋号書店

北方処女地　丸山義二　時代社

北満のロシア人部落　福田新生　多摩書房

北満教育建設史　伊藤信雄　大都書房

北満警備の思出　歩兵第拾八連隊

北満警備隊記　吹雪の中の兵隊　関波啓悦　文政同志社

北満鉄道ニ関スルソビエイト連邦ノ権利ノ満州国ヘノ譲渡関係諸約

定六十九　赤松祐之　日本国際協会

北満北支に皇軍を慰問して　野口喜一　京浜実業新聞社

北洋　佐藤光貞　六芸社

北洋日本の危機　江崎利雄　国際経済研究所



僕の兵器学　福永恭助　三省堂

僕らの戦時発明　金藤正治　山海堂

僕らの戦争日記　R・ザウエル／今成豊吉　錦城出版社

僕らは海の子　原種道　日の出書院

保健学論集　日本保険学会　文雅堂書店

保険教本　大政翼賛会文化部　翼賛図書刊行会

母校の語る軍神の生立ち　宗教問題研究所

補充兵　南部四郎　興亜書院

戊辰詔書議解　山田孝雄　宝文館

没落の課程にある黄金国（アメリカ）最近の実相　濱田紫山　改進

社

歩兵教練の参考　陸軍歩兵学校

歩兵講義　瀧澤正勝　日本国防協会

歩兵小部隊戦闘　川崎音吉　尚兵館

歩兵初級戦術と其指揮　舟橋茂　成武堂

歩兵新戦闘法　陸軍歩兵学校　兵書出版社

歩兵須知　軍人会館図書部　軍人会館

歩兵戦闘指揮附陣中勤務　舟橋茂　成武堂

歩兵操典　石原豊次郎　琢磨社

歩兵操典詳説初級幹部研究用　前田岩太郎　干城堂

歩兵隊第一期　初年兵教育の参考　山崎慶一郎　琢磨社

歩兵中隊教練の参考　陸軍歩兵学校　丸兵書店

歩兵中隊教練ノ参考　陸軍歩兵学校

歩兵中隊新戦闘法の研究　成武堂



歩兵砲教練の参考　陸軍歩兵学校

歩砲飛協同ニ関スル研究　上原好雄　兵書出版社

誉乃家に　宮沢英心 博文館

香港海南島の建設　秀島達男　松山房

凡人の完成　大和民族と本然自教　近藤常治　中央仏教社

本邦愛国運動団体総覧　小西嘉雄　新興日本社

波蘭問題に対する世界の輿論　欧州事情研究会　ニッポン・プレス

マソン結社の秘密　ビッシンガー／久保田栄吉　破邪顕正社

マニラの烽火　柴田賢次郎　日本文林社

マニラ脱出記　和田敏明　成徳書院

マライの静脈　寺崎浩　春陽堂書店

マライスマトラ建設戦記　昭南新聞記者会　第一公論社

マライ経済の諸問題　大谷敏治　文化研究社

マライ物語　竹森一男　文芸社

マレーの実相　吉岡利起　朝日新聞社

マレーの民族　酒井寅吉　興亜日本社

マレー血戦カメラ戦記　影山匡男　アルス

マレー戦線従軍記　昭南島の日章旗　平栗竹男　教養社

マレー蘭印紀行　金子光晴　山雅房

まこととまごころ　中柴末純　宮越太陽堂

まつりの生命哲学　滋賀多喜雄　原理日本社

MANCHUKUO　朝日新聞社

Manchukuo in the Third Year 上野田節男　杉崎国太郎



○国の暴慢と日本の憤慨　孤立日本の危機　富山直孝　日本図書刊

行会

牧野中将の感懐　ますらを　牧野四郎　開成館

誠　満蒙支犒軍慰霊の旅　梶浦逸外 選仏寺尚志寮

街の浮標　佐藤喜一郎　先生書店

松井翠声の上海案内　松井翠声　横山隆

松岡全権大演説集　松岡洋右他　大日本雄弁会講談社

真直ぐに行け　中野正剛　育生社

眼のあたりに見た満州事変　三島泰雄　時事新報社

守れ！　権益北方の生命線　三武欽史　大靖協会

護れ大空　極東の危機と非常時日本　唐岩泰享　武神会

馬来上陸　棟田博　東光堂

馬来政治経済研究　向井梅次　台湾三省堂

馬来半島横断運河　渡辺源一郎　中興館

萬華　小林操　二光堂

満支へ使ひして　石井伝一　北隆館

満支雑記　安藤徳器　白揚社

満支四十日　長谷川義郎

満支戦線　詩と随筆の旅　白鳥省吾　地平社

満支那印象記　藤本実也　七丈書院

満州　人と生活　山本惣治　ダイヤモンド社

満州から北支へ　神田正雄　海外社

満州と日本　橘樸　改造社

満州と満州国　田村敏雄　有斐閣



満州における帝国の権利　蜷川新　清水書房

満州に於ける適業は何か　中沖壽　尚文堂

満州をのぞく　石川敬介　カニヤ書店

満州移住読本　三浦悦郎　改造社

満州移民は成功する　川村和嘉治　大阪毎日新聞社

満州移民問題と実績調査　日本学術振興会

満州王道思想批判　千葉命吉　大日本独創学会

満州及上海に正しき日本を観る　三島章道　東学社

満州開拓と北海道農業　松野傳　生活社

満州開拓叢書　長谷川皓洋他　満州移住協会　☆

満州開拓地を視察して　宮城県

満州開拓農村　笠森傳繁　巌松堂書店

満州家族制度慣習調査　満州国指令部　有斐閣

満州経済の新動向　渡辺武史　紙硯社

満州建国と満州上海大事変史　横浜貿易新報社他

満州建国と無敵皇軍　信濃日報社

満州建国記　鑓田研一　新潮社

満州建国誌　永松浅造　学友館

満州建国殉皇烈士墓参行脚記　大野鐵次郎　大亜細亜建設社

満州建国側面史　満州建国側面史刊行会　新経済社

満州建国読本　徳富正敬　日本電報通信社

満州建国秘史　満州建国秘史編纂会

満州建国烈士遺芳録　満州日日新聞社

満州建国の標識　河瀬龍雄　三省堂



満州行進曲　湯浅修一　春江堂

満州国と北支の新情勢　平賀周　日本商工倶楽部

満州国移住指針　河西惟一　内外社

満州国企業移民就職指針　新天地同人　創建社

満州国基本法　高橋貞三　有斐閣

満州国基本法大綱　尾上正男　郁文社

満州国紀要　東京開成館

満州国刑法大要　市之瀬渉　東亜書房

満州国皇帝　中保与作　日本評論社

満州国皇帝のお話　渡辺龍策　南光社

満州国皇帝を迎え奉りて　山田好文　海外之日本社

満州国国民道徳概論　須郷侊太郎 拓文堂

満州国策会社法論　高田源清　東洋書館

満州国産業配分論　坂入長太郎　霞ヶ関書房

満州国資源提要　内外産業資料調査会

満州国視察記　島之夫　博多成象堂

満州国巡遊の印象　川端太平　品川書店

満州国政府統制法規解説集録　満州司法協会

満州国外蒙彊併合論　浅野利三郎　宝文館

満州国素描　満蒙調査部　蔵前工業会

満州国蒙彊新支那大陸進出立身法　箕輪香村　文憲堂書店

満州国物語　鷲尾知治　三友社

満州国論　小関巳太郎　大同印書館

満州産業建設学徒研究団報国　久保勘三郎　満州産業建設学徒研究



団　☆

満州事情　高島隆太郎　立命館

満州・支那・朝鮮　新聞記者　生活三十年回顧録　楢崎観一　大阪

屋号書店

満州事変と新国家　佐藤清勝　春秋社

満州事変と世界の声　門多栄男　籾山書店

満州事変と「朕が密偵」　浦路耕之助　赤爐閣書房

満州事変の経過　仲摩照久　新光社

満州事変衛生勤務記念写真帖　青木袈裟美　陸軍省医務局

満州事変国防献品記念録　陸軍省

満州事変恤兵美談集　陸軍大臣官房　愛国恤兵会

満州事変実誌　関東軍参謀部　日東書院

満州事変写真集　偕行社編集部　偕行社

満州事変写真帖　佐野佑一　大日本雄弁会講談社

満州事変日録史　中央満蒙協会　外交時報社

満州事変満五年　陸軍省

満州・暹羅・上海の旅　三島昌子・三島勤子

満州上海事変尽忠録　田中国重　尽忠録編纂部

満州上海事変全記　朝日新聞社

満州上海事変美談集　爆弾三勇士　金蘭社

満州十字軍を起せ　榛原茂樹・瀬沼三郎　時事新報社

満州戦線ペン画集　太田政之助　尚美堂

満州・台湾・海南島　石山賢吉　ダイヤモンド社

満州通史　及川儀右衛門　博文館



満州帝国文官高等官委員官受験法解説　中西敬彌　帝国綜合学院

満州帝国防諜関係法規類纂　石川信之　日本昭和書籍

満州帝国とカトリック教　田口芳五郎　カトリック中央書院

満州帝国主要法令解説　長谷鎮広　清水書房

満州踏査記念写真帖　久保勘三郎　学徒至誠会

満州統治論　池田秀雄　日本評論社

満州読本　大川周明　東亜経済調査局

満州農業移民の栞　満州移民協会

満州農業移民十講　永雄策郎他　地人書館

満州農業再編成の研究　佐藤武夫　生活社

満州農村記　板谷英生　大同印書館

満州風雲録　金丸精哉　六人社

満州風物誌　春山行夫　生活社

満州文化史・点描　千田萬三　大阪屋号書店

満州民放　物権　石田文次郎・村教三　有斐閣

満州物語　西村誠三郎　照林堂書店

満州問題と日米親善論　浮田和民　北文館

満州問題の基調　秋山昌男　新天地社

満州問題叢書　長野朗　支那問題研究所　☆

満鮮　山本実彦　改造社

満鮮三千里　依田泰　中信毎日新聞社

満鮮視察記　森田福市　

満ソ国境の実情　近藤義晴　皐月会

満ソ国境を征く　池田源治　朝日新聞社



満ソ国境紛争史　中村敏　改造社

満鉄を語る　松岡洋右　第一出版社

満蒙の経済建設　エコノミスト編集部　先進社

満蒙の鼓動　矢田行蔵　興亜学会

満蒙の重大化と実力発動　細野繁勝　巧芸社

満蒙の生命線への道　小林存　高志社

満蒙の善後策を日華両国民に語る　上田恭輔　大阪屋号書店

満蒙の旅　橋本隆吉　堀新聞店

満蒙の独立と世界紅卍字会の活動　内田良平　先進社

満蒙の謎を解く　田原豊　日本公論社

満蒙の認識　森本一雄　立命館

満蒙の富源と移住者必携　深田悠蔵　成武堂

満蒙の我権益　大阪対支経済連盟　大阪毎日新聞社

満蒙は躍る　藤田栄助　帝国在郷軍人会

満蒙は併合せよ　須藤理助　忠誠堂

満蒙を如何にすべきか　川本末治　明治大学

満蒙開拓青少年義勇軍概要　清水久直　明治図書

満蒙開拓青少年義勇軍現地通信集　拓務省拓務局

満蒙学校講義　薗井秀男　満蒙学校　☆

満蒙行政瑣談　金井章次　創元社

満蒙経営の抱負を語る　筑紫熊七　興文社

満蒙経済の実勢　飯野健次　平凡社

満蒙権益要録　布勢信平　精文館

満蒙講座　教化新興会　立命館　☆



満蒙採描　平野零児　平原社

満蒙事情総覧　蝋山政道　改造社

満蒙事変大写真帖　軍事普及会

満蒙常識読本　田原豊　伊林書店

満蒙新国家事情　三浦逸郎　大同館書店

満蒙鮮血の清算　内藤隈南　東亜社

満蒙認識と地理教育　尾野作次郎　古今書院

満蒙併呑か独立か？　長野朗　千倉書房

満蒙封建論　赤神良譲　章華社

満蒙民族独立の史的論拠　北川鹿蔵　日本ツラン協会

満蒙問題と我大陸政策　佐藤清勝　春秋社

満蒙問題の検討　佐々井一晁　中央教化団体連合会

満蒙問題研究資料　偕行社

みくにぶり　紅谷文雄　天理時報社

みくまり物語　大仏次郎　白林書房

みそぎ行教本　奥沢福太郎　平凡社

みたみわれ　山添繁樹　天理時報社

みたみわれの信念　小倉鏗爾　明世堂書店

みたみわれら　大庭さち子　春陽堂書店

み前に斎く　加藤一夫　龍宿山房

見えざる敵形而上戦　松元末吉　文進堂

見たままの南方亜細亜　高岡大輔　目印協会

御国の為めに　村上順市



水漬く屍　米窪満亮　日の出書院

水を中心にして見たる北支那の農業　和田保　成美堂書店

禊祓と現代生活　溝口駒造　錦正社

三井読本　増尾信之　亜細亜書房

光国と斎昭　高須芳次郎　潮文閣

水戸学と日本の憲政　小久保喜七　日本出版協会

水戸学と仏教　布目唯信　興教書院

水戸学と水戸魂　小瀧淳　堀書店

水戸学研究　立林宮太郎　新興亜社

水戸学講話　高須芳太郎　今日の問題社

水戸学講話　清水正健・栗田勤　明文社

水戸学全集　高須芳次郎　日東書院　☆

水戸学要義　深作安文　目黒書店

水戸思想と維新の快挙　長谷川信治　長谷川書房

水戸魂の科学性　有馬秀雄　霞ヶ関書房

水戸烈公の国防と反射炉　関一　誠文堂新光社

南の海　南の港　大野浩亮　亜細亜書房

南支那　石原博　大阪毎日新聞社

南支那海之一大宝庫　海南島　後藤元宏　武道社

南大将と松岡洋右　中野江漢　日本講演通信社

南太平洋の血戦　瀧田憲次　天佑書房

南太平洋の戦場　瀧田憲次　日本軍事図書

宮西惟助先生祝詞集　宮西先生記念会　明治書院

民族と世界史　小松堅太郎　一条書房



民族と歴史哲学　宮島肇　培風館

民族の意志　戸川行男　目黒書店

民族の科学　杉田直樹　三州閣

民族の勝利　大野慎　大新社

民族の斗魂　谷口栄業　日の出書院

民族解放の歌　津川圭一　教文館

民族科学の本義　池見猛　東亜出版社

民族科学体系　小野武夫　朝倉書店

民族結合の在り方　山本勝之助　聖紀書房

民族国家と世界観　由良哲次　中文館書店

民族国家の建設　平井正路　恒星社書店

民族戦　長野朗　柴山教育出版社

民族叢書　前原光雄他　六盟館　☆

民族大東亜史　佐伯泰雄　七丈書院

民族闘争新論　鈴木憲久　一元社

民族問題概説　長野朗　小学館

民族優生哲学　芝山重　

民謡集　銃後に謡へる　鈴木章弘　詩と歌謡の社

ムッソリーニ自叙伝　岡田忠一　金星堂

ムッソリーニ全集　下位春吉他　改造社　☆

むめい部落　氏原大作　大地社

麦と兵隊　火野葦平　改造社

無言の戦士　海道啓二朗　上田屋書店



無敵荒鷲魂　伊藤松雄　大東亜社

無敵陸軍魂　日比谷与志雄　大新社

無門関の日本的解釈　谷口雅春　光明思想普及会

室伏高信全集　室伏高信　青年書房

メーメル問題とヒットラー総統　杉山明　教材社

メコン河の流血　日本タイ協会　蒼生社

明確なる日本の国体（草案）　島忠亮　赤崎寅蔵

明治の海軍物語　中島武　一心社

明治以後に於ける神道の諸相　神埼一作　京文社

明治維新　庶民勤皇史話　五十公野清一　亜細亜書房

明治偉人少年時代　竹田敏彦　昭和書房

明治海将伝　菊地寛　一元社

明治大正昭和絵巻　前川傳三　前川書房

明治大正昭和　日本勃興秘史　三角寛　一元社

明治大正昭和　教育思想学説人物史　藤原喜代蔵　千倉書房

明治天皇と軍事　渡辺幾治郎　千倉書房

明治天皇と軍事一班　弘田臥石　弘田自然

明治天皇の御製と御聖徳　古谷義徳　目黒書店

明治天皇の御盛徳　徳富猪一郎　民友社

明治天皇御製謹解　石坂艶治　明治書院

明治天皇御製謹解　国民訓　高橋茂　教学書房

明治天皇御製読本　吉江石之助　愛之事業社

明治天皇御製読本　忠君愛国篇　吉江石之助　聖書房



明治天皇境川聖跡誌　山崎正次　

明治文化叢書　陸軍省沿革史　山縣有朋・松下芳雄　日本評論社

明治新支那の建設　長谷川了　第二国民会出版部

名言と佳話　高橋福雄　桑文社

名将回顧日露大戦秘史　高田広海他　朝日新聞社　☆

名将兵談　大場彌平　実業之日本社

迷彩と偽装　宮下孝雄　成武堂

没法子物語　菊地門也　高見澤木版社

盟邦の友へ　林柏生／藤田秀雄　郁文社

滅共反ソか反英米か　赤尾敏　建国会

もぐら兵隊　公家裕　愛読社

もし東京が爆撃されたら　山口清人　大新社

ものがたり歌　御国の光　友田宣剛　国民教育普及会

萌え騰る日本　紀平正美　明世堂書店

蒙彊　保田与重郎　生活社

蒙彊に征く　本田昇二郎　大米澤印刷所

蒙彊の資源と経済　和加丈城・林田勲　冨山房

蒙彊墾殖と対支移民　永田稠　日本刀行会

蒙彊読本　小林知治　国防功究会

蒙彊漫筆　高津彦次　河出書房

蒙古の唄　平野零児　平原社

蒙古を新しく観る　石塚忠　三省堂

蒙古歴史物語　野波淳　平路社



木魚音　藤原相之助　春陽堂書店

木吐倶楽部講演集　岩崎登　

模型航空読本　堀内幸行　前田書房

模範産報青年隊ノ設計　長田清道　協和書房

文字で見る文化映画叢書　安積幸二　田中宋栄堂　☆

持てる国日本　大河内正敏　科学主義工業社

本居宣長と日本主義　松永材　日本主義研究所

本居宣長古道論　藪田尚一　桜橘書院

物語　軍神と聖将　松波治郎　彰文館

物語　少年読本　稲本勝彦　錦城出版

燃ゆる祭壇　漆山清二　文学社

燃ゆる闘魂　松村白南　立誠社

文部省推選派遣教育家の見たる海外事情　福徳生命保険　☆

やまとごころ　島津久基 成武堂

やまとことば　吉澤義則　教育図書

やまとをみな　三輪田元道　新大衆社

やる！　亀山徹治郎　山海堂

躍進の南洋　菊地正夫　東亜協会

躍進ドイツ読本　黒田禮二　新潮社

躍進日本　工業大意　大住吾八・藤井守一　晃文社

躍進日本　実業家大艦　山本義昭　東亜政治経済調査所

躍進日本　新体制を衝く　日本経済研究会　伊藤書店

躍進日本と新大乗仏教　古川礁悟　中央仏教社



躍進日本の新財政経済策　鈴木梅四郎　森山書店

躍進日本の政治動向　加藤鯛一　中西書房

躍進日本の太陽　鈴木信海　巌翠堂書店

躍進日本之工業　高山忠三　工業日日新聞社

訳注日本考　渡辺三男　大東出版社

椰子・光・珊瑚礁　羽生操　桑文社

野人武魂　牧野吉晴　地平社

野戦砲兵講義　瀧澤正勝　日本国防協会

野戦歩兵分隊長必携　石原実　兵学社

野戦郵便旗　佐々木元勝　帝国書籍協会

野砲兵分隊戦闘教練　加藤守敏　軍用図書

靖国に咲く　飯田美瑳子　地平社

靖国烈女伝　靖国烈女遺徳顕彰会　出版文化研究会

山の道場より　金谷真　みそぎ会星座連盟

山ゆかば　武漢攻略戦記　山本和夫　河出書房

山鹿素行　信念の書　和田健爾　京文社書店

山鹿素行の国体観　納富康之　鶴書房

山鹿素行の武士道　平尾弧城　立川書店

山崎軍神部隊　朝日新聞社

山田長政と南進先駆者　澤田謙　潮文閣

山伏と皇民錬成　大伴茂　敞文館

山本元帥を生だ藩風　秦賢助　立誠社

山本元帥言行録　伊藤金次郎　春陽堂書店

山本元帥前線よりの書簡集　広田彦太　晴南社



山本元帥伝　澤田謙　拓南社

大和心　丸山義二　長谷川書房

大和魂　塩見高男　大日本護国会

大和魂と万葉歌人　吉澤義則　平凡社

大和魂は叫ぶ　根の国日本　明山正義　道潮社

日本武尊　山岸外史　開発社

日本武尊　大江満雄　教材社

日本魂の研究　亘理章三郎　中文館書店

ユダヤの対日謀略　長谷川泰造　晴南社

ユダヤ議定書　エス・ニールス／久保田栄吉　破邪顕正社

ユダヤ人のアメリカ発展　O・クラインツ／森孝三　千峰書房

結城財政の検討　真木伝五郎　教材社

遊撃戦記　森洋一　鮎書房

遊撃隊遊撃戦　長野朗　和泉書房

遊撃隊遊撃戦研究　長野朗　坂上書院

憂国の志士　中野八十八　清水書房

憂国改新の書　清水芳太郎　非凡閣

憂憤十年　飲島与志雄　アジア青年社

悠久の翼　中村新太郎　日本報道社

勇士に聴く戦線の真相　後藤蒼洋　帝京書房

有色民族の更生　水島彦一郎　猶興書院

有色民族の復興と其経済的自決　宮田光雄　猶興書院

有声録　有馬頼寧　多摩書房



雄飛論　雨谷毅　新興亜社

雄邦日本の東亜恢興　三枝茂智　島村書店

友邦支那を語る　宮川宗徳　巌松堂書店

友邦シャムを訪ふ　戸波親平　アグネ工学社

雪よりも白く　辻勝三郎　新太陽社

往け南は招く　井上雅二　刀江書院

輸送船と日本的指導精神　坂田俊夫　秀文閣書房

輸送戦争　堀口大八　春秋社松柏館

輸送船談　佐藤武　日の出書院

優良工を育てた母　長田久男　会通社

猶太と日本の戦ひ　A・ストッス／佐藤麟太郎　政教社

猶太の世界支配綱領　愛宕北山　政経書房

猶太禍の世界　筈見一郎　霞ヶ関書房

猶太シオン運動の実相　ローゼンベルグ／野一色利衛　富強日本協

会

猶太人の陰謀と排日問題　藤井辰純　久栄堂

ヨーロッパ要塞戦　上野浩一　欧亜通信社

ヨーロッパの悲劇　フランツ・グローゼ／棟上田々夫　日独出版協

会

よき日本人への生活教育　辻本延二　立命館

四一式山砲（歩兵用）　取扱上ノ参考　菅野善吉　立命館

四ヶ年計画下の独逸鉄鋼業　竹内譲二　改造社

四千年の神秘　エチオピアの実相を語る　庄子勇之助　大阪毎日新



聞社

妖雲漂ふ皇国を語る　田代強八　

揚子江　大阪毎日新聞社

翼賛の生活　村松久義　アマノ書店

翼賛会と国民生活　野依秀市　秀文閣書房

翼賛選挙大観　桜木俊晃　朝日新聞社

翼賛選挙読本　藤田義光　新紀元社

翼賛壮年叢書合本　徳田穣　大日本翼賛壮年団

沃野千里満蒙の宝庫　遠藤壽政　兵林館

予言　大東亜戦争　高田知一郎　墨水書房

予言　日米戦争実記　佐久間日出夫　日米問題研究会

横顔の提督　摂津茂和　興亜日本社

吉田松陰と月性と黙霖　布目唯信　興教書院

吉田松陰　至誠の書　和田健爾　京文社書店

吉田松陰　殉国の精神　和田健爾　京文社書店

吉田松陰　大陸・南進論　福本義亮　誠文堂新光社

義経と満州　小谷部全一郎　厚生閣

吉野時代東北勤皇史　大島延次郎　春秋松柏館

余生随筆　盛岡守成　日本国防協会

ラオスの旅　中村義男　山根書房

ラヂオ時局読本　日本放送協会　日本放送出版協会

ラヂオ新書　深作博治他　日本放送出版協会　☆

楽天従軍記　西村楽天　成武堂



楽土激土　ボリ・シュッテル／野依秀市　秀文閣書房

落下傘読本　昇曙夢　東京堂

落下傘部隊　ベルツィヒ／秋本敏夫　高山書院

落下傘部隊と空中歩兵　ロータル・シュッテル／木暮浪夫　富士出

版社

蘭印と日本　松本忠雄　ダイヤモンド社

蘭印の資本と民族経済　濱田恒一　ダイヤモンド社

蘭印の重要性とは？　佐藤茂　森山東栄堂

蘭印の設営　遠藤正　湯川弘文社

蘭印の知識　朝倉純孝　松山房

蘭印の土地制度　我妻栄　東亜研究所

蘭印は動く　加藤鐐五郎　新愛知新聞社

蘭印を解剖する　石田重忠　学芸社

蘭印・英印・仏印　井出諦一郎　三省堂

蘭印現状読本　石澤豊　新潮社

蘭印事情　小笠原長丕　羽田書店

蘭印侵略史　デ・クラーク／南方調査会　報知新聞社

蘭印生活二十年　和田民治　大日本雄弁会講談社

蘭印探訪記　金子義男　東亜書房

蘭印読本　斎藤武治　誠美書閣

蘭印風物誌　小津さちを　刀江書院

蘭印仏印史　大江満雄　鶴書房

蘭領印度叢書　蘭印事情講習会　愛国新聞社

蘭領ニューギニア買収案　松江春次　



りんふん戦話集　上田広　河出書房

陸の王者樹行軍　三橋済　山海堂

陸の少年兵　清閑寺健　日本国防協会

陸を征く軍艦旗　北原晴光　輝文堂書房

陸運の戦時体制　小林重国　交通研究所

陸海協力　大江賢次　八雲書店

陸海空大激戦　小西武夫　元文社

陸海軍今昔物語　安藤徳器　言海書房

陸海軍航空秘史　佐藤喜一郎　凡人社

陸海軍航空将校下士官志願者の参考　佐々木一雄　若桜書房

陸海軍国防大写真帖　国防普及会　軍事教育社

陸海軍事秘史　松下芳男　四海書房

陸海軍事年鑑　平田重三他　軍人会館　☆

陸軍の巨頭を語る　菅原節雄　今日の問題社

陸軍への道　陸軍報道部　旺文社

陸軍海軍少年航空兵　志願受験立身法　箕輪香村　文憲堂書店

陸軍海軍少年電信兵　志願受験立身法　箕輪香村　文憲堂書店

陸軍解剖　島崎英世　月旦社

陸軍幹部候補生受験必携　佐々木一雄　陸軍壮丁教育会

陸軍教育叢書　陸軍予科士官学校　日比野四郎　増進堂

陸軍軍縮と米露の東亜経綸　佐藤慶治郎　日本書院

陸軍軍備の充実と其の精神　陸軍省新聞班

陸軍軍法会議法講義　日高巳雄　良栄堂



陸軍現役下士官幹部候補生志願案内　池田春樹　東京青年立志会

陸軍工員魂汗と血の記録　小池藤五郎　山海堂

陸軍工科学校入学試験問題解答集　帝国陸軍受験社

陸軍工科学校入学手引　瀧澤正勝　日本国防協会

陸軍志願陽合格案内　竹内卓樹　泰光堂

陸軍史談　金子空軒　陸軍画報社

陸軍実務必携　大島義昌　大成社

陸軍写真帖　陸軍省つはもの編集部　軍人会館

陸軍受験合格準備全集　二方久　受験通信学部

陸軍将校志願入営準備講義録　　森本富蔵　陸軍壮丁教育会

陸軍少年技術兵　陸軍兵器学校　日本報道社

陸軍少年戦車兵養成　陸軍戦車学校入学受験案内　箕輪香村　文憲

堂書店

陸軍少年通信兵　並木行夫　研進社

陸軍少年通信兵受験読本　田戸忍　清水書房

陸軍少年飛行兵　火野葦平　朝日新聞社

陸軍少年飛行兵受験読本　藤村燎　陸海軍の友社

陸軍少年兵叢書　少年飛行兵　上田広他　新紀元社

陸軍少年砲兵受験読本　三浦忠正　清水書房

陸軍新集　航空戦術の話　森正光　日本報道社

陸軍全兵器写真集　小林勇　鉄塔書院

陸軍大写真集　国防知識普及会　省文社

陸軍魂　和田亀治　東水社

陸軍特別志願兵　森下三男　立川文明堂



陸軍特別大演習記念写真帖　福井県応　野路写真館

陸軍特別大演習行幸御写真帖　大阪府　法橋修一　

陸軍特別大演習並御臨幸記念写真帖　足利市　足利日報社

陸軍特別大演習並に御親閲拝受記念写真帖　川崎文雄　東奥日報社

陸軍特別大演習並地方行幸　埼玉県

陸軍特別大演習並地方行幸記念写真帖　宮崎県庁他

陸軍特別大演習並地方行幸記録　群馬県他陸軍

陸軍読本　大久保弘一　日本評論社

陸軍読本　平田普策　日本評論社

陸軍入営準備将校志願兵講義録　河田景秀　陸軍壮丁教育会

陸軍兵器学校受験読本 倉田義夫　清水書房

陸軍兵器学校入学試験問題解答集　角力重男　高松書房

陸軍野戦砲兵学校　陸軍野戦砲兵学校　軍事学指針社　☆

陸軍幼年学校入学試験問題模範解答全集　箕輪香村　文憲堂書店

陸軍幼年学校の生活　今村文英　越後屋書房

陸軍予科士官学校陸軍幼年学校　受験入校の手引　陸軍将校生徒試

験常設委員　大日本雄弁会講談社

陸軍予科士官学校陸軍経理学校　入学受験必勝合格準備指針　箕輪

香村　文憲堂書店

陸軍落下傘分隊　野中俊雄　童話春秋社

陸士予科受験読本　橋爪光雄　日本兵書出版

陸戦隊と落下傘隊　本内達蔵　大東亜社

陸戦隊宣撫記　木場敬天　清水書房

利潤統制はどう行はれるか　日本経済研究会　伊藤書店



立憲自治の本義　宇賀田順三　清水書店

立国の大本　板垣退助　板垣会館建設講演会

立正安国論通釈　小林一郎　慈念会

立正興亜論　中山正男　高山書院

立体的に見たる大楠公　渡辺義一　上田盛文堂

琉球神道記　明治聖徳記念学会　明世堂書店

龍江省　日野岩太郎　大和書店

龍鳳景述　田中萬逸　大日本皇道奉賛会

留魂録　柿村峻　日本書院

両眼を失うて　鈴木泰　交友堂書店

両大戦間に於ける独仏英の社会政策　鮎澤巌　世界経済調査会

領土・民族・国家　地政学の原典　チェレーン／金生喜造　三省堂

旅順　立野信之　金星堂

旅順要塞総攻撃　木村惣平　岡倉書房

ルーデンドルフ　国家総力戦　ルーデンドルフ・野間俊夫　三笠書

房

禮の意義と構造　西晋一郎・小糸夏次郎　畝傍書房

霊の世界観　友清歎真　神道天行居　

黎明の大東亜海　田中穣　玉川学園

黎明の拓土　照井壮助　輝文堂書房

黎明の南洋　井手諦一郎　淳風書院

黎明のビルマ　熊谷国造・浅見宣三　童話春秋社



黎明の北満　白髪隆孫　刀江書院

黎明の満蒙　川上隆正　帝国在郷軍人会

歴史に輝く支那事変物語　大毎こども会　盛光社

歴史は転換す　匝瑳胤次　新東亜協会

歴史を創る日本民族　石坂平　協栄出版社

歴史学叢書　近代日本の大陸発展　市古宙三　蛍雪書院

歴史教育　有高巌　建文社

歴史教育の根本問題　西村輝雄　雄生閣

歴史上より見たる大東亜諸民族の特性　白鳥清　亜細亜文化研究所

歴史小説　海軍建設の朝　明石鐵也　国華堂

歴史小説　海国兵談秘記　野村政夫　愛読社

歴史小説　国難に克つ　鷲尾雨工　蒼生社

歴史的決戦の勝利的啓示　後藤帰一　革新社

歴史詔勅全集　三浦藤作　河出書房　☆

列強の経済体制　今村武雄　ダイヤモンド社

列強は如何にして支那を食うか？　国防研究会　今日の問題社

列強軍需資源論　小濱重雄・門多栄男　巌松堂書店

列強太平洋争覇の実相と帝国の自衛　岡田銘太郎　自衛社

列強陸軍現勢　原口健二　陸軍画報社

列国のスパイ戦線を衝く　谷口圭輔　厚生書院

列国は日本をどう見る　秋月正雄　東亜書房

列国海軍の情勢　海軍省軍事普及会　海軍省

列国科学技術の戦力化　後藤正夫　大日本出版

列国国勢要覧　内閣統計局　内閣印刷局



列国対支投資と支那国際収支　東亜研究所　実業之日本社

列国対支投資概要　杉村広蔵　東亜研究所

列聖御製集　次香澄　明治書院

連合艦隊の全貌　海軍省

連盟を脱退したら日本はどうなる？　相馬基　東京日日新聞社

連盟を脱退すべし　岸井壽郎　浅野書店

連盟脱退と南洋委任統治　麓純義　新極東社

連盟脱退と日本の根本国策　大井一哲　日本社会問題研究所

連盟脱退と非常時日本の覚悟　二見基郷　外事知識普及会

錬成の教育哲学　稲垣隆俊　南光書院

錬成心理学　後藤岩男他　帝国出版協会

ロシアの東進　石原哲二　学芸社

ロシヤはどう出るか　大内俊　大阪毎日新聞社

ロシヤ来るぞ！　林銑十郎他　帝国軍事協会

ロンドン会議　総帥権問題　松枝保司　第一線同盟

老英帝国の野望　山口梧郎　テンセン社

老獪大英帝国を倒せ　佐々鴻吉　国際事情研究会

籠城三ヶ月　森川賢司　伊藤文信堂

労務管理全書　大内経雄他　東洋書館　☆

労務調査令解義　厚生研究会　新元社

労務統制の研究　協調会

六人の報道小隊　栗原信　陸軍美術協会

六原道場　伊藤金次郎　協同公社



鹵簿誤導問題につき大臣の責任を問ふ　三上英雄　大友社

論語兵語　西川虎次郎　軍事学指針社

論策集　日本刀　武藤貞一　統正社

華府条約廃棄と日本の危機　菅谷英世　東京毎夕新聞社

ワルソー電撃進軍記　ドイツ緒戦の勝利　ハダモブスキー／多田鐵

雄　大東出版社

わが海軍はいかに戦ふか　柴田勝春　興亜日本社

わが子の教育叢書　大橋貞雄　帝国教育会

わが自叙伝　ムッソリーニ／谷名輝哉　今日の問題社

わが対ユダヤ戦線　中山忠直

我が海の記　津村敏行　農山漁村出版所

我が国の国体　大西友太　大日本雄弁会講談社

我が国軍備　多賀宗之　会通社

我が国体　山崎富伝　皇道宣揚義会

我が国体と憲法論争　板橋菊松　憲法学説再検討の会

我が国体と国民精神　鈴木友吉　広文堂

我が国体と祭政一致　秦恭風　明文堂

我が国体と日本精神　河野省三　青年教育普及会

我が国体と日本精神　平岡清三郎　皇道宣揚会

我が国体の本質　宇田尚　酒井書坊

我が統制策　ムッソリーニ／里見岬一郎　三舟社

我が闘争　ヒットラー／伊藤斌　東亜研究所

我が南洋の正体　横田武　南洋社



我が日本学　中山忠直　嵐山荘

我国現下の資源問題と其将来　植村甲午郎　啓明会

我国体と教学の特色　西晋一郎　儒道研究会

我国体と皇道　小倉鏗爾　ダイヤモンド社

我国体より見たる仏教の是非とその実相　服部宗明　神燎会

我従軍記　赤道を越えて　井上康文　若桜書房

我水平の実戦記　日本海海戦　朝日新聞社

我青年学校の新興方策　青年教育新興会　皇国青年教育協会

我日本の教育と満蒙　岡本正一　厚生閣

われ等の建設　ヒットラー／安居憲太郎　青年書房

われ等の海戦史　平田晋策　大日本雄弁会講談社

われ等の空軍　大場彌平　大日本雄弁会講談社

われ等の勝利　ナチス党機関紙／上田定雄　青年書房

われ等の日本陸軍　小原正忠　日本兵書出版

われ等の陸海軍　平田晋策　大日本雄弁会講談社

われ等若し戦はば　平田晋策　大日本雄弁会講談社

我らかく戦へり　ヘルベルト・ウーフェン／稲木勝彦　蒼生社

我らは如何に闘つたか　三省堂

我等と共に闘へ　頼母木桂吉　春秋社

我等の国防と軍備　松下芳男　田中誠光堂

我等の少年戦車兵　水島周平　田中誠光堂

我等の日本と世界の将来　佐藤鐵太郎　奉仕会

我等の乃木大将　渡辺求　大日本文化協会

我等のほこり　歩兵第二十一連隊



我等の満鮮　早坂義雄　北光社

我等の横須賀　横須賀市教育会　横須賀市書籍共立社

我等は斯くして皇土を衛らん　加藤義秀　文松堂

我れ勝てり　野依秀市　勝文館

吾が同胞に訴ふ　徳富蘇峰他　近代社

吾等の少年産業戦士へ　武内義行　マネジメント社

吾等の戦ひ　山田忍三　白木屋

吾等如何に覚悟すべきか　松波治郎　一路書苑

吾人は満蒙に発展し得ざるや　佐田弘治郎　先進社

若き楠木正成と勤王精神　松山悦三　人生社

若き鐵獅子　少年戦車兵　佐藤隆秀　文憲堂

若き娘の錬成　今堀友市　興亜日本社

若林東一中隊長　相馬基　毎日新聞社

若鷲となるまで　佐田侃三　新正堂

和気清麻呂公　岡山県教育会　吉田書店

脇坂部隊　中山正男　陸軍画報社

話題の陸海軍史　松下芳男　学芸社

私の見た支那　雨宮巽　陸軍画報社

草鞋村長　鎌田三之助翁　本間楽寛　時代社


