
1.戦争の時代
明治・大正期
No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

1 日清戦争実記 第9～13編合冊 ー 博文館 1894 S/390/ﾆ1

2 蹇蹇録 陸奥 宗光∥著 岩波書店 1941 210.65/ﾑ1/1

3 日露戦争実記　4・5・6・8 ー 博文館 1904 210.67/ﾆ4/1

4
明治二十七八年日清戦史
第5～8巻

ー 参謀本部 ー
393.2/ﾊﾗ2/
5～8

5 日露戦争写真画報 第2巻 ー 博文館 1904 210.67/ﾆﾁ/2

6 欧州戦争実記　第1～3号合冊 ー 博文館 1914
390.8/ｵ1/
1-1-3

昭和初期
No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

7 海軍グラフ 第6巻第3～7号合冊 ー 海軍研究社 1938 S/397/ｶ1

8
世界画報 第13巻第1～12号,
第14巻第1～8号合冊

ー 国際情報社 1938 S/051/ｾ7

9 満洲事変勃発満一年 ー 陸軍省 1932 210.7/ﾏﾝ

10 満洲事変満五年 ー 陸軍省 1936 210.7/ﾏﾝ

11 満洲事変勃発満七年 ー 陸軍省 1938 210.7/ﾏﾝ

12 支那事変実記 第2～15輯
読売新聞社編輯局∥
編

ー 1937～38
210.74/ﾖ1/
1-5-15

13 大東亜戦争とその前途
大政翼賛会宣伝部∥
編

大政翼賛会宣伝
部

1941 210.75/ﾀﾞｲ

14 宣戦大詔謹解 ー 朝日新聞社 1942 210.75/ｾﾝ

15 必勝の道 第三十六回陸軍記念日 ー 陸軍省報道部 [1941] 210.67/ﾋﾂ

No 新聞名 館外貸出

16 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

国際的視野を持った岩手の先人
No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

17
国際聨盟に於ける日本
(講演 第168輯)

新渡戸　稲造∥著 東京講演会 1931 K/090/ﾆ1/9

18 西洋の事情と思想 新渡戸　稲造∥著 実業之日本社 1934 K/090/ﾆ1/14

19
孝行宰相米内新総理大臣物語
(婦人倶楽部 第21巻第3号)

清閑寺　健∥著
大日本雄弁会講
談社

1940 K/289/ﾖ3/18

20 常在戦場
米内　光政∥述
七田　今朝一∥編

大新社 1947 K/090/ﾖ5/1ｲ

21 在米四十年 浅野　七之助∥著 有紀書房 1962 K/289/ｱ10/1

22 ララ記念誌 厚生省 厚生省 1952 369.37/ｺ1/6 ○

No 新聞名 館外貸出

23 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

24 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

25 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

26 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

2.岩手の人々と戦争
昭和初期の岩手
No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

27 昭和九年岩手県凶作誌 岩手県∥編 岩手県 1937 K/612.3/ｲ1/4

28 三陸震災画報 ー
東京朝日新聞発
行所

1933 K/453/ｻ4

内容
昭和8年(1933)10月17日
「ヴンクーヴーで入院 新渡戸博士客死」

平成5年(1993)3月8日
「生涯通じ「民間大使」」

昭和15年(1940)1月16日
「わが”米内無敵艦隊”発航」

内容
昭和16年(1941)12月9日 号外
「ハワイ襲撃戦果甚大」

昭和23年(1948)4月22日
「米内元首相逝く」
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No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

29 岩手県凶作の原因調 岩手県∥編 岩手県 1934 K/612.3/ｲ1/5B

30
新岩手人 第3巻通巻17号～第4
巻通巻40号合冊

ー 新岩手人の会 1934 KS/05/ｼ1

31 東北の窮乏と身売防止
職業紹介事業協会青
森支部∥編

職業紹介事業協
会青森支部

1935 K/611.9/ｼ1/1

32 西塔幸子遺稿歌集　山峡 西塔　幸子∥著 ー 1937 K/911.1/ｻ/1

No 新聞名 館外貸出

33 岩手日報
（マイクロフィルム複製）

兵士たちのたどった道
兵役制度/陸軍部隊と岩手

No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

34 岩手県布達全書 明治6年 2 ー 岩手県第一課 1878 31.7/7/2

35 徴兵制発布六十年ノ変遷 岩手県∥編 岩手県 [1933] K/390/ｲ1/1

36 陸軍軍人を志す人のために 金子　慶太∥著 現人社 1932.11 390.7/ｶ2/1

37
陸軍画報 第7巻第9～10,12号
合冊

ー 陸軍画報社 1939 S/390/ﾘ1

38 歩兵操典 復刻版 ー 池田書店 1970 396.5/ﾎ1/1

39 軍隊内務令 復刻版 ー 池田書店 1970 396/ｸﾞ1/1

40 写真週報 第297号 情報局∥編纂 内閣印刷局 1943.11 051.6/ｼｬ

41 海軍軍人を志す人のために 中島　武∥著 現人社 1932.11 390.7/ｶ2/1

42 海軍読本
海軍省海軍軍事普及
部∥編

海軍省海軍軍事
普及部

1940.4 397/ｶ2/1

43
海軍グラフ 第7巻第8～11号合
冊

ー 海軍研究社 1939 S/397/ｶ1

44 第八師団戦記 斎藤　碧山∥著 東奥日報社 1909.10 K/398/ｻ1/2

45 黒溝台劇戦記 斎藤　碧山∥著 東奥日報社 1905.12 K/398/ｻ1/1

46 大日本陸軍写真帖 ー
明治天皇御写真
帖刊行会

1927 396/ﾀﾞ1

47

写真集より
絵葉書　騎兵第二十四連隊営門、工兵
第八大隊営門、北上川和淵ニ於ケル工
兵第二大隊の架橋演習

ー ー ー K/290.7/ｼ1/2

郷土部隊の戦い
No 書名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

48 郷土日記 森　荘己地∥編 岩手協同出版社 1942.10 K/398/ﾓ4/1

49 岩手をとめ 第1～4輯
森　荘巳池∥編纂
中井　汲泉∥編纂

岩手協同出版社 1943～44 K/910/ｲ5/1～4

50 写真週報  第276号 情報局∥編纂 内閣印刷局 1943.6 051.6/ｼｬ

51
陸軍画報　第8巻第5号,第10巻
第12号,第11巻第5～7号合冊

ー 陸軍画報社 1940 S/390/ﾘ1

52 大ニウギニアの相貌 井上 義男∥著 興文社 1942.3 297.36/ｲ1/1

53 陣中日誌 昭和18年12月(複製)
第36師団歩兵第222連隊
（雪第3523部隊）∥編

ー ー K/398/ﾀﾞ3/1-9

54 週報 第398～414号合冊 ー 情報局 1944 S/310/ｼ2

55
国際写真情報 第23巻第1,3～
11号,第24巻第1～2号合冊

ー 国際情報社 1944 S/051/ｺ4

56 写真週報 第325号 情報局∥編纂 内閣印刷局 1944.6 051.6/ｼｬ

57 東亜共栄圏と比律賓 三吉朊十∥著 刀江書院 1941 292.48/ﾐ1/1

58
週報 第415～452号合冊(第
427,429,430,434,449号欠号)

ー 情報局 1944 S/310/ｼ2

内容
昭和8年(1933)3月3日 号外
「深夢を破る地震　海岸は津波が襲ふ」
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No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

59 写真週報 第358号 情報局∥編纂 内閣印刷局 1945.2 051.6/ｼｬ

60 写真週報 第360号 情報局∥編纂 内閣印刷局 1945.2 051.6/ｼｬ

No 新聞名 館外貸出

61 朝日新聞

62 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

63 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

64 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

満蒙開拓移民
No 書名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

65
拓務要覧 昭和14年版
附図 満州農業開拓民入植図

拓務省∥編 日本拓殖協会 1940.9 317.8/ﾀ4/1-39

66 国策満洲移民
菱沼 右一∥共著
木村 誠∥共著

中央情報社 1938 334.42/ﾋ1/1

67
国策満洲移民の知識
拓け満蒙 臨時増刊

満洲移住協会∥編 満洲移住協会 1938.11 334.42/ﾏ1/1

68 満州移住読本 三浦 悦郎∥編 改造社 1939 334.42/ﾐ1/1

69 逞しき内原 伊藤 金次郎∥著 協同公社出版部 1943 379.2/ｲ5/1

70 満洲農業移民写真帳 拓務省拓務局∥編 拓務省拓務局 ー 334.42/ﾀ1/1

No 新聞名 館外貸出

71 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

72 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

岩手ゆかりの軍人たち
No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

73
新海相及川古志郎
(大洋 第2巻第10号)

野村　胡堂∥著 文芸春秋社 1940 K/289/ｵ2/4

74
新東亜建設の秋
(実業之日本 第42巻第13号)

実業之日本社∥著 実業之日本社 1939 K/289/ﾖ3/16

75
時局に輝く五将星を語る座談
会(家の光 14巻8号)

ー 産業組合中央会 1938 K/280/ｼﾞ1

76 戦術麓之塵　第1・2巻 東条　英教∥著 兵事雑誌社 1910
K/090/ﾄ4/
2-1・2

77 戦ふ東条首相 小田　俊不∥編著 博文館 1943 K/289/ﾄ2/30

78 白堊校百年史
岩手県立盛岡第一高等学
校校史編集委員会∥編集

岩手県立盛岡第一高等
学校創立百周年記念事
業推進委員会

1981
K/376.42/
ﾓ2/13-3

銃後のくらし
統制の強化/戦時中の子どもたち

No 書名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

79 図解防空指導室 毎日新聞社∥編纂 毎日新聞社 1944 398.8/ﾏ1/1

80 現時局下の防空 難波　三十四∥著 講談社 1941 398.8/ﾅ2/1

81 国民防空読本 内務省計画局∥編 大日本防空協会 1939 398.8/ﾅ1/1

82 慰問帖の作り方
陸軍恤兵部∥監修
主婦乃友社∥編纂

陸軍恤兵部 1943 390.7/ｲﾓ

83
戦時に於ける国民の覚悟
時局国民精神読本1

関屋　竜吉∥著
日本精神文化研
究所

1937 155.2/ｾ1/1

84 締めよ、こころ 軍国家庭読本 萩原 俊三∥編纂 軍人会館出版部 1939 393.6/ﾊｷﾞ

85 大東亜戦争とわれら 文部省教学局∥編 内閣印刷局 1942 390.4/ﾓ2/1

86 写真週報 第283号 情報局∥編纂 内閣印刷局 1943 051.6/ｼｬ

昭和13年(1938)11月11日
「三百戸分村計画で 先遣隊十戸を送る 江刺で期成同盟会」

昭和17年(1942)10月13日
「逞しき花嫁進出へ 満州開拓女子錬成会」

内容
昭和16年(1941)12月11日
1面「英極東艦隊主力全滅す」6面(岩手版)「銃後一丸・凝る岩手魂」

昭和18年(1943)5月31日
「奮戦米兵六千屠り　ア島の精兵玉砕　キスカ島は確保」

昭和19年(1944)6月1日
「敵ビアク島に上陸 わが部隊激戦中」

昭和20年(1944)3月16日
「武道に優れ親思ひ　伊藤斬込隊々長」

内容
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No 書名 編著者名 出版者等 出版年等 請求記号 館外貸出

87
新岩手人 第11巻通巻113号～
第14巻通巻158号合冊

ー 新岩手人の会 1941
KS/05/ｼ1/
11～14

88 婦人公論 第27巻第3号 ー 中央公論社 1942 S/051/ﾌ5

89
婦人之友 第39巻第2,5号,第40
巻第3～11号合冊

ー 婦人之友社 1945 S/051/ﾌ3

90 写真週報 第334号 情報局∥編纂 内閣印刷局 1944 051.6/ｼｬ

91 写真週報 第333号 情報局∥編纂 内閣印刷局 1944 051.6/ｼｬ

92 写真週報 第273号 情報局∥編纂 内閣印刷局 1943 051.6/ｼｬ

93 写真週報 第265号 情報局∥編纂 内閣印刷局 1943 051.6/ｼｬ

94 一億一心百億貯蓄
全国貯蓄銀行協会∥
編纂

全国貯蓄銀行協
会

1939 338/ｲﾁ

95 決戦岩手 第1号 ー 岩手協同出版社 1943 KS/39/ｹ1

96 特集文芸春秋 1956年4月 ー 文芸春秋新社 1956 S/051/ﾌﾞ8

97 銃後の岩手 第14号 ー
岩手県国防後援
会

1941 KS/05/ｼﾞ2

No 新聞名 館外貸出

98 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

99 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

100 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

戦災と終戦
No 書名 編著者名 出版者 出版年等 請求記号 館外貸出

101 終戦史録 外務省∥編纂 新聞月鑑社 1952 210.75/ｶﾞ1/1

102
複刻 墨ぬり教科書[2] 国民学校
初等科国語教科書（墨ぬり前）
よみかた4

ー 大空社 1985
375.98/ｺ3/
1-2-6

○

103
複刻 墨ぬり教科書[8] 国民学校
初等科国語教科書（墨ぬり後）
よみかた4

ー 大空社 1985
375.98/ｺ3/
1-3-6

○

No 新聞名 館外貸出

104 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

105 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

106 朝日新聞

107 新岩手日報
（マイクロフィルム複製）

昭和20年(1945)8月10日
「再び釜石市を砲撃」

昭和20年(1945)8月15日
「戦争終結の大詔渙発さる」

昭和20年(1945)7月15日
「釜石付近を艦砲撃」

昭和20年(1945)9月17日
「進駐部隊来盛」

内容
昭和19年(1944)4月5日
「声限り“海ゆかば”今ぞ征くあの勇姿　南部中尉の銅像出陣」

昭和19年(1944)4月22日
「征く志士横川銅像」

昭和20年(1945)3月20日
「国民校初等科除き全授業を停止」

内容
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戦争の時代
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

1 満蒙開拓青尐年義勇軍 上　笙一郎∥著 中央公論社 1979
B/081.6/
ﾁ1/315

○

2 近代日本の戦争 色川 大吉∥著 岩波書店 1998 Y/210/ｲﾛ ○

3 子供たちに伝えたい日本の戦争 皿木 喜久∥著 産経新聞出版 2014 210.6/ｻﾗ ○

4 戦争遺跡から学ぶ
戦争遺跡保存全国ネッ
トワーク∥編

岩波書店 2003 Y/210.6/ｾﾝ ○

5 日露戦争諷刺画大全　上・下 飯倉 章∥著 芙蓉書房出版 2010
210.67/ｲｲ
/1・2

○

6 日露戦争の時代 井口 和起∥著 吉川弘文館 1998 210.67/ｲｸﾞ ○

7 図説日露戦争
平塚 柾緒∥著
太平洋戦争研究会∥編

河出書房新社 1999 210.67/ﾋﾗ ○

8 朝日新聞の秘蔵写真が語る戦争
朝日新聞社「写真が語
る戦争」取材班∥著

朝日新聞出版 2009 210.7/ｱｻ ○

9 昭和天皇と戦争
ピーター　ウエッツラー
∥著　森山 尚美∥訳

原書房 2002 210.7/ｳｴ ○

10
「写真週報」に見る戦時下の日
本

保阪 正康∥監修
太平洋戦争研究会∥著

世界文化社 2011 210.7/ｼﾔ ○

11 昭和時代 戦前・戦中期
読売新聞昭和時代プロ
ジェクト∥著

中央公論新社 2014 210.7/ｼﾖ ○

12 理想だらけの戦時下日本 井上 寿一∥著 筑摩書房 2013 210.74/ｲﾉ ○

13 日中戦争 小林 英夫∥著 講談社 2007 210.74/ｺﾊﾞ ○

14 あの日　上・下
NHK「あの日昭和20年
の記憶」取材班∥編

日本放送出版協
会

2005
210.75/ｱﾉ
/1・2

○

15 あの戦争になぜ負けたのか 半藤 一利∥著 文藝春秋 2006 210.75/ｱﾉ ○

16 あの戦争を伝えたい 東京新聞社会部∥編 岩波書店 2006 210.75/ｱﾉ ○

17 太平洋戦争 家永 三郎∥著 岩波書店 2002 210.75/ｲｴ ○

18 硫黄島玉砕戦 NHK取材班∥編
日本放送出版協
会

2007 210.75/ｲｵ ○

19 日本・欧米間、戦時下の旅 泉 孝英∥著 淡交社 2005 210.75/ｲｽﾞ ○

20 真珠湾奇襲攻撃70年目の真実 市來 俊男∥著 新人物往来社 2010 210.75/ｲﾁ ○

21 ナガサキ昭和20年夏
ジョージ　ウェラー∥著
アンソニー　ウェラー∥
編　小西 紀嗣∥訳

毎日新聞社 2007 210.75/ｳｴ ○

22 カウントダウン・ヒロシマ
スティーヴン ウォーカー∥著

横山 啓明∥訳
早川書房 2005 210.75/ｳｵ ○

23 天皇と特攻隊 太田 尚樹∥著 講談社 2009 210.75/ｵｵ ○

24 学徒兵の精神誌 大貫 恵美子∥著 岩波書店 2006 210.75/ｵｵ ○

25
ヒロシマはどう記録されたか
上・下

小河原 正己∥著 朝日新聞出版 2014
210.75/ｵｶﾞ
/1・2

○

26 開戦の詔書
自由国民社編集部∥企
画編集

自由国民社 2005 210.75/ｶｲ ○

27 玉音放送が流れた日 ー 学研 2005 210.75/ｷﾞﾖ ○

28 天皇の玉音放送 小森 陽一∥著 五月書房 2003 210.75/ｺﾓ ○

29 図説東京大空襲 早乙女 勝元∥著 河出書房新社 2003 210.75/ｻｵ ○

30 敗戦 左近允 尚敏∥著 光人社 2005 210.75/ｻｺ ○

31 写真が語る日本空襲
工藤 洋三∥編著
奥住 喜重∥編著

現代史料出版 2008 210.75/ｼﾔ ○

32 写真太平洋戦争 1 「丸」編集部∥編 潮書房光人社 2015 210.75/ｼﾔ ○

* 以下の資料は、展示期間中も館外貸出できます 
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

33 証言記録兵士たちの戦争　1～7
NHK「戦争証言」プロ
ジェクト∥著

日本放送出版協
会

2009～2012 210.75/ｼﾖ ○

34 真珠湾攻撃 太平洋戦争研究会∥編 新人物往来社 2003 210.75/ｼﾝ ○

35 図説アメリカ軍の日本焦土作戦
太平洋戦争研究会∥編
著

河出書房新社 2003 210.75/ｽﾞｾ ○

36 戦争と子どもたち 山形県立博物館∥編集 山形県立博物館 2005 210.75/ｾﾝ ○

37 戦争と子どもたち　1～6 早乙女 勝元∥編集
日本図書セン
ター

1994
210.75/ｾﾝ/
1～6

○

38 太平洋戦争人物列伝 昭和史研究会∥編 扶桑社 2005 210.75/ﾀｲ ○

39 学歴・階級・軍隊 高田 里惠子∥著 中央公論新社 2008 B/210.75/ﾀｶ ○

40 幻の終戦工作 竹内 修司∥著 文藝春秋 2005 210.75/ﾀｹ ○

41 対日宣伝ビラが語る太平洋戦争 土屋 礼子∥著 吉川弘文館 2011 210.75/ﾂﾁ ○

42 七三一部隊 常石 敬一∥著 講談社 1995 210.75/ﾂﾈ ○

43 東京大学の学徒動員・学徒出陣 東京大学史史料室∥編 東京大学 1998 210.75/ﾄｳ ○

44 東京大空襲
NHKスペシャル取材班
∥著

新潮社 2012 210.75/ﾄｳ ○

45 特別攻撃隊全史
特攻隊戦没者慰霊平和
祈念協会∥編

特攻隊戦没者慰
霊平和祈念協会

2008 210.75/ﾄｸ ○

46 太平洋の試練　上・下
イアン　トール∥著
村上 和久∥訳

文藝春秋 2013 210.75/ﾄﾙ ○

47 ドキュメント東京大空襲
NHKスペシャル取材班
∥著

新潮社 2012 210.75/ﾄﾞｷ ○

48 天皇と太平洋戦争 土門 周平∥著 PHP研究所 2003 210.75/ﾄﾞﾓ ○

49 学徒出陣 蜷川 寿惠∥著 吉川弘文館 1998 210.75/ﾆﾅ ○

50
日本人はなぜ戦争へと向かった
のか　上・下 戦中編

NHK取材班∥編著 NHK出版 2011 210.75/ﾆﾎ ○

51 日本帝国の最期 太平洋戦争研究会∥編 新人物往来社 2003 210.75/ﾆﾎ ○

52 日本の空襲　1～10
日本の空襲編集委員会
∥編

三省堂 2003
210.75/ﾆﾎ/
1～10

○

53 資料が語る戦時下の暮らし
羽島 知之∥編著
麻布プロデュース∥編集
構成

麻布プロデュー
ス

2004 210.75/ﾊｼﾞ ○

54 日本空襲の全貌 平塚 柾緒∥編著 洋泉社 2015 210.75/ﾋﾗ ○

55 日本のいちばん長い夏 半藤 一利∥編 文藝春秋 2007 B/210.75/ﾋﾗ ○

56 完本・太平洋戦争　上・下 文芸春秋∥編 文芸春秋 1991
210.75/
ﾌﾞ1/1-1・2

○

57 トラトラトラ
ゴードン　W.プランゲ∥著

千早 正隆∥訳
並木書房 2001 210.75/ﾌﾟﾗ ○

58 原爆投下
松木 秀文∥著
夜久 恭裕∥著

NHK出版 2012 210.75/ﾏﾂ ○

59 図説特攻
森山 康平∥著
太平洋戦争研究会∥編

河出書房新社 2003 210.75/ﾓﾘ ○

60 特攻とは何か 森 史朗∥著 文藝春秋 2006 B/210.75/ﾓﾘ ○

61 アジア・太平洋戦争 吉田 裕∥著 岩波書店 2007 210.75/ﾖｼ ○

62 戦争の時代の子どもたち 吉村 文成∥著 岩波書店 2010 Y/210.75/ﾖｼ ○

63
<歴史群像>太平洋戦史シリーズ
1～10

ー 学研 1996
210.75/ﾚｷ/
1～10

○

64
GHQカメラマンが撮った戦後
ニッポン/続GHQカメラマンが
撮った戦後ニッポン

ディミトリー　ボリア∥
写真撮影
杉田 米行∥編著

アーカイブス出
版

2007
210.76/ﾎﾞﾘ
/1・2

○

65 戦争と沖縄 池宮城 秀意∥著 岩波書店 2012 Y/219.9/ｲｹ ○

66 孤島の土となるとも 岩川 隆∥著 講談社 1995 329.67/ｲ1/1 ○
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

67 東京裁判を正しく読む
牛村 圭∥著
日暮 吉延∥著

文藝春秋 2008 329.67/ｳｼ ○

68 A級戦犯 ー 新人物往来社 2005 329.67/ｴｷ ○

69 私は貝になりたい 加藤 哲太郎∥著 春秋社 2005 329.67/ｶﾄ ○

70 秘録東京裁判 清瀬 一郎∥著 中央公論新社 2002 329.67/ｷﾖ ○

71 BC級戦犯 田中 宏巳∥著 筑摩書房 2002 329.67/ﾀﾅ ○

72 東京裁判 太平洋戦争研究会∥編 新人物往来社 2003 329.67/ﾄｳ ○

73 「東京裁判」を読む
半藤 一利/保阪 正康/
井上 亮∥著

日本経済新聞出
版社

2009 329.67/ﾄｳ ○

74 東京裁判 戸谷 由麻∥[著] みすず書房 2008 329.67/ﾄﾀ ○

75 東京裁判 日暮 吉延∥著 講談社 2008 329.67/ﾋｸﾞ ○

76 学童疎開　1～3 逸見 勝亮∥監修 解説
日本図書セン
ター

2003
372.106/ｶﾞｸ
/1～3

○

77 太平洋戦争 細谷 千博∥[ほか]編 東京大学出版会 1993 391.2/ﾀ1 ○

78 日本海海戦の真実 野村 実∥著 講談社 1999 391.207/ﾉﾑ ○

79
歴代陸軍大将全覧
昭和篇/太平洋戦争期

半藤 一利∥ほか著 中央公論新社 2010 396.21/ﾚｷ ○

80 歴代海軍大将全覧 半藤 一利∥ほか著 中央公論新社 2005 397.21/ﾚｷ ○

81 図説日本海軍 太平洋戦争研究会∥著 河出書房新社 1997 397.21/ﾀｲ ○

82 史料が語る太平洋戦争下の放送 竹山 昭子∥著 世界思想社 2005 699.21/ﾀｹ ○

83 画家と戦争 河田 明久∥監修 平凡社 2014 720.87/ｶﾞｶ ○

84 戦争と美術 針生 一郎∥ほか編 国書刊行会 2007 720.87/ｾﾝ ○

85 画家たちの「戦争」 神坂 次郎∥ほか著 新潮社 2010 721.026/ｶﾞｶ ○

86 戦争歌(いくさうた)が映す近代 堀 雅昭∥著 葦書房 2001 767.6/ﾎﾘ ○

87 ボクラ尐国民と戦争応援歌 山中 恒∥著
クリエイティブ
21

1997 767.6/ﾔﾏ ○

88 探書遍歴 桜本 富雄∥著 新評論 1994 910.26/ｻ ○

89 太平洋戦争下の学校生活 岡野 薫子∥著 平凡社 2000 916/ｵｶ ○

90 きけわだつみのこえ　第1・2集
日本戦没学生記念会∥
編

岩波書店 1997/2004 916/ｷｹ/1・2 ○

91 子どもたちの8月15日 岩波新書編集部∥編 岩波書店 2005 B/916/ｺﾄﾞ ○

92 15歳の東京大空襲 半藤 一利∥著 筑摩書房 2010 Y/916/ﾊﾝ ○

93
コレクション戦争と文学
1～20,別巻

戦争と文学編集室∥編 集英社 2013 918.6/ｺﾚ ○

岩手の人々と戦争
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

94 あの人は帰ってこなかった
菊池　敬一∥編
大牟羅　良∥編

岩波書店 1979 K/090/ｷ17/1 ○

95 「彗星」と1945年夏 大信田  尚一郎∥編著
いわて教育文化
研究所

2007 K/210.75/ｵｵ ○

96
戦争史資料が語る人物伝太平洋
戦争

大内  豊∥著 盛岡タイムス社 2010 K/210.75/ｵｵ ○

97 昭和の動乱を探る太平洋戦争 大内  豊∥著
日刊岩手建設工
業新聞社

2012 K/210.75/ｵｵ ○

98 戦争秘録と尐年戦士の鎮魂 小野寺 永幸∥著 東北史学研究所 2012 K/210.75/ｵﾉ ○

99 秘録尐年農兵隊 小野寺 永幸∥著 本の森 1997 K/210.75/ｵﾉ ○
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

100 おわらない戦争岩手からの声
戦中戦後を語りつぐ会
(いわて)∥編集

戦中戦後を語り
つぐ会(いわて)

2012 K/210.75/ｾﾝ ○

101
“関東軍防疫給水部”の丌都合
な真実

高橋 龍児∥著編 ツーワンライフ 2014 K/210.75/ﾀｶ ○

102 南国山河 槻山  勝宏∥編集 槻山勝宏 2008 K/210.75/ﾂｷ ○

103 731部隊の真実
731部隊の証言を残す
岩手の会∥編

[731部隊の証言を
残す岩手の会]

2010 K/210.75/ﾅﾅ ○

104 戦時中の盛岡の子どもたち 菅森 幸一∥絵　文 盛岡タイムス社 2009 K/211/ｽｶﾞ ○

105 あなたの町で戦争があった 加藤 昭雄∥著 熊谷印刷出版部 2003 K/212.2/ｶﾄ ○

106 岩手に残る青い目の人形 加藤 昭雄∥著 熊谷印刷出版部 2009 K/212.2/ｶﾄ ○

107 岩手の戦争遺跡をあるく 加藤 昭雄∥著 熊谷印刷出版部 2006 K/212.2/ｶﾄ ○

108 花巻が燃えた日 加藤 昭雄∥著 熊谷印刷出版部 1999 K/221.1/ｶﾄ ○

109 七〇〇〇通の軍事郵便 菊池　敬一∥著 柏樹社 1983 K/289/ﾀ22/1ｲ ○

109 平和を求めて
岩手県地域婦人団体協
議会∥編

岩手県地域婦人
団体協議会

1991 K/367/ｲ17/1ｲ ○

110 援護の記録 岩手県∥編 岩手県 1972 K/369/ｲ1/1ｲ ○

111 戦後50年の歩み 岩手県傷痍軍人会∥編
岩手県傷痍軍人
会

1996 K/369/ｲ43/1ｲ ○

112 学校から授業が消えた! 加藤 昭雄∥著
ツーワンライフ
出版

2013
K/376.4122/
ｶﾄ

○

113 後藤野 加藤　昭雄∥著 川嶋印刷 1995 K/390/ｶ3/1ｲ ○

114 写真集 北上　和賀拓友会∥編
北上・和賀拓友
会

1989 K/390/ｷ3/1ｲ ○

115 義命に燃えて 鈴木　実∥著 桜友会 1981 K/390/ｽ2/1ｲ ○

116 ルソン島戦闘記録
第二三師団旭兵団歩兵第
七二連隊第二大隊いふ部
隊∥編

第二三師団旭兵団
歩兵第七二連隊第
二大隊いふ部隊

[1983] K/390/ﾀﾞ1/1ｲ ○

117 北支事変従軍憶出話集 千葉　勇∥編
一関プリント社
（印刷）

1976 K/390/ﾁ1/1 ○

118 弾第47師団戦誌 近藤  宏∥著
弾第47師団戦誌
編纂委員会

1989 K/391.26/ｺﾝ ○

119 幻の小山飛行場 ー 胆沢町史刊行会 2002 K/393.6/ﾏﾎﾞ ○

120 あの頃あの時　第2集～第6集 ー
小山会編集委員
会

2004～09 K/393.6/ﾏﾎﾞ ○

121 あの頃あの時　第7集 ー 村上信明 2010 K/393.6/ﾏﾎﾞ ○

122 歩兵第222連隊史 藤田　昌孝∥編集
歩兵第222連隊史
編纂委員会

1979 K/393/ﾎ3/ｲ ○

123 もの言わぬ戦友 竹沢　哲男∥著 竹沢哲男 2001 K/395.8/ﾀｹ ○

124 歩兵第三十一聯隊史
歩三一岩手会聯隊史編
纂委員会∥編

歩三一岩手会聯
隊史編纂委員会

1976 K/396.59/ﾎﾍ ○

125 岩手県郷土将兵の記録
岩手県郷土将兵の記録
編集委員会∥編

岩手県郷土将兵の
記録刊行委員会

1978 K/398/ｲ3/1ｲ ○

126 回想の郷土部隊 刈屋 吾郎∥著 久保庄書店 1976 K/398/ｶ1/1ｲ ○

127 騎兵第三旅団の栄光と終末
騎兵第三旅団史編集委
員会∥編

白ゆり印刷出版
部

1980 K/398/ｷ2/1ｲ ○

128 ビアク支隊戦史 ビアク戦友会∥編 ビアク戦友会 1977 K/398/ﾋﾞ1/1ｲ ○

129 北支派遣勝第5228部隊
北支派遣勝第5228部隊
戦友会∥編

北支派遣勝第
5228部隊戦友会

1979 K/398/ﾎ2/1ｲ ○

130 中隊の想い出
歩第222連隊第6中隊戦
友会∥編

歩第222連隊第6
中隊戦友会

1988 K/398/ﾎ9/1ｲ ○

131 新編郷土兵団物語 松本 政治∥編著 岩手日報社 1974 K/398/ﾏ1/2ｲ ○

132
孫たちへの手紙　第1集～第15
集

岩手県老人クラブ連合
会∥監修

博光出版(印刷) 2001～14 K/914.68/ﾏｺﾞ ○

133 二十五歳の軍事郵便 千葉　克郎∥著 千葉克郎 1993 K/915/ﾁ1/1ｲ ○
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No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

134 戦没農民兵士の手紙
岩手県農村文化懇談会
∥編

岩波書店 1979 K/916/ｲ1/1 ○

135 疎開っ子 伊藤 正∥著 文芸社 2014 K/916/ｲﾄ ○

136 折れた翼 大久保 正実∥著 東京図書出版会 2010 K/916/ｵｵ ○

137 宜候の海 大西 英雄∥著
イー・ピックス
出版

2006 K/916/ｵｵ ○

138 1932日間の軍隊 上斗米 正雄∥著 東京図書出版会 2005 K/916/ｶﾐ ○

139 学徒動員
盛岡中学校昭和23年卒盛
岡第一高等学校昭和24年
卒同期会∥編

稲垣光雄 2001 K/916/ｶﾞｸ ○

140 教師の戦争体験の記録
岩手県一関国民教育研
究所∥編

岩手県一関国民
教育研究所

2008 K/916/ｷﾖ ○

141 岩泉町郷土出身戦没将兵の記録 藤沢　謹一∥〔著〕 藤沢謹一 1999 K/916/ﾌｼﾞ ○

142 忘れ徔ぬ歳月“戦争” 三上　信夫∥編 文芸社 2001 K/916/ﾜｽ ○

143 農民兵士の声がきこえる 岩手　和我のペン∥編
日本放送出版協
会

1984 K/917/ｲ14/1ｲ ○

144 予科練甲飛十三期同期の桜 岩手甲飛十三期会∥編
岩手甲飛十三期
会

1991 K/917/ｲ29/1ｲ ○

145 石ころに語る母たち 小原 徳志∥編 未来社 1964 K/917/ｵ2/1 ○

146
花貌　釜石艦砲記録集
第1～20集

ー ー 1995
K/917/ｶ9/
1-1-20ｲ

○

147 雫石の戦時体験記　1 雫石町教育委員会∥編
雫石町教育委員
会

1982
K/917/ｼ2/
1-1ｲ

○

148 住田の戦中戦後
住田町戦後五十周年記
念誌編集委員会∥編

住田町 1996 K/917/ｽ9/1ｲ ○

149 山田町戦時体験記
山田町ふるさとを考え
る会∥編

山田町ふるさと
を考える会

1988 K/917/ﾔ7/1ｲ ○

150 私の戦後五十年 IBC岩手放送∥編集 熊谷印刷出版部 1996 K/917/ﾜﾀ ○

151 花巻がもえた日
加藤　昭雄∥著
遠藤 市子∥絵

ツーワンライフ 2012 K/E/ｶﾄ ○

152 ライオンの涙
斎藤　三郎∥文
加藤　正好∥絵

斎藤三郎 2003 K/E/ｻｲ ○

国際的視野を持った岩手の先人(新渡戸稲造・米内光政・浅野七之助)　
No 書名 編著者名 出版者 出版年 請求記号 館外貸出

153 盛岡の先人
盛岡市中学校長会∥編集
郷土の先人学習資料作成
委員会∥編集

盛岡市中学校長
会

2000 K/281.22/ﾓﾘ ○

154 日系人の夜明け 長江　好道∥著 岩手日報社 1987 K/289/ｱ10/3ｳ ○

155 晩年の稲造 内川 永一朗∥著 岩手日報社 1983 K/289/ﾆ3/79ｳ ○

156 新渡戸稲造事典
佐藤 全弘∥著
藤井 茂∥著

教文館 2013 K/289.1/ﾆﾄ ○

157 新渡戸稲造1862-1933 草原 克豪∥著 藤原書店 2012 K/289.1/ﾆﾄ ○

158 新渡戸稲造ものがたり 柴崎 由紀∥著 銀の鈴社 2013 K/289.1/ﾆﾄ ○

159 静かなる楯・米内光政　上・下 高田 万亀子∥著 原書房 1990 K/289/ﾖ3/45 ○

160 戦わざる提督米内光政 半藤 一利∥ほか著 新人物往来社 2012 K/289.1/ﾖﾅ ○

161 米内光政正伝 実松 譲∥著 光人社 2009 K/289.1/ﾖﾅ ○

162 米内光政 阿川 弘之∥著 新潮社 2002 913.6/ｱｶﾞ ○
* 以下の資料は、展示期間中も館外貸出できます 
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