
種市登コレクション

所蔵番号 本標題 出版者 刊行年月日
1 B0065476 ヤシノ木ノ下 / 土家由岐雄文 ; 赤松俊子画 小學館 昭和17.10.25
2 B0065477 ヤシノミノタビ / 丸山薫著 ; 赤松俊子画 . -- (新日本幼年文庫) 帝國教育會出版部 昭和17.11.20
3 B0065479 白いむく犬 / 赤松俊子著 ; 塚原清一編 アソカ書房 昭和22.5.30
4 B0065487 絵ハ誰デモ描ケル / 赤松俊子著 真善美社 昭和24.9.1
5 B0065488 ピカドン / 丸木位里, 赤松俊子絵・文 ; 平和を守る会編 ポツダム書店 1950.8.6
6 B0065491 原爆の圖 / 丸木位里, 赤松俊子共著 . -- (青木文庫 ; 第38) 青木書店 1952.4.10
7 B0065493 ちび筆 : 画文集 / 丸木位里, 赤松俊子著 室町書房 昭和29.3.1
8 B0065496 丸木スマ画集 / 丸木スマ著 大塔書店 昭和29.11.10
9 B0065498 生々流轉 / 丸木俊子著 実業之日本社 昭和33.11.1
10 B0065521 原爆の圖 / 丸木位里, 丸木俊 [画] 田園書房 昭和42.7.20
11 B0065524 臥龍 : 丸木位里墨画集 / 丸木位里 [著] 造形社 1970.10.20
12 B0065530 幽霊 : 原爆の図世界巡礼 / 丸木俊著 朝日新聞社 昭和47.7.15
13 B0065533 ピカドン / 丸木位里, 丸木俊 [著] ろばのみみ編集部 1979.10.1
14 B0065535 女絵かきの誕生 / 丸木俊著 . -- (朝日選書 ; 93) 朝日新聞社 1977.8.20
15 B0065539 ひろしまのピカ / 丸木俊え・文 . -- (記録のえほん ; 1) 小峰書店 1980.6.25

16 B0065553
鎮魂の道 : 原爆・水俣・沖縄 / 丸木位里, 丸木俊著 ; 水上勉解説 . -- (岩波グラ
フィックス ; 26)

岩波書店 1984.7.20

17 B0065559 雁がとぶ古城 : チェコスロバキア旅のスケッチ / 丸木俊著 朔人社 1977.12.1
18 B0065562 ふたりの画家 : 丸木位里・丸木俊の世界 : 本橋成一写真録 / 本橋成一著 晶文社 1987.4.25
19 B0065567 丸木位里・俊現代日本画展 致道博物館 [平成7]
20 B0065571 遺言 : 丸木位里・俊の五十年 / 菅原憲義著 青木書店 1996.2.25
21 B0065572 閃きの芸術・流々人生 : 丸木位里・俊の遺言 / 平松利昭編 樹芸書房 2002.3.30
22 B0065597 ある惑星の悲劇 : 在東京・広島に於ける一被爆者の記録 / 旭丘光志劇画 ; 草河達夫手記 講談社 昭和44.12.8
23 B0065599 原爆展 / 朝日新聞西部本社企画部編 [朝日新聞西部本社企画部] 昭和43.7.2
24 B0065600 長崎原爆展 / 朝日新聞東京本社企画部編 朝日新聞東京本社企画部 昭和43.8.6
25 B0065601 炎の歌集 / 阿部正路, 島内八郎, 豊田清史編 東出版 昭和41.8.6

26 B0065602
廣島 : 戦争と都市 / 岩波書店編集部編集 ; 菊池俊吉 [ほか] 写真 . -- (岩波写眞文庫
; 72)

岩波書店 1952.8.6

27 B0065603 げんばくのこらのうた / 上野宗男著 上野宗男 昭和45.8.6
28 B0065604 つるのとぶ日 : ヒロシマの童話 / 大野允子 [ほか] 著 東都書房 昭和38.7.25
29 B0065605 原爆の子 : 廣島の少年少女のうったえ / 長田新編 岩波書店 昭和26.10.2
30 B0065606 広島は訴える : 原爆11年の記録 / 小積明男編 広島原爆資料出版会 昭和31.8.1
31 B0065607 原爆文学展 : ヒロシマ・ナガサキ : 原民喜から林京子まで / 神奈川文学振興会編 神奈川近代文学館 2000.10.7
32 B0065608 原子爆弾 / 加納節尋 [著] 北海道大学八・六平和の会 昭和33.12.15
33 B0065609 原爆の子 : シナリオ / 近代映画協会, 劇団・民芸[作] 劇団・民芸 1952.8.15
34 B0065610 原爆の子 : シナリオ / 近代映画協会, 劇団・民芸[作] 劇団・民芸 1952.8.15
35 B0065611 原子爆彈症について / 草野信男著 [出版者不明] [19--]
36 B0065612 広島商人 / 久保辰雄著 . -- (人間の記録双書) 平凡社 昭和31.11.15
37 B0065613 原爆記念文庫所蔵原爆関係文献目録 : 昭和40年8月31日調 / 原爆資料保存会編 原爆資料保存会 昭和40.10.15
38 B0065614 広島を訪れた内外人の感想文集 / 原爆資料保存会編 原爆資料保存会 昭和46.9.10
39 B0065616 原爆関係文献案内 / 原爆文献を読む会編 原爆文献を読む会 1970.7.4
40 B0065646 わが子よ : 原爆の子の青春 / 佐々木守 [著] . -- (フロンティア・ブックス) 弘文堂 昭和40.5.30
41 B0065647 ヒロシマ / 佐々木雄一郎編 廣島平和協會 昭和24.10.1
42 B0065649 ヒロシマ25年 : 写真記録 / 佐々木雄一郎著 朝日新聞社 昭和45.7.30
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所蔵番号 本標題 出版者 刊行年月日
43 B0065654 死の行方 / 佐藤總右著 げろの会 1954.7.15
44 B0065657 原子爆彈を受けたときどうすればよいか / 篠原健一, 石川数雄, 山口宗夫共訳 主婦之友社 昭和26.3.25
45 B0065659 原爆爆心地 / 志水清編 日本放送出版協会 昭和44.7.20

46 B0065661 忘れな草 : 原爆思い出の手記集 / 調来助編
旧長崎医科大学原爆犠牲者
遺族会

昭和44.3.20

47 B0065694 武一一揆 : 創作定型詩劇 : たたかう広島 / 青史編集部著
短歌文学を研究する会青史
グループ

1968.2.14

48 B0065696
測り知れない危険 : 原水爆実験の怖るべき影響 / 世界科学者連盟委員会編 ; 民主主義科
学者協会国際委員会訳

法政大学出版局 昭和31.12.15

49 B0065697 あの日から今もなお : 母のヒロシマ原爆戦史 / 副島まち子著 東都書房 昭和31.11.25
50 B0065703 ヒロシマ・パイロット : クロード・イーザリーの悲劇 / 田口憲一 [著] 講談社 昭和43.8.1
51 B0065705 廣島原爆誌 / 中国電気通信局編 中国電気通信局 昭和30.8.6
52 B0065708 千羽鶴 / 豊田清史編著 昭森社 昭和33.8.6
53 B0065710 原爆文献誌 / 豊田清史著 崙書房 1971.8.6
54 B0065713 灰の詩 / 中原綾子著 弥生書房 昭和34.5.10
55 B0065715 原爆文学史 / 長岡弘芳著 風媒社 1973.6.25
56 B0065716 ヒロシマ・1960 : 永田登三写真集 / 永田登三著 パトリア書店 1960.8.5

57 B0065719
葬られた原爆展 : スミソニアンの抵抗と挫折 / フィリップ・ノビーレ, バートン・J・
バーンステイン著 ; 三国隆志 [ほか] 訳

五月書房 1995.9.18

58 B0065720 母と子でみる原爆を撮った男たち / 反核・写真運動編 草の根出版会 1987.8.6

59 B0065722
原子雲のかなたに / パール・バック原作 ; 常盤新平文 ; 三芳悌吉え . -- (高校生活教
養文庫)

学習研究社 昭和36.6.1

60 B0065723 詩集・広島 / 久井茂 [著] 木靴発行所 1963.8.1
61 B0065724 広島歌人集 : 合同歌集 / 広島歌話会編 広島歌話会 昭和40.8.1
62 B0065727 広島詩集 / 広島詩集編集委員会編 広島県詩人協会 昭和40.7.15
63 B0065728 平和詩集 / 広島詩人会議グループ編 広島詩人会議グループ 1965.8.1

64 B0065811 生死の火 / 広島大学原爆死歿者慰霊行事委員会編
広島大学原爆死歿者慰霊行
事委員会

昭和50.8.6

65 B0065812 広島の詩 / 広島の詩編集委員会編集 広島市中央公民館 昭和30.8.5
66 B0065813 ピカドン : ある原爆被災者の記録 / 福島菊次郎著 東京中日新聞 昭和36.7.1
67 B0065814 詩集原子野 / 福田須磨子著 現代社 昭和33.3.20

68 B0065815
ヒロシマへの七時間 : 原爆を運んだ12人の記録 / ジョセフ・マーク著 ; 日本経済新聞外
報部訳

日本経済新聞社 昭和43.7.29

69 B0065816 ひろしま : シナリオ / 八木保太郎脚本 . -- (シナリオ文庫 ; 第15集) 映画タイムス社 1953.10.10

70 B0065817
原爆機ヒロシマへ / 山岡荘八著 . -- (少年少女講談社文庫 ; A-38 . 少年版・太平洋戦
争||ショウネンバン タイヘイヨウ センソウ ; 5)

講談社 昭和48.12.12

71 B0065818 川よとはに美しく / 米田榮作著 新文明社 昭和26.4.25
72 B0065821 秘録大東亜戦史 富士書苑 昭和28.11.10

73 B0065823 原点からの報告
東京都原爆被害者団体協議
会(東友会)

1970.11.14

74 B0065826 原爆写真展感想文集 鎌倉・市民の会 1970.8
75 B0065830 平和詩集 光市平和委員会 1965.7.25
76 B0065833 Hiroshima / John Hersey A.A. Knopf 1946
77 B0065883 春の城 / 阿川弘之著 新潮社 昭和27.7.31
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78 B0065885 魔の遺産 / 阿川弘之著 新潮社 昭和29.3.28
79 B0065887 雲の墓標 / 阿川弘之著 新潮社 昭和31.4.25
80 B0065889 長崎原爆記 : 被爆医師の証言 / 秋月辰一郎著 弘文堂 昭和41.8.10
81 B0065890 星は見ている / 秋田正之編 鱒書房 昭和29.8.3
82 B0065892 原爆・五〇〇人の証言 : 被爆者追跡調査レポート / 朝日新聞社編 朝日新聞社 昭和42.11.20
83 B0065897 原子爆彈 : 科学物語 / 飯田幸郷著 . -- (少年名著文庫 ; 5) 昌平社 昭和23.6.10
84 B0065899 雅子斃れず : 長崎原子爆彈記 / 石田雅子著 婦人タイムズ社 昭和24.2.20
85 B0065900 雅子斃れず : 長崎原子爆弾記 / 石田雅子著 表現社 1949.8.10
86 B0065920 世紀の閃光 / 稻富栄次郎著 廣島図書 昭和24.12.20
87 B0065938 ヒロシマの緑の芽 / 今村得之, 大森實著 世界文學社 昭和24.3.5
88 B0065940 ヒロシマ・ノート / 大江健三郎著 . -- (岩波新書 ; 青-563) 岩波書店 1965.6.21
89 B0065941 屍の街 / 大田洋子著 中央公論社 昭和23.11.10
90 B0065943 夕凪の街と人と : 一九五三年の実態 / 大田洋子著 . -- (ミリオンブックス) 大日本雄弁会講談社 昭和30.10.25
91 B0065947 廣島から來た女 / 大谷竹山作 ; 葦野笑子え 東京都平和會議 昭和26.8.4
92 B0065951 ソ連原爆と明日の世界 / 奥屋熊郎編著 . -- (ラジオ・パンフレット) 日本放送出版協會 昭和24.10.25
93 B0065952 絶後の記録 : 廣島原子爆彈の手記 / 小倉豊文著 中央社 昭和23.11.30

94 B0065953 原爆の子 / 長田新編
日本労働組合総評議会情報
出版部

昭和27.8.3

95 B0065954 原子力と文学 / 小田切秀雄編 大日本雄弁会講談社 昭和30.8.5
96 B0065968 聖フランシスコ・ザビエル物語 / 片岡弥吉著 新太陽社 昭和24.5.10
97 B0065969 永井隆の生涯 / 片岡彌吉著 中央出版社 昭和27.4.25
98 B0065974 平和のともしび : 原爆第一號患者の手記 / 吉川清著 京都印書館 昭和24.8.15
99 B0065975 平和のともしび : 原爆第一號患者の手記 / 吉川清著 京都印書館 昭和24.8.15
100 B0065976 愛子 : 原爆悲記 / 木村玉二著 藤山印刷 昭和35.8.6
101 B0065977 原爆機東京へ : 新版・太平洋戦争秘録 / 木村登著 鱒書房 昭和27.12.8
102 B0065978 黑い卵 : 詩歌集 / 栗原貞子著 . -- (中國文化叢書 ; 第1輯) 中國文化發行所 昭和21.8.30
103 B0065979 私は広島を証言する : 栗原貞子詩集 / 栗原貞子著 詩集刊行の会 昭和42.7.15
104 B0065980 ヒロシマ・未来風景 : 栗原貞子詩集 / 栗原貞子著 詩集刊行の会 1974.3.30
105 B0065981 風と雲と / 畔柳二美著 講談社 昭和33.5.30
106 B0065989 死の灰詩集 / 現代詩人会編 宝文館 昭和29.10.5
107 B0065992 原爆に生きて : 原爆被害者の手記 / 原爆被害者の手記編纂委員会編 三一書房 1953.6.25
108 B0065994 原爆の図 : 描かれた「記憶」、語られた「絵画」 / 小沢節子著 岩波書店 2002.7.25
109 B0065995 黒雨 / 斎木寿夫著 作家社 昭和30.1.3
110 B0065996 原子爆彈 / 嵯峨根遼吉著 朝日新聞社 昭和20.10.30
111 B0065997 ケロイドの頬 : 佐々木邦彦詩集 / 佐々木邦彦著 . -- (コルボウシリーズ ; 9) 文童社 昭和27.2.20
112 B0066009 原爆の記 / 指田吾一著 社会新報 1969.8.6
113 B0066021 ルポルタージュ広島 : 幻想の平和都市 / 佐藤友之 [著] 他人の街社 1967.4.1
114 B0066022 原爆後の人間 : 対話 / 重藤文夫, 大江健三郎著 . -- (新潮選書) 新潮社 昭和46.7.30
115 B0066024 原子爆彈の話 / 志田信著 東京大學出版會 1952.12
116 B0066025 百日紅 : 「耳鳴り」以後 / 正田篠枝編 ; 正田篠枝遺稿編集委員会編 文化評論出版 昭和41.7.20
117 B0066026 ラニー・バッドの生還 / アプトン・シンクレア著 ; 並河亮訳 桃園書房 昭和29.6.1
118 B0066028 原子爆彈 / 武井武夫著 同盟通信社 昭和20.9.20
119 B0066029 ぼく生きたかった : 被爆二世史樹ちゃんの死 / 竹内淑郎編 宇野書店 1968.7.12
120 B0066030 死の灰 / 武谷三男編 . -- (岩波新書 ; 青-174) 岩波書店 昭和29.8.6
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121 B0066043 ヒロシマの十字架を抱いて / 谷本淸著 大日本雄弁会講談社 昭和25.7.25
122 B0066044 正田篠枝さんの三十万名号 / 月尾菅子[編]著 藤浪短歌会 昭和43.3.15
123 B0066046 けむり : 創作集 / 寺地清三著 理論社 1955.7.15

124 B0066047
ヒロシマ、私の恋人 / マルグリット・デュラス [著] ; 清岡卓行訳 . かくも長き不在 /
マルグリット・デュラス,ジェラール・ジャルロ [著] ; 阪上脩訳

筑摩書房 1970.11.30

125 B0066053 原爆詩集 / 峠三吉著
新日本文学会広島支部われ
らの詩の会

1951.9.20

126 B0066054 原水爆秀歌 / 豊田清史著 . -- (火幻叢書 ; 4集) 日本文芸社 昭和37.8.1
127 B0066055 黒い雨にうたれて : 劇画で描く原爆被爆者の戦後史 / 中沢啓治著 ドーミエ書房 昭和46.7.25
128 B0066060 ロザリオの鎖 / 永井隆著 ロマンス社 昭和23.6.15
129 B0066062 この子を残して / 永井隆著 大日本雄辯会講談社 昭和23.10.20
130 B0066063 生命の河 : 原子病の話 / 永井隆著 日比谷出版社 昭和23.11.10
131 B0066064 生命の河 : 原子病の話 / 永井隆著 日比谷出版社 昭和23.12.10
132 B0066065 長崎の鐘 / 永井隆著 日比谷出版社 昭和24.1.30
133 B0066067 生命の河 : 原子病の話 / 永井隆 [著] 日比谷出版社 昭和24.4.20
134 B0066068 亡びぬものを / 永井隆著 長崎日日新聞社 昭和24.6.25
135 B0066069 花咲く丘 / 永井隆著 日比谷出版社 昭和24.6.30
136 B0066070 原子雲の下に生きて : 長崎の子供らの手記 / 永井隆編 大日本雄弁会講談社 昭和24.8.1
137 B0066071 いとし子よ / 永井隆著 大日本雄辯会講談社 昭和24.9.30
138 B0066072 亡びぬものを / 永井隆著 長崎日日新聞社 昭和26.5.30
139 B0066073 如己堂随筆 / 永井隆著 中央出版社 昭和26.8.15
140 B0066074 お返事集 / 永井隆著 中央出版社 昭和26.12.20
141 B0066075 乙女峠 / 永井隆著 中央出版社 昭和27.9.15
142 B0066076 乙女峠 / 永井隆著 中央出版社 昭和27.9.15
143 B0066077 私たちは長崎にいた : 原爆生存者の叫び / 永井隆著 大日本雄弁会講談社 昭和27.10.30
144 B0066078 如己堂随想 / 永井隆著 聖ドミニコ会修道院 昭和32.12.20
145 B0066079 ロザリオの鎖 / 永井隆著 . -- (ユニヴァーサル文庫 ; 第22) 中央出版社 昭和34.2.20
146 B0066080 この子を残して / 永井隆著 . -- (愛と真実の記録 ; 3) 東都書房 昭和39.11.25
147 B0066081 長崎の鐘はほほえむ : 残された兄妹の記録 / 永井誠一, 永井茅乃著 知性社 昭和34.8.9
148 B0066082 長崎 : 二十二人の原爆体験記録 / 長崎文化連盟編 時事通信社 昭和24.9.30
149 B0066083 日本の苦悩 : 青年の血の叫び 若き女性の訴え / 西森源治郎編 名古屋文化研究所 昭和28.9.10
150 B0066084 天よりの大いなる声 / 日本基督教青年会同盟編 東京トリビューン社 昭和24.4.10
151 B0066085 永井博士を憶う / 如己堂会編 中央出版社 昭和27.4.5
152 B0066086 原爆の丘 : 延田政次詩集 / 延田政次著 [延田政次] 昭和29.2.1
153 B0066089 ヒロシマ / ジョン・ハーシー著 ; 石川欣一, 谷本清共訳 法政大學出版局 昭和24.4.25
154 B0066090 ヒロシマ日記 / 蜂谷道彦著 法政大学出版局 19756.3
155 B0066091 原爆 : ある被爆医師の証言 / 服部達太郎著 宇野書店 1969.8.13
156 B0066092 原子爆弾 : 戯曲 / 濱田善彌著 近代社 1966.5.25
157 B0066093 夏の花 : 小説集 / 原民喜著 . -- (ざくろ文庫 ; 5) 能楽書林 昭和24.2.20
158 B0066094 ヒロシマを語る十冊の本 / ヒロシマを知らせる委員会編 労働教育センター 1979.6.20
159 B0066095 原爆体験記 / 広島市原爆体験記刊行会編 朝日新聞社 昭和40.7.20
160 B0066096 原爆体驗記 / 廣島市民生局社會教育課編 廣島平和協會 昭和25.8.6
161 B0066097 1950年8月6日 : 朝鮮戦争下の広島 / 深川宗俊著 原水爆禁止広島市協議会 1970.8.6
162 B0066098 隠るべき所なし : ビキニ環礁原爆実験記録 / ブラッドリー著 ; 佐藤亮一訳 大日本雄弁会講談社 1949.8
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所蔵番号 本標題 出版者 刊行年月日
163 B0066099 原子の謎をとく / ゼーリッヒ・ヘヒト著 ; 崎川範行譯 白揚社 昭和25.6.20
164 B0066100 原爆記 : 千代紙の小箱 / 星野春雄著 原爆五週年刊行会 昭和25.8.1
165 B0066101 廣島悲歌 / 細田民樹著 世界社 昭和24.12.25
166 B0066102 廣島悲歌 : 原爆第一号平和への祈り / 細田民樹著 世界社 昭和25.8.25
167 B0066103 ビショップの輪 / 細田民樹 [著] 講談社 昭和30.9.25
168 B0066104 八月の詩人 : 原爆詩人・峠三吉の詩と生涯 / 増岡敏和著 東邦出版社 昭和46.7.15
169 B0066105 原爆句抄 / 松尾あつゆき著 文化評論出版 昭和50.6.1

170 B0066106 長崎精機原子爆弾記 / 三菱重工業株式会社長崎精機製作所編
三菱重工業株式会社長崎精
機製作所

昭和24.8.9

171 B0066109 お母さん / 美平晴道編 . -- (戰災孤兒綴方集 ; 第1集) 戰災孤兒援護協會 昭和25.4.30
172 B0066111 凍天 (とうてん) / [宮前初子著] [出版者不明] 1970.1.6あとがき
173 B0066112 かあさんと呼べた : 原爆の子らと歩いた11年の記録 / 山口勇子編 草上文化 昭和39.8.3
174 B0066113 原爆と消防 / 山澤亀三郎著 原爆と消防刊行会 昭和28.11.1
175 B0066114 槙の実 : 山本康夫第七歌集 / 山本康夫著 . -- (真樹叢書 ; 第17篇) 真樹社 昭和28.1.10
176 B0066115 白夾竹桃の下 : 女學生の原爆記 / 吉松祐一編 社會科學研究社出版部 昭和26.9.25
177 B0066116 0の暁 / W.L.ローレンス著 ; 崎川範行譯 創元社 昭和25.1.20
178 B0066117 地獄の爆彈 / ウィリアム・L・ローレンス著 ; 崎川範行訳 創元社 昭和26.10.15
179 B0066118 広島 : 句集 句集広島刊行会 昭和30.8.6
180 B0066119 広島を忘れるな : no more Hiroshima's 自由靑年出版社 1950.8.1

181 B0066120
Atomic aftermath : short stories about Hiroshima and Nagasaki / edited by
Kenzaburō Ōe

Shueisha c1984

182 B0066222
ヒロシマわが罪と罰 : 原爆パイロットの苦悩の手紙 / クロード・イーザリー, ギュン
ター・アンデルス著 ; 篠原正瑛訳

筑摩書房 昭和37.8.5

183 B0066223 原水爆時代 : 現代史の証言 / 今堀誠二著 . -- (三一新書 ; 185) 三一書房 1959.7.21
184 B0066224 ひろしま : 原子爆彈の體驗をめぐりて / 衣川舜子著 丁子屋書店 昭和24.7.20
185 B0066225 花の命は短かくて : 原爆乙女の手記 / 小島順編 共同出版社 昭和28.8.6
186 B0066226 原子爆彈の話 / 嵯峨根遼吉著 大日本雄弁会講談社 昭和24.12.10
187 B0066328 平和の序曲 : 詩集 / 白鳥省吾著 詩とリズム社 昭和27.3.20
188 B0066329 かえらぬ鶴 / 瀬戸奈々子, 林田みや子共著 二見書房 昭和36.10.12
189 B0066359 相貌 : 歌集 / 早瀬譲著 八洲出版 昭和34.4.5
190 B0066360 死んだ少女 : 詩集 / N.ヒクメット著 ; 峯俊夫訳 . -- (ピポー叢書) 國文社 1958.11.15
191 B0066362 廣島 : 歌集 / 歌集廣島編集委員會編 第二書房 昭和29.8.6
192 B0066363 群列 : 歌集 : 途絶えざる歌抄 / 深川宗俊著 新日本歌人協會廣島支部 1951.8.15
193 B0066364 広島の詩人たち / 増岡敏和著 . -- (新日本新書 ; 134) 新日本出版社 1971.7.30
194 B0066365 詩集川よとわに美しく / 米田栄作著 第二書房 昭和27.9.20
195 B0066366 詩集八月六日の奏鳴 / 米田栄作 [著] 季節社 1961.5.15
196 B0066367 長崎に生きる / 渡辺千恵子著 . -- (新日本新書 ; 179) 新日本出版社 1973.7.25
197 B0066368 長女 / 阿木翁助著 . -- (未來劇場 ; 40) 未来社 1956.7.25
198 B0066369 予告された心中 / 榊原政常著 . -- (未來劇場 ; 41) 未来社 1956.7.25
199 B0066370 広島の女 / 長谷川行勇著 . -- (未來劇場 ; 42) 未来社 1956.7.25
200 B0066371 直ぐ役に立つ日米會話集 [出版者不明] [19--]
201 B0066372 初歩日米會話ノート(早わかり) [出版者不明] [19--]
202 B0066374 英語會話 = English conversation [出版者不明] [19--]
203 B0066387 英語早わかり : 誰でも簡單に出來る [出版者不明] [19--]

公益財団法人日本近代文学館 図書　5



種市登コレクション

所蔵番号 本標題 出版者 刊行年月日
204 B0066390 實用日米會話 啓明社 [19--]
205 B0066391 日米會話手帳 科學教材社 昭和20.10.3
206 B0066393 Hints on Japan 日本交通公社 昭和20.10.5
207 B0066401 商品名早わかり表 : 日本語英語 . -- (ポケット通譯 ; 其一) 開拓社 昭和20.10.10
208 B0066404 英語會話 : すぐに話せる 國際紙業社 昭和20.10.15
209 B0066405 英語會話ハンドブック / 小川正著 産業圖書 昭和20.10.20
210 B0066408 ABCから會話まで / 栗津清達著 弘學社 昭和20.10.20
211 B0066410 英語會話入門 = A primer of English conversation / 堀英四郎著 研究社 昭和20.10.25
212 B0066412 ポケット日米會話 / 愛育社編輯部編著 愛育社 昭和20.10.25
213 B0066414 日米會話帳 : わかりやすい 文化生活社 昭和20.10.28
214 B0066416 日米會話 : ハンドブック = Manual of English conversation 朝日新聞社 昭和20.11.5
215 B0066418 日米會話 / 東海出版社編輯部編 東海出版社 昭和20.11.10
216 B0066422 日米會話 / 東海出版社編輯部編 東海出版社 昭和20.12.20
217 B0066424 Standard English conversation / by Masaharu Sato 日本技能教育圖書 昭和20.11.5
218 B0066425 実用英語會話 : カナ付 / 佐藤正治著 日本技能教育圖書 昭和20.11.15
219 B0066427 日常英語會話 = Manual of practical English-Japanese conversation / 佐藤劔之助著 毎日新聞社 昭和20.11.15
220 B0066429 ポケット日米會話 / 愛育社編輯部編著 愛育社 昭和20.11.20
221 B0066430 模範日米會話 精文館 昭和20.11.20

222 B0066432
Handbook of American-Japanese conversation : suitable for both American &
Japanesee = ポケット米日會話

Ahi-iku-sya 昭和20.11.20

223 B0066433 街頭日米會話 = American-Japanese conversation on the street / オリオン社教育部編 オリオン社 昭和20.11.20
224 B0066434 實用英語會話全集 : 應用自在ポケット 東京米英文化研究所 昭和20.12.1
225 B0066435 日米實用會話 / 藤堂隆著 弘文社 昭和20.12.1

226 B0066436
あなたの言ひたい英語とその話し方 = What you want to say and how to say it in
English / 杉山ハリス著

靑山商店出版部 昭和20.12.10

227 B0066437
あなたの言ひたい英語とその話し方 = What you want to say and how to say it in
English / 杉山ハリス著

靑山商店出版部 昭和20.12.10

228 B0066438
あなたの言ひたい英語とその話し方 = What you want to say and how to say it in
English / 杉山ハリス著

靑山商店出版部 昭和20.12.20

229 B0066441 日米會話手引 : 速成 : 誰ニモスグ役立ツ 金園社 昭和20.12.10
230 B0066451 英和會話辭彙 / 長沼直兄著 三省堂 昭和20.12.15
231 B0066452 英和會話辭彙 / 長沼直兄著 三省堂 昭和20.12.15
232 B0066453 日米會話虎の巻 : 應用自在 : 路上で店内で驛で 鳩出版社 昭和20.12.15
233 B0066456 コドモ日米會話漫画 : 面白くて、早く覺える / 村田亨著 治誠社出版部 昭和20.12.20
234 B0066457 やさしい日英會話 = The pocket interpreter / 清水政視編輯 日本交通公社 昭和20.12.30
235 B0066460 日米會話早わかり / 江戸書院編輯部編 江戸書院 昭和20.12.30
236 B0066462 日米鐵道會話 = Japanese-American railway conversation / 愛育社編輯部編著 愛育社 昭和21.1.1
237 B0066464 遞信英会話 = Postal English-Japanese conversation / 通信教育振興會編纂 通信教育振興會 昭和21.1.25

238 B0066465
日米會話必携 = A handbook of Japanese-American conversaion / J.A.サージェント, 須
藤兼吉共著

旺文社 昭和21.8.30

239 B0066466 實用英語會話 : ラジオテキスト = Practical English conversation 日本放送出版協會
昭和20.10.25-昭和
21.1.17

240 B0066468 米日實用辭典 : ポケット / 愛育社編輯部編著 愛育社 昭和21.2.1
241 B0066472 英會話のコツ : ポケット / 愛育社編輯部編 愛育社 昭和21.2.1
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242 B0066473 英會話のコツ : ポケット / 愛育社編輯部編 愛育社 昭和21.2.20
243 B0066474 英語を學ぶ人々の爲に : 發音と綴字から / 福原麟太郎著 研究社 昭和21.2.15
244 B0066475 米兵との話方 : 會話便覽 / 平井四郎著 三省堂 昭和21.3.10
245 B0066476 實用英語會話 / 高橋盛雄著 産業圖書 昭和15.3.25

246 B0066477
日米街頭會話 / 杉山ハリス, 新野寛著 . -- (Neo-practical English series : for neo-
Japanese)

實用英語會話學院出版部 昭和21.5.10

247 B0066478
Western manners and English conversation : for every-day use in Japan / by Glenn
F. Baker

Sanseido 昭和21.5.25

248 B0066479
日米會話必携 = A handbook of Japanese-American conversaion / J.A.サージェント, 須
藤兼吉共著

旺文社 昭和21.6.30

249 B0066480 ポケツト米新語俗語辭典 / 佐藤佐市編 興文書院 昭和21.7.15
250 B0066491 日米會話講座 / 外務省通譯養成所編 日米會話講座刊行所 昭和21.7.25
251 B0066492 日米會話心得帳 / 藤本勝著 . -- (Lucky series ; 19) コバルト社 昭和21.7.10
252 B0066493 街頭日米會話 / 小板橋義之著 . -- (Lucky series ; 20) コバルト社 昭和21.9.30
253 B0066494 婦人日米會話 / マーガレツト佐藤著 . -- (Lucky series ; 21) コバルト社 昭和21.9.30

254 B0066495
日米實用會話 / 杉山ハリス, 新野寛著 . -- (Neo-practical English series : for neo-
Japanese)

實用英語會話學院出版部 昭和21.8.25

255 B0066496 日米會話講座 / 外務省通譯養成所編 日米會話講座刊行所 昭和21.11.1
256 B0066497 日米會話講座 / 外務省通譯養成所編 日米會話講座刊行所 昭和21.11.1

257 B0066498
日米社交會話 / 杉山ハリス, 新野寛著 . -- (Neo-practical English series : for neo-
Japanese)

實用英語會話學院出版部 昭和21.12.5

258 B0066499
日米會話 / 杉山ハリス, 新野寛共著 . -- (Neo-practical English series : for neo-
Japanese)

實用英語會話學院出版部 昭和22.2.25

259 B0066500 日米會話テキスト / 熊谷政喜, アイナ・メイ・クマガヒ著 . -- (日米會話叢書 ; 第2編) 日米會話講座刊行所 昭和22.3.25
260 B0066501 日米街頭會話 / 新野寛著 . -- (Neo-practical English series : for neo-Japanese) 日本英語教育協會 昭和22.7.10
261 B0066502 銀行實用英語會話 = Practical banking English conversation / 新美賢二著 圖書研究社 昭和22.9.10

262 B0066503
アメリカ語の發音・語法・動詞の活用 / 佐藤佐市著 . -- (アメリカ語を如何に学ぶか ;
活用篇)

暁鐘出版社 昭和22.11.20

263 B0066504 婦人の日米會話 / 津田塾専門學校編著 トツパン 昭和22.12.15

264 B0066505
社會事業用語集 = Glossary of social work terms / 日本社會事業協會・社會事業研究所
編纂

日本社會事業協會 昭和23.6.20

265 B0066506 英語入門 : ABCより中級まで / 清野暢一郎著 桃山書林 昭和23.6.30

266 B0066507
Goodman's English conversation : through the magic door into wonderland / by
Akira Muraoka ; co-written by Ichiro Toriumi with introduction by Kenji Ishida

朝日新聞社 昭和23.9.15
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