
佐々木靖章氏旧蔵資料　（2020.3.7受贈）

著者 タイトル 巻冊次・巻号 発行所 刊行年月日 シリーズ名・番号 備考
春香伝関係資料 1 張赫宙 春香傳 新潮社 昭和13.4.1 関係者署名入り

＊ 2 春香傳パンフレット 新協劇団 昭和13.3
3 テアトロパンフレツト 7輯 テアトロ社 昭和13.3.23

岸秋正関係資料 1
沖縄県公文書館
編

岸秋正文庫の世界 : 沖縄へのまなざし 沖縄県公文書館 1997.8.1

2 アーカイブズ : 沖縄県公文書館だより 5号 沖縄県公文書館 1997.6.30

3
沖縄県立図書館
編

沖縄関係雑誌・展示目録 沖縄県立図書館 [1981]

4 月刊文化沖縄 1巻4号 月刊文化沖縄社 昭和15.11.15 コピー版（表紙・目次・奥付）
5 月刊文化沖縄 2巻9号 月刊文化沖縄社 昭和16.10.15 コピー版（表紙・目次・奥付）
6 カマニ 2輯 潮音詩社 大正13.6.25 コピー版（表紙・目次・奥付）
7 月刊琉球 1巻5号 月刊琉球社 昭和12.9.1 コピー版（表紙・目次・奥付）
8 月刊琉球 1巻6号 月刊琉球社 昭和12.10.1 コピー版（表紙・目次・奥付）
9 月刊琉球 3巻1号 月刊琉球社 昭和14.1.1 コピー版（表紙・目次・奥付）

10 月刊琉球 3巻6月号 月刊琉球社 昭和14.6.1 コピー版（表紙・目次・奥付）

戦時下資料
単行本

1 井本農一 [ほか] 日本美の發見 聖文閣 昭和16.5.18 皇國文學　第3輯

2 新居格 戦争と文化 育生社弘道閣 昭和16.9.5 新世代叢書　16
3 上泉秀信 文化の様相 大日本出版 昭和17.3.25
4 東奥日報社[編] 大東亞戦争完遂翼賛青森縣大人名録 東奥日報社出版部 昭和17.8.20

5
福田貂太郎 [ほ
か]

銃と画筆と 有光社 昭和18.1.15

6
大政翼賛会北海
道支部文化班編

北方の糧 北方生活社 昭和18.1.20 慰問詩集　第1輯 コピー版

7
北海道詩人協会
編

捧げうた 北海道詩人協会 昭和18.2.20 慰問詩集　第2輯 コピー版

8 征旗 : 北國句集 北國新聞社 昭和18.12.18
9 日比野士朗 戰ふ文化 : 評論 豊国社 昭和19.2.1

10 松田解子 農女の記 農山漁村出版所 昭和19.3.31
11 中村巳寄編 若い火華 : 生産小説集 紙硯社 昭和19.7.20
12 林真編 昭和20年発行雑誌目録 1 林真 昭和49.1.1
13 林真編 昭和20年発行雑誌総目次集 2 林真 昭和52.7.1
14 櫻本富雄 日の丸は見ていた マルジュ社 1984.6.16　5刷

15 高崎隆治
「一億特攻」を煽った雑誌たち : 文藝春秋・
現代・婦人倶楽部・主婦之友

第三文明社 1984.5.31

16 櫻本富雄 戦争とマンガ 創土社 2000.4.20
17 櫻本富雄 歌と戦争 : みんなが軍歌をうたっていた アテネ書房 2005.5.30　2版

戦時下資料
新聞判

1 三重國防婦人 8号
大日本國防婦人會三重縣
本部

昭和11.11.1

2 三重國防婦人 48号
大日本國防婦人會三重縣
本部

昭和15.3.1

3 防長文化 1巻1号 防長文化研究會 昭和12.1.29 附録あり
4 防長文化 1巻2号 防長文化研究會 昭和12.4.1 附録あり
5 防長文化 1巻3号 防長文化研究會 昭和12.7.1 附録あり
6 防長文化 1巻4号 防長文化研究會 昭和12.10.10 附録あり
7 防長文化 2巻1号 防長文化研究會 昭和13.1.1
8 防長文化 2巻2号 防長文化研究會 昭和13.6.10
9 防長文化 2巻3号 防長文化研究會 昭和13.10.25
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10 國防文藝聯盟宣言綱領規約 國防文藝聯盟本部 昭和15.7
11 國防文藝 1年1号 國防文藝聯盟本部 昭和15.10.1
12 國防文藝聯盟會報 16号 國防文藝聯盟本部 昭和16.11.20 同じもの2部
13 翼賛福島 83号 福島縣町村長會 昭和17.2.15
14 翼賛福島 87号 福島縣町村長會 昭和17.6.15
15 翼賛福島 88号 福島縣町村長會 昭和17.7.15
16 翼賛福島 90号 福島縣町村長會 昭和17.9.25
17 翼賛福島 94号 福島縣町村長會 昭和18.1.25
18 翼賛福島 95号 福島縣町村長會 昭和18.2.25
19 翼賛福島 96号 福島縣町村長會 昭和18.3.25
20 翼賛福島 97号 福島縣町村長會 昭和18.4.25
21 翼賛福島 98号 福島縣町村長會 昭和18.5.25
22 翼賛福島 99号 福島縣町村長會 昭和18.6.25
23 翼賛福島 100号 福島縣町村長會 昭和18.7.25
24 翼賛福島 101号 福島縣町村長會 昭和18.8.25
25 翼賛福島 102号 福島縣町村長會 昭和18.9.25
26 翼賛福島 103号 福島縣町村長會 昭和18.10.25
27 翼賛福島 104号 福島縣町村長會 昭和18.11.25
28 翼賛福島 105号 福島縣町村長會 昭和18.12.25
29 翼賛福島 106号 福島縣町村長會 昭和19.1.25
30 翼賛福島 107号 福島縣町村長會 昭和19.2.25
31 翼賛福島 108号 福島縣町村長會 昭和19.3.25
32 翼賛福島 109号 福島縣町村長會 昭和19.4.25
33 翼賛福島 110号 福島縣町村長會 昭和19.5.25
34 翼賛福島 111号 福島縣町村長會 昭和19.6.25
35 翼賛福島 112号 福島縣町村長會 昭和19.7.25
36 翼賛福島 113号 福島縣町村長會 昭和19.8.25
37 翼賛福島 114号 福島縣町村長會 昭和19.9.25
38 翼賛福島 115号 福島縣町村長會 昭和19.10.25
39 翼賛福島 116号 福島縣町村長會 昭和19.11.25
40 翼賛福島 117号 福島縣町村長會 昭和19.12.25
41 翼賛福島 118号 福島縣町村長會 昭和20
42 翼賛福島 119号 福島縣町村長會 昭和20.2.25
43 翼賛福島 120号 福島縣町村長會 昭和20.3.25
44 翼賛信州 23号 大政翼賛會長野縣支部 昭和18.7.25

大政翼賛会関係資
料・冊子判

1
大政翼贊會文化
部

地方文化運動の展望

2
日本文化中央聯
盟編

財團法人日本文化中央聯盟要覽
昭和16年4月1日
現在

日本文化中央聯盟 昭和16.7.9

3
大政翼贊會福島
縣支部編

大政翼賛運動提要 大政翼贊會福島縣支部 昭和16.9.1

4 磐城文化協會の仕事（第一回報告） 昭和16.11.11
5 移動展解説版 4号 日本移動展協會 昭和17.4.1

6
大日本産業報國
會中央本部 [編]

職員録
昭和17年5月1日
現在

大日本産業報國會中央本
部

昭和17.5.1

7
大政翼贊會福島
縣支部 [編]

大政翼賛會支部役職員録 大政翼賛會栃木縣支部 昭和17.7

8
大政翼贊會實践
局文化部 [編]

文化部事業報告
昭和17年7月現
在

大政翼贊會實践局文化部 昭和17.7
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9
大政翼賛會群馬
縣支部 [編]

文化事業報告 昭和18年3月6日 大政翼賛會群馬縣支部 昭和18.3.6

10
大政翼賛會千葉
縣支部 [編]

各文化團體の運動状況報告書 大政翼賛會千葉縣支部 昭和18.3

11
市立名古屋圖書
館[編]

郷土出版文化展覽會陳列書目録 市立名古屋図書館 昭和18.10

12
大政翼贊會文化
厚生部編

工場と文化 : 工場文化運動指導資料 大政翼贊會文化厚生部 昭和19.2

13
大政翼贊会宣傳
本部文化動員部
[編]

翼贊文化團體活動一覽表 昭和18年度
大政翼贊会宣傳本部文化
動員部

昭和19.12

戦時下・終戦直後
資料・雑誌判

1 日本文化 1巻1号 日本文化會 : 昭森社 昭和13.6.1

2 日本文化 1巻2号 日本文化會 : 昭森社 昭和13.7.20
3 日本文化 1巻5号 日本文化會 昭和13.10.20
4 銃後の婦人 2巻7号 大楠公夫人婦徳顯揚會 昭和13.7.1
5 銃後の婦人 2巻8号 大楠公夫人婦徳顯揚會 昭和13.8.1
6 記録 1巻5号 記録社 昭和15.2.25
7 軍國の母の姿 4輯 大政翼贊會宣傳部 昭和16.10.28
8 圖書時報 5輯 文部省 昭和17.3
9 圖書時報 6輯 文部省 昭和18.5

10 翼賛富山 54号 翼賛富山編輯部 昭和17.11.20
11 翼賛富山 64号 翼賛富山編輯部 昭和18.9.20

12 マツダ共励 184号
東京芝浦電気株式会社マ
ツダ支社

昭和18.2.1

13 マツダ共励 187号
東京芝浦電気株式会社川
崎支社

昭和18.9.1

14 愛媛文化 3号 愛媛縣文藝協會 昭和18.5.5
15 原稿 6輯 北日本出版社 昭和18.9.20
16 翼賛神奈川 117号 神奈川縣内政部振興課 昭和18.12.20
17 詩と詩人 6巻2号 詩と詩人社 昭和19.2.1
18 詩と詩人 6巻10号 詩と詩人社 昭和19.12.1
19 詩と詩人 7巻1号 詩と詩人社 昭和20.1.1
20 詩と詩人 10巻9号 詩と詩人社 昭和23.10.1
21 詩と詩人 11巻4号 詩と詩人社 昭和24.4.1
22 詩と詩人 11巻5号 詩と詩人社 昭和24.5.1
23 詩と詩人 12巻5号 詩と詩人社 昭和25.4.1
24 詩と詩人 100集 詩と詩人社 昭和26.3.1
25 詩と詩人 101集 詩と詩人社 昭和26.4.1
26 東亞聯盟 7巻3号 東亞聯盟同志會 昭和20.10.8
27 月刊をかやま 1巻1号 合同新聞社 昭和20.12.1
28 月刊をかやま 2巻1号 合同新聞社 昭和21.1.1
29 月刊をかやま 2巻2号 合同新聞社 昭和21.3.1
30 月刊をかやま 2巻4号 合同新聞社 昭和21.4.1
31 月刊をかやま 2巻5号 合同新聞社 昭和21.5.1
32 月刊をかやま 2巻6号 合同新聞社 昭和21.6.1
33 月刊をかやま 2巻7・8号 合同新聞社 昭和21.7.1
34 文化人通信 1巻3号 關西文化人倶樂部 昭和20.12.20
35 文化人通信 2巻1号 關西文化人倶樂部 昭和21.1.20
36 文化人通信 2巻2号 關西文化人倶樂部 昭和21.2.5
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37 文化人通信 2巻3号 關西文化人倶樂部 昭和21.2.20
38 文化人通信 2巻4号 關西文化人倶樂部 昭和21.3.5
39 文化人通信 2巻5号 關西文化人倶樂部 昭和21.3.20
40 文化人 1巻2号 關西文化人倶樂部 昭和21.2.1
41 文化人 1巻3号 關西文化人倶樂部 昭和21.3.1
42 文化人 1巻4号 關西文化人倶樂部 昭和21.4.1
43 文化人 1巻5号 關西文化人倶樂部 昭和21.6.1

その他 1 第四回大會一般報告
日本プロレタリア美術家
同盟

1932.5
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