
立命館経済学66巻１号―念校　Ａ

資　料

『揚子江』記事総目録（3）

金　丸　裕　一
乾　　　暢　起

はしがき

１．この目録は，戦時期に刊行された日本語雑誌『揚子江』の総目録である。
２．採録にあたって，雑誌の原物にあたり記事名と頁数を確認しているが，ごく稀に実物を参照

できなかったものもある。その場合は，情報源について目録中に記した。
３．記事名・人名等の表記は旧字体のままとした。
４．解題・所在場所紹介などは，最終回に附す。

第５巻第１號（1942年１月，通算40號）

［口繪］
表紙（逆巻く太平洋）／坂口英一

（廣吿）中華鐡道
（廣吿）ノルモザン錠
（廣吿）東亞海運株式會社
（廣吿）揚子江社出版部
目次

（廣吿）西村皎三著『遺書』
（廣吿）構造社
（廣吿）アスタフィール
（グラフ）電擊租界進駐
（グラフ）大上海の戰時台所を擔ふもの
（廣吿）上原洋行
（廣吿）華安公司
扉（突擊あるのみ）
口繪／アート・グラフ
挿繪・カット／坂口英一

（　　）
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立命館経済学66巻１号―念校　Ａ

［記事］
揚子江時論／馬場陽太郎／15
對米英宣戰布告詔書／16
覺悟せよ十年の我慢／大本營報道部海軍大佐・平出英夫／18
我等は超てり／大本營報道部海軍中佐・古橋才次郎／20

（廣吿）精工舎／21
年頭所感／大本營報道部長陸軍大佐・大平秀雄／22
大東亞戰爭と重慶／同盟通信記者・小關順平／24

（廣吿）久保田公司／29
大東亞戰爭の進展と上海の地位／水木一郎／30

（廣吿）冨士出版社／33
戰爭の責任はフランクリン・ルーズヴェルトに在り／アドルフ・ヒットラー／34

（廣吿）ライトインキ・支那語雜誌／41
米・英の海軍力を衝く／皆川勝三／42

（廣吿）森永キヤンデーストアー／47
新嘉坡を見て歩く記／岩村格三／48
アメリカの情報室／宮本三郎／52
上海租界發生の沿革㈠／前工部局副總監・故赤木親之／54
サルウィン河と惠通橋／香椎克／58

（廣吿）名古屋市產業部上海出張所／65
擊滅地を歩るく・世紀の巡禮／大汐裕／66
支那古代の婚姻風俗／佐久間健次郎／70

（廣吿）ハリバ／71
（廣吿）純喫茶田園／73
（廣吿）錠剤わかもと／74
（廣吿）三河興業株式會社／75
南湖／西晴雲／76
呉中の手記／岩永貳平／78

（廣吿）蔡淸棋／83
中國の玩具／米山愛紫／84

（廣吿）京華產業株式會社・林盛公司／89
支那服の色／大久保武／90
蒼海と濁流と／春野鶴／90

（廣吿）ブロードウエイマンシヨンホステス／92～93欄外
（廣吿）ウイリス映畫劇場／92～93欄外
鳥類漫語／高橋多藏／93

（廣吿）三越の慰問品／97
隨感／長江散人／98

（　　）
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立命館経済学66巻１号―念校　Ａ

揚子江にて―獅子林―／池田克己／98
棉鈴（上）／井上佶／100

（廣吿）ヒポアポ錠／104
（廣吿）松屋食料品店／107
（廣吿）惠利洋行／108
天談／109
新作落語・國策家主／波崎史朗／110
漫才・支那人の研究／たかし・日本丸／110
漫才・蘭印念佛／112
漫譚支那語字典（十四）／叉可三／112
新年の供物／113
上海ウルサ型新年會／114

（廣吿）共盛煙草株式會社／117
（廣吿）中支那振興株式會社／118
（廣吿）上海在華日本紡績同業會／120
（廣吿）三井物產株式會社・三菱商事株式會社・新亞細亞ホテル／121
（廣吿）昭和組合・協隆洋行／122
（廣吿）中支那煙草配給組合・中支那物資通濟處組合／123
（廣吿）日本通運・上海特別市中央市場／124
（廣吿）華興商業銀行／125
此の火消えたり／伊井薩歩／126

（廣吿）臺灣公會ゝ長・林世昌／131
吉岡先生は去る㈡／陳崇蓮／132

（廣吿）ダイレクト／135
（廣吿）ニンニクの精／136
中國經濟事情／本社上海總局／137

（廣吿）新上海ホテル／139
編輯後記・奥付／140

（廣吿）東興商事株式會社／141
（廣吿）オリザニン／142

第５巻第２號（1942年２月，通算41號）

［口繪］
表紙／室田豐次郎

（廣吿）低率保險提供／第一生命保險相互會社
（廣吿）ノルモザン錠／武田長兵衞商店

（　　）
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立命館経済学66巻１号―念校　Ａ

（廣吿）東亞海運株式會社
（廣吿）『東亞の開放』（大本營報道部長陸軍大佐馬淵逸雄著，揚子江社出版部）
目次

（廣吿）『戰場詩集』（西村皎三著，揚子江社出版部）
（廣吿）構造社
（廣吿）アスタフィール／資生堂
口繪／アート・グラフ

（グラフ）最近の佛印の畫報／淺野千代彦撮影
（グラフ）最近の佛印風景／淺野千代彦撮影
（グラフ）マレー爆擊行／淺野千代彦撮影
挿繪・カット／坂口英一・高澤圭一・鈴木ワタル

［記事］
揚子江時論／13

（廣吿）『新しき英雄の風手』（佐久間佑生著，揚子江社出版部發行）／19
マレー爆擊一番乘りの記／航空記者／淺野千代彦／20
香港アジアに還る／脇本照二／26

（廣吿）ライトインキ／篠崎製／35
インド要圖／37
近世印度革命略史／本社調查部／38
比律賓の民族と產業／皆川勝三／40
米英の宗敎侵略を暴く／安藤新／46
大東亞戰爭と印度／デス・バンデイ／52
大東亞戰爭と中支通貨の諸問題／林健志／52

（廣吿）わかもと本舗／55
大東亞民族獨立運動史㈠ヒリッピン諸島の沿革／酒井臣三／56

（廣吿）アルテルモン／鳥居商店／59
和平運動と中心勢力論／鐘任壽／60

（廣吿）ヒポアポ錠／鳥居商店／62
一頁紹介・四川省／高峯進／63
外人の見た長沙作戰／上海軍報道部陸軍少尉／松田盛太／64
京漢綫雪來る／小澤榮／68
白書の現實／榮井深／70

（廣吿）時計／精工舎／71
香港の変貌と華僑の動向／ R・K 生／73
東亞的上海の發生／望月省三／74
馬來風土記（動物の巻）／西村格／76
支那蛙の臍／杉英一／80

（廣吿）純喫茶／田園／82
（　　）
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立命館経済学66巻１号―念校　Ａ

詰碁解答／83
捕虜／文・田淵正二／繪・鈴木ワタル／84
寧波行随記㈠／堀田勇／88

『支那の女』鈴木ワタル繪／93
働く支那の婦人／叉可三／94
詰聯珠新課題／95
漫譚支那語辭典（十五）／96
支那の行事／97
上海だより／97
在上海米英依存業者座談會／出席者・それらの人々，司會者・白六生，後援・マダム・ハードン，
主催者・サツスーン・ゼ・セカンド／98
詰聯珠解答／100
中國の省名・省城所在地とその別名一覽表／100
吉岡先生は去る／陳崇蓮／101
嘉定にて／蕨次郎／104
徐福東渡記／鮑振靑／106

（廣吿）ハリバ／107
詰碁新課題／109
支那古代の婚姻風俗㈢／佐久間健次郎／110
日溜り／尾花弘朗／113
江陰／西晴雲／114
紹興・老酒と錫箔浪曼の都邑／海杭老人／116
大東亞經濟事情／本社上海總局／119
棉鈴／井上佶／122

（廣吿）ダイレクト／明隣商會研究部／125
（廣吿）ニンニクの精／忠愛會健康運動支部／128
詰將棋新課題／128
詰將棋解答／129

（廣吿）『闘ふ海軍魂』／（海軍從軍記者／大和桂一・田中利介著，揚子江社出版部）／129
（廣吿）『上海激戰十日間』（揚子江社出版部）／129
米の足取り―農家から海上まで（中）／ X・Y・Z ／130
編輯後記・奥付／132

（廣吿）中華映畫株式會社／133
（廣吿）タカヂアスターゼ／三共株式會社／134

（　　）
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立命館経済学66巻１号―念校　Ａ

第５巻第３號（1942年３月，通算42號）

［口繪］
表紙（西藏）／坂口英一

（廣吿）錠剤かわもと
（廣吿）ノルモザン錠
（廣吿）東亞海運株式會社
（廣吿）帝國生命
目次

（廣吿）『新しき英雄の風手』
（廣吿）構造社
（廣吿）ビタミックス
（グラフ）ハノイの街頭風景
（グラフ）砂上の楼閣ビルマルート
（グラフ）重慶市街崩壊の形相
口繪／アート・グラフ
挿繪・カット／坂口英一・高澤圭一・鈴木ワタル

［記事］
揚子江時論／馬場陽太郎／13
陸軍記念日を迎ふるに當りて／大本營陸軍報道部長陸軍報道部長・大平秀雄／14

（廣吿）精工舎／15
大東亞戰爭と中國を語る（座談會）／（出席者）同盟通信社支局長・松崎武雄，領事・市川修三，
蘇州特務機關宣傳科長・伊藤佑光，醫學博士同仁會防疫處長・中山元雄，蘇州大丸百貨店支配
人・田中正佐，蘇州放送局長・岩井隆一，華興商業銀行支店長・平野洋，臺灣銀行支店長・岩崎
三郎，佛敎日語學校・知恩院別院住職・岩崎亮誡（本誌側）北村中支總局長／16

（廣吿）ハリバ／21
（廣吿）アルテルモン／23
（廣吿）ダイレクト／24
大東亞戰爭と國民政府の出路／宮森喜久二／25

（廣吿）明治生命／29
躍進せる國府の華僑對策／石川茂／30
大東亞戰爭と蔣政權の行方／支那省別全誌刊行會編纂員・村上計二郎／32

（廣吿）朝日時局新輯／37
民主政團同盟の解剖㈠ ―反蔣・抗日「人權運動」の正體―／林健志／38

（廣吿）ライトインキ／41
重慶の形相／石田春治／42

（　　）
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立命館経済学66巻１号―念校　Ａ

砂上の樓閣ビルマ・ルート／池野勇夫／44
夢の中印公路を暴く／中里利一／46
ビルマ王國興亡／酒井臣三／50
英國の馬來侵略史／鮑振靑／55
大東亞經濟事情／本社上海總局／58
新生馬來の展望／下谷德之助／60

（廣吿）今岡十一郎『ツラン民族圏』／63
現地良識讀本／（經濟篇）中村浩三（文化篇）猿山儀生／64
馬來の民族と文化／興亞院囑託・經谷孝道／69

（廣吿）ヒポアポ錠／70
（廣吿）南方同志會／72
馬來風土記（產業の巻）／西村格／75
シンガポール陷落の意義／宮本一郎／78
新嘉坡百年史／上野省一／80

（廣吿）日本生命／83
新嘉坡の F・S・A とは／海尾邪鬼／84
南洋在住記／牛島洋行主・佐藤半藏／87
蘭印の風物と民情／松下芳夫／92
アジヤ映畫の構想とその前進目標／大陸文化協會専務理事・市川映畫經濟研究所長・市川彩／96
素木の谺／池田克己／101

（廣吿）ニンニクの精／104
米の足取り㈢／ X・Y・Z ／107
支那の女／鈴木ワタル／109
英文と漢文について／陳々生／110
チャーチル聲明／111
上海雜束／六散生／112
漫譚支那語辭典（十六）／叉可三／112
新しいライン／113
前香港總督ヤングさんに聞く／114
ザ・エンド／東亞廻○太郎・東亞廻△之助／116
吉岡先生は去る㈣／陳崇蓮／117
上海租界の横ッ面／杉英一／122

（廣吿）錠剤かわもと／127
大陸文化協會報告／130
編輯後記・奥付／132

（廣吿）千代田生命／133
（廣吿）オリザニン／134

（　　）
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立命館経済学66巻１号―念校　Ａ

第５巻第４號（1942年４月，通算43號）

［口繪］
表紙／坂口英一

（廣吿）第一生命保険相互會社
（廣吿）ノルモザン錠
（廣吿）東亞海運株式會社
（廣吿）目黒書店
目次

（廣吿）佐久間佑生著『新しき英雄の風手』
（廣吿）構造社
（廣吿）ビタミックス
（グラフ）クリークの春（徐州）
（グラフ）新嘉坡陷落と中國民衆／アート・グラフ
（グラフ）機械都市上海の誇り
挿繪・カット／坂口英一・高澤圭一・鈴木ワタル

［記事］
揚子江時論／馬場陽太郎／12
大東亞戰爭と南方華僑／支那派遣軍報道部員・石原圓彌／14

（廣吿）高橋病院／17
（廣吿）日本光音工業株式會社／19
大東亞戰と華僑の動向／成田節男／20
三百年蘭印の興亡／酒井臣三／26

（廣吿）大陸叢書／29
（廣吿）精工舎／30
ビルマ風土記／深井信造／31
ビルマの橫顔／立野昌／35
雲南省／高峯進／37
新國民運動の綱要／汪兆銘／38
國府新國民運動の展開／秋津肇／40
新國家と新國民／江克厚／43
新國民運動とは何か／泛濫／44
馬來風土記（風土病の巻）／西村格／45
儲備券中心政策の進發／北林英勝／48

（廣吿）ダイレクト／51
佛領印度支那の農產資源―佛印重要資源の調查―／秀島達雄／52

（　　）
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立命館経済学66巻１号―念校　Ａ

（廣吿）帝國生命／55
再編成下の上海租界／難波二郎／57
現地良識讀本／（政治篇）西和田太郎（經濟篇）秋山宗治／66
民主政團同盟の解剖（下）―敗戰支那の精神的苦悶／林健志／68

（廣吿）ハリバ／71
大東亞宣傳戰／齋藤賀一／72

（廣吿）順天堂醫院／75
發火點に立つ印度／山川裕／76
蘇東坡と海南島／松田英二／80
新しき天／天野耿彦／83
寧波行隨記㈡／堀田勇／85

（廣吿）錠剤かわもと／91
（廣吿）ビクターロイヤル株式會社／92
支那の女㈢／鈴木ワタル／93
上海漫畫／陳々生／94
漫譚支那語字典（十七）／叉可三／94
瀛上雜影／六散生／95
ルーズベルト・チャーチル責任問答會／96
桑港就職案内／同地放送局／96
印度訪問について／蔣介石／98
重慶ニュース／98

（廣吿）東興商事株式會社上海出張所／99
上海ニュース／100
新しいルート／100

（廣吿）オールキネマ社／101
上海街頭經濟學（その一）／朽木寛／102

（廣吿）導和病院／105
敵小隊長／土屋英麿／108

（廣吿）ヒポアポ錠／113
漢口昨今／濱野讃／114
旌／寺下宗孝／116
鎭江／西晴雲／118
此の火消えたり／伊井薩歩／120

（廣吿）大陸文化協會事業部・推薦會員旅館／123
上海特別市中央市場を覗く／本社總調查部／126
大陸文化協會報告／128
大東亞經濟事情／本社上海總局／130
編輯後記・奥付／132

（　　）
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（廣吿）日本ニュース／133
（廣吿）オリザニン／134

第５巻第５號（1942年５月，通算44號）

［口繪］
表紙／坂口英一

（廣吿）中華鐡道
（廣吿）ノルモザン錠
（廣吿）東亞海運株式會社
（廣吿）上原洋行
目次

（廣吿）廣東料理冠珍
（廣吿）構造社
（廣吿）ビタミックス
（グラフ）和平建國への中國映畫團結陣／アート・グラフ
（グラフ）上海新名物快走車
挿繪・カット／坂口英一・高澤圭一・鈴木ワタル

［記事］
揚子江時論／馬場陽太郎／13
壮絕！  マレー血戰記／マレー方面軍○○參謀／14

（廣吿）わかもと錠剤／25
大東亞戰と日華共同前進／中華民國駐日大使・徐良／26
日滿華共同前進の方策／駐日滿洲國大使館參事官・山梨武夫／28
新時代の新使命／國民政府宣傳部長・林柏生／32

（廣吿）精工舎／33
中共最近の動向と國共關係／安藤新／34
佛印の鑛產資源㈡ ―佛印重要資源の調查―／秀島達雄／39
上海租界警察の現狀／上海工部局警覗總監・渡正監／44

（廣吿）導和病院／47
上海居留民團發展史／上海居留民團長・福田千代作／48

（廣吿）佐久間佑生『新しき英雄の風手』／52
アフガン新興國家盛衰史／酒井臣三／53
濠州經濟の實情／宮崎亮／58

（廣吿）メイビタ錠／59
（廣吿）東京ホテル協會／61
國府中堅層と語る座談會／（出席者）國府宣傳次長・郭秀峯，國府實業部次長・袁愈佺，國府宣

（　　）
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傳部參事・鐘仁壽，國府宣傳部事業司長・楊鴻烈，國府宣傳部指導司長・劉石克，民國日報主
筆・章建慶，國府宣傳部參事中央電訊社總編輯・許錫慶，國府行政參事  中報總経理・沈巨塵，
國府宣傳部指導科專員・黃榕垣，中央電訊記者・鄭剣秋（本社側）大塚整司，北村理一／62
印度と重慶政權／林俊夫／67
岐路に立つ印度／片山敏／70
耀ふおもひ／天野耿彦／72
アジア的宣傳態度の確立／藤田秀雄／74

（廣吿）ヒポアポ錠／77
マルコポーロに覗る東亞古今の姿／豐橋愼二／78

（廣吿）朝日新聞社／82
南方圏地名由来／海南隱士／83

（廣吿）目黒書店／85
南方物資輸送の鍵『戎克』／小谷冠櫻／86

（廣吿）ダイレクト／89
西康省／高峯進／92
支那の女㈣（繪）／鈴木ワタル／93
淑髪の使命について／白六生／94
上海漫語／陳々生／94
支那の乞食と漢和字典／六字生／96
瀛上雜影／六散生／96
重慶ニュース／97
漫譚支那語字典（十八）／叉可三／98
雲隱れ武士道の本義／マッカーサー／98
法幣の前途について／張學良／100

（廣吿）大陸文化協會事業部／101
アメリカ・ゴムに泣く／岩森恒治／102

（廣吿）ハリバ・ライトインキ／105
生活の藝術／姜相鎬／106
南京新街口／葫瑯陸夫／107
中國の芽／小出龍太／108

（廣吿）高橋病院／109
南の話題／須藤五百三／110

（廣吿）華安洋行／111
丹陽／西晴雲／112
密偵と私達／沼田朝二郎／114
黃包車の開陳老人／木田勝／121
中華聯合製片公司の設立／白須賀六郎／124
大陸文化協會報告／128

（　　）
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大東亞經濟事情／本社上海總局／130
編輯後記・奥付／132

（廣吿）中國映畫株式會社／133
（廣吿）三共内服ワクチン／134

第５巻第６號（1942年６月，通算45號）

［口繪］
表紙／坂口英一

（廣吿）亞細亞鋼業株式會社・久孚洋行
（廣吿）泰明商會
（廣吿）東亞海運株式會社
（廣吿）上原洋行
目次

（廣吿）廣東料理冠珍
（廣吿）構造社
（廣吿）ハイガ
（グラフ）木蔭に憩ふ佛蘭西兵
（グラフ）上海名物たまごの山／アート・グラフ
（グラフ）廉賣船が來た！
挿繪・カット／坂口英一・高澤圭一・鈴木ワタル

［記事］
揚子江時論／馬場陽太郎／13
戰爭を以て戰力を培養せよ／大本營報道部長  陸軍大佐・谷萩那華雄／14

（廣吿）目黒書店／16
大東亞戰爭の現段階と重慶／上海軍報道部長  陸軍中佐・秋山邦雄／17

（廣吿）ライトインキ／21
河内瞥見支那に還る／猪野喜三郎／22
國府治安工作と新鋭中國靑年・座談會／（出席者）華中東亞靑年聯盟湖北省指導部長・謝鹿苹，
同訓練部員・夏伯侯，同組織部員・李振廷，同秘書處員・沈濤，同編輯委員會委員・林則剛（本
社側）北村中支總局長／28
長江早春／野村杜季子／35
戰時下中國靑年指導論／王學唐／36
ある敎師の手紙／40
中支通貨對策の再編成／西和田太郎／41

（廣吿）導和病院／42
（廣吿）東寶書店／43
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53『揚子江』記事総目録（3）（金丸・乾）

53



立命館経済学66巻１号―念校　Ａ

南方華僑の性格／小泉讓／44
（廣吿）旅館昌平館／47
南洋華僑問題の要點／國府僑務委員會科長・鮑振靑／50

（廣吿）ヒポアポ錠／53
佛領印度支那の林・水產資源―佛印の重要資源調查其の三―／秀島達雄／54
支那人気質物語／小谷冠櫻／58
漢口文化界の動き／藤村一郎／58
インド國民會議派の動向―ガンヂー・ネルー・ボース―／片山敏／63

（廣吿）日本生命／67
中支佛敎の現觀／上海妙心寺住職・小田雪窻／68

（廣吿）佐久間佑生著『新しき英雄の風手』／71
中支に於る民船／蘇浙皖民船總公會々長・張肇源／73

（廣吿）錠剤わかもと／74
（廣吿）オールキネマ社／75
中支戰綫點描／岩井三波／76
太初より戰ありき／天野耿彦／80
上海漂流譚／沖田一／82
大東亞戰爭と漢口／佐藤絃一／86
假橋と石橋／内山完造／89
黃陂／小澤榮／91

（廣吿）大陸文化協會事業部・推薦會員旅館／92
支那の女㈤／鈴木ワタル／93
上海花子座談會／94
漫譚支那語字典（十九）／叉可三／94
敗戰泣言譚／波崎史朗／97
瀛上雜影／六散生／98
七ツの海について／マッカーサー／99
男裝の女の出現について／陳々生／100
もう一つの戰ひ／三鷹二郎／101

（廣吿）ダイレクト／105
大陸水泳談義／日本水泳協會々長・有松定一／111

（廣吿）朝日時局新輯／113
支那家庭と米國家庭／楊蔴莉／114
首／長谷川信一／122
丹陽城外／西晴雲／126
大陸文化協會報告／128
消息／128
大東亞經濟事情／本社上海總局／130
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（廣吿）東京三越／131
編輯後記・奥付／132

（廣吿）中華鐡道／133
（廣吿）タカヂアスターゼ／134

第５巻第７號（1942年７月，通算46號）

［口繪］
表紙／坂口英一

（廣吿）中華鐡道
（廣吿）第一生命保險相互會社
（廣吿）東亞海運株式會社
（廣吿）上原洋行
目次

（廣吿）揚子江社出版部
（廣吿）アスパーゼ錠
（グラフ）躍進途上の中國海軍／アート・グラフ
（グラフ）上海新名物・水の殿堂
挿繪・カット／坂口英一・高澤圭一・鈴木ワタル

［記事］
揚子江時論／馬場陽太郎／13
支那事變五周年を迎へて／支那派遣軍報道部長陸軍大佐・岩崎春茂／14

（廣吿）朝日新聞社／19
浙贛を失つたと蔣政權／玉井格／21
最近の重慶政権／林健志／24
重慶擊摧論／東日大毎上海支局長・橘善守／30
四川・雲南風物詩（徒歩大旅行記）／彭定遠／34
南方交易に於ける上海の立場／山田和彦／45
支那方面主要作戰概要（最近一年間）／47
南洋華僑の覺悟／僑務委員會科長・鮑振靑／48

（廣吿）ライトインキ／49
濠洲・亞細亞に還る／酒井臣三／51

（廣吿）目黒書店／55
ガンヂーと戰爭／片山敏／58
錫蘭島／高峯進／63
華山／西晴雲／64
國府の新國民運動と增產計畫／洪志遠／66
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現地良識讀本／（經濟篇）富安卯一（文化篇）潘生／72
（廣吿）錠剤わかもと／75
濠洲を憶ふ／一木實德／76
浙江と江西省／高峯進／79
中支振興會社と民心把握／西和田太郎／80
翰墨の浙贛／楳本斗石／83

（廣吿）ヒポアポ錠／85
ある手紙／浦省介／86
新刊紹介／87
白衣の人／（繪）鈴木ワタル，（文）田淵正二／88
支那の女㈥／鈴木ワタル／93
瀛上雜影／六散生／94
重慶夜話／牛占山／94
漫譚支那語字典（二十）／叉可三／94
あゝコレヒドールよ／ウエンライト／96
上海貯金譚／白六生／96

「淑髪の使命」に抗議す／宋美齡／98
虹口七不思議／陳々生／99
法幣紙屑會社趣意書／蔣介石／100
第二の段階／中野齊／101
江南の景／生田花世／108

（廣吿）大陸文化協會事業部・推薦會員旅館／109
淮南の旅／石原圓彌／110
随筆紀行・無錫／小島芳雄／116
支那人気質物語／小谷冠櫻／116
靑葉の夏／天野耿彦／122
或る出來ごと／譚龍元／124

（廣吿）ダイレクト／127
支那の斷髪起源／129
大東亞經濟事情／本社上海總局／130
編輯後記・奥付／132

（廣吿）中華映畫株式會社／133
（廣吿）廣東料理冠珍／134

第５巻第８號（1942年８月，通算47號）

［口繪］
（　　）
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表紙（蘇州，六榕寺の塔）
（廣吿）華中運輸株式會社
（廣吿）第一生命保險相互會社
（廣吿）東亞海運株式會社
（廣吿）『戰場詩集』（西村皎三著，揚子江社出版部）
目次

（廣吿）『支那の戎克』（小林宗一著，揚子江社出版部）
（廣吿）『新しき英雄の風手』（佐久間佑生著，揚子江社出版部）
（廣吿）構造社
（廣吿）アスパーゼ錠／資生堂
（グラフ）南京明考陵
（グラフ）南京の水道
（グラフ）戰ふ黃衞軍
［記事］
巻頭の言葉／13
支那事變から大東亞戰爭へ／上海軍報道部員／小池俊雄／14

（廣吿）ライトインキ／篠崎製／19
東亞文藝復興の曙光／國民政府宣傳部長／林柏生／20

（廣吿）わかもと本舗／22
孫文先生の經濟政策／胡逸名／23
詰聯珠新課題（答九十五頁）／29
大東亞戰下に再び回る中國問題の再檢討／孟祺（張庸吾譯）／30

（廣吿）目黒書店の新刊書／33
（廣吿）斷乎戰ふ海軍魂（大和桂一・田中利介著，揚子江社出版部）／35
（廣吿）ヒスポア錠／鳥居商店／36
蔣介石對印工作の失敗／室鐵平／38

『江南の旅』（華鐵當局編纂）／40
（廣吿）ニッサン石鹸／日本油脂株式會社／40
大上海再編成の様相／共同租界工部局市參事會議長／岡崎勝男／41

（廣吿）堂ノ脇大佐を圍むの會／45
堂ノ脇光雄の経歷／45
中國文化人の苦悶―一個の信念―／柳雨生（松山晃譯）／46
詰碁解答／52
靑海省／高峯進／53
湖北に戰ふ黃衞軍／従軍記者／北坂利勝／54

（廣吿）『廣東風土記』（林耕著，揚子江社出版部）／58
（廣吿）『上海激戰十日間』（揚子江社出版部）／58
關睢（みさご鳥）―詩經國風―／富安卯八郎譯／59
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三峡の嶮／林民生／60
浙贛作戰により暴露された重慶の實體／脇坂照二／64

（廣吿）ダイレクト／明隣商會研究部／72
黃山探勝―安徽の名山―／許文江／80
ビルマの歌謡／塚本篤夫／83
上海在留邦人の傳染病の原因とその感染經路／華中鐵道厚生科學研究所長・醫博／杉本榮一／86
消化器傳染病に就いて／醫博・上海同仁會防疫処／福井忠俊／88
皇軍に親しむ中國の少年／鈴木ワタル／93
滬上夏夜三怪譚／白六生／94
陰氣妃／94
詰聯珠解答／95
遮莫・日支格言の表裏／陳々生／96
上海密輸往來／白須賀六郎／98
二十四時間制について／計算生／100
詰碁新課題／100

（廣吿）金山洋行大阪支店／101
大東亞經濟事情／本社上海總局／102
浙贛新戰場／池田克己／108
史記なるの日／楊呉一／115
戰果の陰に光る我が海軍兵器／大本營海軍報道部海軍主計中尉／伊東二郎／120

『大亞細亞先覺傳』（田中正明著，象山閣）／123
近來的武漢情報／四川達男／124

（廣吿）華安洋行／126
（廣吿）上原洋行／127
上海の高杉晋作／田中彌十郎／128
編集後記・奥付／132

（廣吿）新泰宏洋行／133
（廣吿）廣東料理／冠珍／134

第５巻第９號（1942年９月，通算48號）

［口繪］
（廣吿）鐘淵商事株式會社上海出張所
（廣吿）第一生命保險相互會社
（廣吿）東亞海運株式會社
（廣吿）花井歯科醫院
目次

（　　）
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（廣吿）揚子江社出版部
（廣吿）構造社
（廣吿）資生堂
（グラフ）大陸の鵜飼／アート・グラフ
（グラフ）上海名物「競賣市」／アート・グラフ
（グラフ）浙贛作戰に露呈された重慶の形相／アート・グラフ
カット／牛島一刀

［記事］
巻頭の言葉／13
新中國の建設／南京大使館情報部長・好富正臣／14
支那事變の新段階／海軍中將衆議院議員・近藤英次郎／18

（廣吿）ライトインキ／19
華僑問題の考察／内田茂／20

（廣吿）錠剤わかもと／22
動亂渦中の印度／讀賣報知外報部勤務・片山敏／23
浙贛作戰の意義／東京日日新聞社東亞部勤務・奥野正己／27
中支金融工作の現段階とその展望／水木一郎／31
新國民運動本格化／36
アメリカの戰時經濟／西山勉／35
西北ルートの正體／森本晃／37
西太后と餃子／坂内信／39
谷萩部長に重慶を聽く／大本營陸軍報道部長・谷萩那華雄大佐／40
大東亞省設置決定／46
中國靑年黨の概貌／鮑振靑／47

（廣吿）日本生命／49
敵潜水艦基地へ／林大學／50
淸郷と合作運動／高瀬梁／52
敵艦擊沈の記錄／52
鳥瞰南方の空／企畫院第六部第一課長・大久保武雄／54
黃衞軍記／小澤榮／38

（廣吿）ダイレクト／63
（廣吿）ニッサン石鹸／65
（廣吿）ヒポアポ錠／67
在支外人は重慶を斯く見る（座談會）／（出席者）上海軍報道部・松田盛太中尉，獨逸 DNB 社支
局長・K・ラヴアレンツ，伊太利ステフアニ通信東亞局長・C ガリンベルチ，イブニングポスト
通信部長・D・ゼントナー，獨逸トランスオーシャン編輯長・H・W クライネツケ，雑誌エイシ
アナ編輯長・O・ボイセン／68
馬嵬坡の黃昏／金子鐵雄／73
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上海／南善孝／74
支那人氣質物語（商人の巻）／小谷冠櫻／77
海洋頁／82
抗戰空爆下の支那中學生の日記／84
浙贛作戰と重慶の形相／85・87・89

（廣吿）目黒書店／90
興津紀行／住田正一／91
事務商捷／朽木嘉郎／92
支那の子供／鈴木ワタル／93
上海猫釣り業者座談會／94
時局せんりゆう／96
漫才「印度問答」／97
上海鴉片業者座談會／98
大東亞頭について／陳々生／100
ある戰綫にて／第○砲艦隊・綠薫樹／101
南洋諸島の鳥類／高橋多藏／104

（廣吿）西村皎三『遺書』／105
漢水の畔／安東重紀／110
中國の怪と珍／内山完造／116
揚子江日誌／118
支那をとりまく密輸譚㈠／川島福太郎／120
大東亞經濟事情／122
上海無盡と竹井一枝氏／霜風生／124
漂流／竹内節夫／125
糠みそ作戰／白石淸士／130
編集後記・奥付／132

（廣吿）日本海汽船株式會社／133
（廣吿）中支葉煙草株式會社／134

第５巻第10號（1942年10月，通算49號）

［口繪］
表紙／松下正治

（廣吿）理研機械工業株式會社上海支店
（廣吿）杤木商事株式會社
（廣吿）東亞海運株式會社
（廣吿）日產火災海上保險
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目次
（廣吿）揚子蛋業冷藏株式會社
（廣吿）構造社
（廣吿）資生堂歯磨
（グラフ）新秋／アート・グラフ
（グラフ）新國民運動の錬成／アート・グラフ
（グラフ）俘虜の大群／アート・グラフ
カット／松下正治・牛島一刀

［記事］
巻頭の言葉／13
漢民族の生命力と文化様相／三菱銀行取締役兼調查部長・吉田政治／14
七尾港の登場／日本海汽船營業部長・飯田利信／21
日支の交流／陸軍中將・蒲穆／21
經濟上海建設の構想／上海商工會議所理事・武内文彬／22

（廣吿）ライトインキ／27
南方圏華僑は更生したか／水谷晃／28
重慶抗戰力の最後的段階／中里利一／33
重慶空軍の抗戰力／林俊夫／35
月明の夜の感想／新居格／39

（座談會）大東亞建設と對支問題再檢討／（興亞院・出演者）政務一課陸軍大佐・堂ノ脇光雄，政
務二課・中川幸雄，文化一課・藤井重雄，經濟一課・宮川新一郎，政務二課海軍少佐・谷岡平八
郎，政務三課・柳原敏一，文化二課・相良惟一，經濟二課・若槻克彦（本社側）古瀨長榮，大塚
整司／42

（廣吿）ヒポアポ錠／45
驛の時計／天野耿彦／48
支那の農具／農機具配給會社々長・三浦實生／51
三民主義理念に基く孫文の農業政策／前東亞同文書院大學研究室・秀島達雄／54
敵俘虜參謀の手記／58
海洋頁／66
支那人氣質物語（軍人氣質の巻）／小谷冠櫻／68
支那の迷信／野田經濟研究所南京支局長・櫻井高量／72

（廣吿）西村皎三著『遺書』／73
江邊の古宗族―四川の秘境を探る―／寒寒翁／76
揚子江日誌／76

（廣吿）ダイレクト／79
錢塘江六和塔／西晴雲／80
支那民族の調和性について／樓外生／82
石門附近の史跡を探る／河上直／84
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（廣吿）錠剤わかもと／87
租界の治安と保甲制度／共同租界工部局警覗總監・渡正監／88
揚子江と共に丗余年・竹下匡三氏體驗を語る／90
アメリカの悲劇／牛島一刀／93
上海大悲話米異の碼頭／黃金生／94
杭州七不思議／須七生／96
日支演劇の相異について／陳々生／98
重慶反樞會議寸前／100
日本學生に答ふるの書／北京大學・王吉明，中國大學・白嵐光，師範大學・張大校／101
支那文庫／105
增產運動と工業の復興／楊鈺成／106
重慶から歩いて來た男の話／汪漢文／108
東安の防人／113
中支經濟の諸動向―現地資料―／114
闘魂／三鷹二郎／116

（廣吿）目黒書店／121
大東亞經濟事情／本社中支總局／122
漂流／竹内節夫／124
編集後記・奥付／132

（廣吿）臺灣公會／133
（廣吿）廣東料理冠珍／134

第５巻第11號（1942年11月，通算50號）

［口繪］
表紙／松下正治

（廣吿）新上海ホテル
（廣吿）杤木商事株式會社
（廣吿）東亞海運株式會社
（廣吿）揚子江社出版部
目次

（廣吿）宮地汽船株式會社
（廣吿）構造社
（廣吿）ハイガ
（グラフ）國軍を查閲する汪主席／アート・グラフ
（グラフ）出會―淸卿豐年祭―／アート・グラフ
挿繪・カット／松下正治・牛島一刀・三浦乃亞
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［記事］
巻頭言／13
大東亞戰爭一週年を迎えて・必勝の信念を囲む／上海陸軍部報道部陸軍中佐・横山彦眞／14
口繪説明・靑浦の豐年祭／18
大東亞戰爭と支那事變／前興亞院華中連絡部現在前綫勤務・富田淸之助／19
章魚の戰術／海軍少將・日暮豐平／23
春聯（目出たい支那のお正月）／25
支那事變の處理と新支那の復興／柳原敏一／26
中國民心の把握／御手洗辰雄／29
躍進せる國府建軍の全貌／31
戰野抄／池田克己／37
支那資源と再檢討／伊藤健雄／38

（廣吿）ダイレクト／53
中支における農業建設／大陸新報論説委員・廣瀨庫太郎／55
揚子江日誌／56
上海吟行記／山田璋／58
話劇側面觀／辻久一／60
林柏生の横顔／同盟記者・長谷川仁／64
興亞交易の構想／兵庫縣貿易振興委員會理事長・中井省三／68
滿洲畫信／杉浦一雄／70

（廣吿）小林宗一著『支那の戎克』／72
中支の復興と船舶自給の急務／元上海海事官・荒木重義／73
治安工作の要諦／犯罪研究家法學博士・南波杢三郎／77
戎克を何う活用すべきか／中支戎克協會理事・小林宗一／78
海洋欄／84

「亡者のアパート」殯儀舘を覗く／和田葉や子／86
武漢攻略その頃のスケッチから／三浦乃亞／93
上海の物價について／陳々生／94
上海掘り出され物語／誤證蹟／96
カレー戰法／重印亭可笑／96
上海狗誘人座談會／98
そのまま料理／98
金屬類喪失狀況申告書／99
新國民運動の靑年指導者に訊く（座談會）／（中國側）新國民運動促進委員會秘書・華漢光，同總
幹事・許惕生，同幹事・李紹忠（日本側）靑年亞細亞同盟・田中正明，皇道翼賛靑年聯盟・小島
玄之，同・北垣修，（通譯）興亞院調查官・柳原敏一（本社側）古瀨長榮，田中信雄／101

（廣吿）西村皎三著『遺書』／107
八幡船の再認識／橫濱商業専門學校敎授・安彦孝次郎／108
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西湖閑談／白六生／113
狐嫁と鼠の妖怪／上海毎日新聞記者／116

（廣吿）錠剤わかもと／122
長江產業貿易開發協會／123
漂流／竹内節夫／124

（廣吿）西村皎三著『遺書』／131
編集後記・奥付／132

（廣吿）華安洋行／133
（廣吿）廣東料理冠珍／134

第５巻第12號（1942年12月，通算51號）

［口繪］
表紙構成／松下正治
カット・漫畫／松下正治・榎本映一

（廣吿）中央オクシヨン株式會社
（廣吿）東亞海運株式會社
（廣吿）『支那の戎克』（小林宗一著，揚子江社）
（廣吿）『新しき英雄の風手』（佐久間佑生著，揚子江社）
目次

（廣吿）三河興業株式會社／目次上
（廣吿）宮地汽船株式會社
（廣吿）構造社
（廣吿）ハイガ／資生堂
（グラフ）支那の大家族制度／撮影・國際報道工藝中支總局／口繪
日華児童交歓運動會―於廣東―

［記事］
巻頭言／13
印度に寄せる反樞陣の思惑／支那派遣軍報道部陸軍大尉／平井淸／14
支那事變の新しき展開／朝日新聞上海支局勤務／林大學／18

（廣吿）『闘ふ海軍魂』（大和桂一・田口利介著，揚子江社）／22
抵抗十八日―香港陷落の思出―／朝日新聞上海支局／平尾土茶／23
コタバル爆擊一番乘り／大陸新報記者／淺野千代彦／27

（廣吿）上海無畫／29
（廣吿）タイレクト／明隣商會研究所／30
逞しき發足／大東亞省支那事務局長／宇佐美珍彦／31
蘇浙皖風土病調查記―主に寄生虫を探る―／同仁會華中防疫處員・醫博／森下哲夫／32
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（廣吿）ヒポアポ錠／株式會社鳥居商店／34
阿片鬼／野村杜季子／37
大東亞省と現地／38
此頃の中支那／陸軍中將／蒲穆／40
慣習に生きる支那人／栗本寅治／42
三峡道上／金人著，黃榕垣譯／47
買物の符牒／村王里／49
海運欄／50
大運河今昔考／楊柳雨／52

（廣吿）『支那の戎克』（小林宗一著，揚子江社）／55
蟹の正常歩／内山完造／56
支那人と銅鑼／村里十／71
水禽の飛翔／南北亘／76
アメリカの沈黙日／榎本映一畫／77
愛國百人一首／日本文學報國會選／78
揚子江日誌／80
歳末有閑／陳々生／80
蘇州畫曲／洪江口／82
重慶敵性紙は何處へいつたか／北一理／84
支那饅頭の「ふかし」種／栗本寅治／84
國府財政の現況／本誌上海總局／85

（廣吿）錠剤わかもと／わかもと本舗／86
重慶短信／87
変貌租界明暗相―大東亞戰一周年の回顧―／神田隆／88
支那に於けるキリスト敎側面史／小谷冠櫻／95
水野軍曹の死／文・白須賀六郎著／畫・竹内健／100
漂流（終回）／文・竹内節夫／畫・松下正治／106
水野軍曹の死／白須賀六郎／110

（廣吿）目黒書店／111
（廣吿）『遺書』（西村皎三著，揚子江社）／115
編輯後記・奥付／116

（廣吿）東興商事株式會社／117
（廣吿）廣東料理／冠珍／裏表紙
 （以下，続く）
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