
令和５年４月４日

登録番号 史料名 部署等

中央-軍隊教育教育史料-1 陸軍教育史　明治本記　第１巻稿　１／３８　明治１年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-2 陸軍教育史　明治本記　第２巻稿　２／３８　明治２年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-3 陸軍教育史　明治本記　第３巻稿　３／３８　明治３年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-4 陸軍教育史　明治本記　第４巻稿　４／３８　明治４年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-5 陸軍教育史　明治本記　第５巻稿　５／３８　明治５年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-6 陸軍教育史　明治本記　第６巻稿　６／３８　明治６年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-7 陸軍教育史　明治本記　第７巻稿　７／３８　明治７年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-8 陸軍教育史　明治本記　第８巻稿　８／３８　明治８年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-9 陸軍教育史　明治本記　第９巻稿　９／３８　明治９年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-10 陸軍教育史　明治本記　第１０巻稿　１０／３８　明治１０年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-11 陸軍教育史　明治本記　第１１巻稿　１１／３８　明治１１年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-12 陸軍教育史　明治本記　第１２巻稿　１２／３８　明治１２年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-13 陸軍教育史　明治本記　第１３巻稿　１３／３８　明治１３年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-14 陸軍教育史　明治本記　第１４巻稿　１４／３８　明治１４年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-15 陸軍教育史　明治本記　第１５巻稿　１５／３８　明治１５年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-16 陸軍教育史　明治本記　第１６巻稿　１６／３８　明治１６年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-17 陸軍教育史　明治本記　第１７巻稿　１７／３８　明治１７年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-18 陸軍教育史　明治本記　第１８巻稿　１８／３８　明治１８年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-19 陸軍教育史　明治本記　第１９巻稿　１９／３８　明治１９年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-20 陸軍教育史　明治本記　第２０巻稿　２０／３８　明治２０年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-21 陸軍教育史　明治本記　第２１巻稿　２１／３８　明治２１年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-22 陸軍教育史　明治本記　第２２巻稿　２２／３８　明治２２年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-23 陸軍教育史　明治本記　第２３巻稿　２３／３８　明治２３年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-24 陸軍教育史　明治本記　第２４巻稿　２４／３８　明治２４年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-25 陸軍教育史　明治本記　第２５巻稿　２５／３８　明治２５年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-26 陸軍教育史　明治本記　第２６巻稿　２６／３８　明治２６年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-27 陸軍教育史　明治本記　第２７巻稿　２７／３８　明治２７年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-28 陸軍教育史　明治本記　第２８巻稿　２８／３８　明治２８年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-29 陸軍教育史　明治本記　第２９巻稿　２９／３８　明治２９年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-30 陸軍教育史　明治本記　第３０巻稿　３０／３８　明治３０年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-31 陸軍教育史　明治本記　第３１巻稿　３１／３８　明治３１年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-32 陸軍教育史　明治本記　第３２巻稿　３２／３８　明治３２年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-33 陸軍教育史　明治本記　第３３巻稿　３３／３８　明治３３年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-34 陸軍教育史　明治本記　第３４巻稿　３４／３８　明治３４年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-35 陸軍教育史　明治本記　第３５巻稿　３５／３８　明治３５年 陸軍教育総監部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-36 陸軍教育史　明治本記　第３６巻稿　３６／３８　明治３５年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-37 陸軍教育史　明治本記　第３７巻稿　３７／３８　明治３７年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-38 陸軍教育史　明治本記　第３８巻稿　３８／３８　明治３８年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-39 陸軍教育史　明治別記　第１巻　歩兵の部　明治１年～４５年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-40 陸軍教育史　明治別記　第２巻　騎兵の部　明治１年～４５年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-41 陸軍教育史　明治別記　第３巻　野砲兵の部　明治１年～４５年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-42 陸軍教育史　明治別記　第４巻　重砲兵の部　明治１年～４５年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-43 陸軍教育史　明治別記　第５巻　工兵の部　明治１年～４５年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-44 陸軍教育史　明治別記　第６巻　輜重兵の部　明治５～４５年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-45 陸軍教育史　明治別記　第７巻　憲兵の部　　明治１４～４５年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-46
陸軍教育史　明治別記　第８巻　陸軍大学校の部　明治１５～４５
年

陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-47
陸軍教育史　明治別記　第９巻　陸軍砲工学校の部　明治２２～
大正２年

陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-48 古戦史研究雑感 田中　俊資

中央-軍隊教育教育史料-49 陸軍教育史　明治別記　第１１巻　明治３～４５ 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-50
陸軍教育史　明治別記　第１２巻　陸軍戸山学校の部　明治６～
大正１年

陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-51
陸軍教育史　明治別記　第１３巻　陸軍騎兵実施学校の部　明治
２１～大正３年

陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-52
陸軍教育史　明治別記　第１４巻　野戦砲兵射撃学校の部　明治
１９．４．２～４５．７．３０

陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-53
陸軍教育史　明治別記　第１５巻　重砲兵射撃学校の部　明治２
２．３～４０．１０

陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-54
陸軍教育史　明治別記　第１６巻　陸軍経理学校の部　明治１９～
４５年

陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-55
陸軍教育史　明治別記　第１７巻　陸軍軍医学校の部　明治１９～
４５年

陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-56
陸軍教育史　明治別記　第１８巻　陸軍教導団の部　明治３～３２
年

陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-57
陸軍教育史　明治別記　第１９巻　陸軍砲兵工科学校の部　明治
５～４５年

陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-58
陸軍教育史　明治別記　第２０巻　陸軍獣医学校の部　明治２６～
４５年

陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-59 陸軍教育史　１／７　陸軍獣医学校の部　明治１年～３年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-60 陸軍教育史　２／７　陸軍獣医学校の部　明治３年～６年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-61 陸軍教育史（稿）　３／７　明治７～１０年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-62 陸軍教育史（稿）　４／７　明治１１～１４年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-63 陸軍教育史（稿）　５／７　明治１５～１８年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-64 陸軍教育史（稿）　６／７　明治１９～２２年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-65 陸軍教育史（稿）　７／７　明治２３～２８年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-66 陸軍教育史　稿　明治３．５．２～３１．１１．３０ 陸軍教導団

中央-軍隊教育教育史料-67 陸軍教育史　草稿　明治３２年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-68 陸軍教育史　草稿　明治３９年～４１年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-69 陸軍教育史　草稿　明治４２年 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-70 陸軍教育史　附録　草案　明治１年～４４年 陸軍諸生徒．兵教．団隊長

中央-軍隊教育教育史料-71 陸軍教育史編纂資料綴　明治４５．４．２６～昭和１１．８ 陸軍教育総監部
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中央-軍隊教育教育史料-72 教育総監部歴史原稿　明治４４．５．１６～４５．７．３０ 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-73 教育総監部歴史原稿　大正４．８．２～７．１２．２０ 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-74 教育総監部歴誌稿　明治３１．１．２０～３２．１２．２５ 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-75 教育総監部歴誌稿　明治３３．１．４～３３．２．１８ 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-76 教育総監部歴誌稿　明治３６．１．１０～３６．１０．２１ 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-77 教育総監部歴誌　明治３１．１．２０～４０．３．１５ 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-78 教育総監部歴誌　明治３３．６．１～３４．１２．２５ 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-79 教育総監部歴誌草稿　大正８．４．１～９．９．１４ 陸軍教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-80 日本陸軍精神教育史考　巻１～巻２　昭和２３．５起稿 陸軍大将　河辺正三

中央-軍隊教育教育史料-81 日本陸軍精神教育史考　巻１．巻２　明治１年～昭和２０年 陸軍大将　河辺正三

中央-軍隊教育教育史料-82 日本陸軍精神教育史考　巻１　明治１年～昭和２０年 陸軍大将　河辺正三

中央-軍隊教育教育史料-83 日本陸軍精神教育史考　巻１ 陸軍大将　河辺正三

中央-軍隊教育教育史料-84 日本陸軍精神教育史考　巻２ 陸軍大将　河辺正三

中央-軍隊教育教育史料-85 日本陸軍精神教育史考　巻２　昭和２３．９月 陸軍大将　河辺正三

中央-軍隊教育教育史料-86 日本陸軍精神教育史考　巻１．巻２ 陸軍大将　河辺正三

中央-軍隊教育教育史料-87 行動の戦略　昭和４３．５月
仏国戦略研究所長　ボーフル著
（西浦進訳）

中央-軍隊教育教育史料-88 行動の戦略　昭和４３．５月
仏国戦略研究所長　ボーフル著
（西浦進訳）

中央-軍隊教育教育史料-89 行動の戦略　昭和４３．５月
仏国戦略研究所長　ボーフル著
（西浦進訳）

中央-軍隊教育教育史料-90 クラウゼウィツ．孫子の比較研究（偕行社記事）　昭和８．６ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-92 武教入門　昭和１１．３ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-93 皇国学の本旨 -

中央-軍隊教育教育史料-94 秘密戦概論（参謀本部第２部） 陸軍中野学校　校友会印刷

中央-軍隊教育教育史料-95 諜報宣伝勤務指針（参謀本部第２部） 陸軍中野学校　校友会印刷

中央-軍隊教育教育史料-97 戦史（戦争史）の落穂拾い　縦割の戦史（戦争史）　１／２ 飯村　穣

中央-軍隊教育教育史料-98 戦史（戦争史）の落穂拾い　縦割の戦史（戦争史）　２／２ 飯村　穣

中央-軍隊教育教育史料-99 飯村穰兵術随想（統合幕僚学校における講演要旨） 統幕学校

中央-軍隊教育教育史料-100 飯村穰兵術随想（統合幕僚学校における講演要旨） 統幕学校

中央-軍隊教育教育史料-101 続々兵術随想（統合幕僚学校講演要旨）　１／２ 陸軍中将　飯村穰

中央-軍隊教育教育史料-102 続々兵術随想（統合幕僚学校講演要旨）　２／２ 陸軍中将　飯村穰

中央-軍隊教育教育史料-103 統幕学校における講演要旨 陸軍中将　飯村穰

中央-軍隊教育教育史料-104 戦陣訓及び派遣軍将兵に告ぐに関する研究　１／３ 陸軍中佐　和田盛哉

中央-軍隊教育教育史料-105 戦陣訓及び派遣軍将兵に告ぐに関する研究　２／３ 陸軍中佐　和田盛哉

中央-軍隊教育教育史料-106 戦陣訓及び派遣軍将兵に告ぐに関する研究　３／３ 陸軍中佐　和田盛哉

中央-軍隊教育教育史料-107 戦術麓の塵　第１巻　１／２ 東條　英教

中央-軍隊教育教育史料-108 戦術麓の塵　第２巻　２／２ 東條　英教

中央-軍隊教育教育史料-109 教育総監部　第２課歴史　１／２　大正１０．１～１１．１０．１９ 教育総監部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-110 教育総監部　第２課歴史　２／２　大正１２．１～１４．５．２０ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-111 陸軍教育資料綴　１／２ -

中央-軍隊教育教育史料-112 陸軍教育資料綴　２／２ -

中央-軍隊教育教育史料-113 幕僚の心得　昭１８．１０ 陸大研究部

中央-軍隊教育教育史料-114 幕僚の心得　（陸大作成） 大本営陸軍部

中央-軍隊教育教育史料-115 支那事変の経験に基く　幕僚勤務の教訓　昭１５．６ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育教育史料-116 幕僚手簿　昭１８．１０．１０ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-117 幕僚手簿　昭１８．１０．１０ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-118 幕僚手簿　昭１８．１０．１０ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-119 幕僚手簿　昭１８．１０．１０ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-120 健兵対策の参考　昭１６．１１ 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育教育史料-121 作戦地に於ける　現地自活に就て　昭１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-122 旧軍の精神教育体系について　昭４７．３ 航空自衛隊幹部学校　研究部

中央-軍隊教育教育史料-123 ５国対照兵語字書　１／２　明治１４．２．８ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-124 ５国対照兵語字書　２／２　明治１４．２．８ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-126 兵教育資料綴　昭１８．３
満洲第４９１部隊（７７飛行戦隊）
本部

中央-軍隊教育教育史料-127 騎兵教育資料綴　昭１５．１～１６．４ 騎兵監　吉田悳

中央-軍隊教育教育史料-128 軍．師団教育主任　参謀集合教育砲兵関係資料綴　昭９．１．２１
陸軍野戦砲兵学校長　伊東政
喜

中央-軍隊教育教育史料-129 歩兵１２８連隊　部隊教育資料　昭１５．１１．２０～１６．４．１５
中部第３７部隊　第１２８歩兵連
隊本部

中央-軍隊教育教育史料-130 幕僚勤務・参考　大正１３年 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-131 皇軍本然の任務に就て -

中央-軍隊教育教育史料-132 青年将校を中心としたる　国家改造運動の概要 -

中央-軍隊教育教育史料-133 史話　人馬３千年　１／２ 柴田　鉦三郎

中央-軍隊教育教育史料-134 史話　人馬３千年　２／２ 柴田　鉦三郎

中央-軍隊教育教育史料-135 皇国学要綱案　昭１６．１２．８ -

中央-軍隊教育教育史料-136
仏国高等軍事研究所における　戦略研究．その論評（戦略の研究
方法について）（仏国．国防軍参謀総長．アイユレ将軍述）

西浦　進

中央-軍隊教育教育史料-137 監軍部歴誌　明治２０．５．３１～３１．１．２２ -

中央-軍隊教育教育史料-138 師団行事予定表の作為　検閲の実施要領に就て　昭１７．１２．２６ 教育総監部第１課

中央-軍隊教育教育史料-139 第２次欧洲大戦　空中戦史講授録　昭１９年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-140 欧洲戦に現われたる遭遇戦の趨勢　昭１０．１．２５ 歩兵第１旅団司令部

中央-軍隊教育教育史料-141 健兵対策の参考　昭１７．３ 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育教育史料-142 砲兵会記事特号　幕末以降兵制改革　実歴談　大１１．６ -

中央-軍隊教育教育史料-143 昭和１７年度　教育に関する一般指示　昭１６．１０ 甲軍（北支軍）司令部

中央-軍隊教育教育史料-144 大東亜戦史編纂綱領　昭１８．４．５ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-145 太平洋戦争　劈頭の作戦 日本防衛協会

中央-軍隊教育教育史料-146 昭和１０年度　諸演習の研究 偕行社特報　第０７号



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-147 演習改善に関する意見　昭９．２ 砲兵大佐　岡部直三郎

中央-軍隊教育教育史料-148 甲種幹部候補生　教育細目（機関砲）　昭２０．１ 関東軍高射幹部　教育隊

中央-軍隊教育教育史料-149
教育に関する参考書綴　ソ軍戦法の一端　歩兵操典草案に就て
黎明攻撃に就て　工兵作業に関する説明

歩兵第３０連隊　留守隊複写

中央-軍隊教育教育史料-150 第１６師団幹部　実設演習指導要領　昭７ 第１６師団司令部

中央-軍隊教育教育史料-151 賜天覧陸士歩兵生徒　石川浩三郎戦術作業　大４．４．２０ -

中央-軍隊教育教育史料-152 高射砲兵に関する資料　大１２～昭１９ 厚生省引揚　援護局

中央-軍隊教育教育史料-153 瓦斯防護教育の参考　昭７．７．９ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教育史料-154 航空戦史講授録　第１巻　昭１２ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-155 航空戦史講授録　第２巻　昭１２ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-156 教育管見 山本中将

中央-軍隊教育教育史料-157 軍人勅諭（英訳） -

中央-軍隊教育教育史料-158 愛国心に就て　昭３１．２ 今村　均

中央-軍隊教育教育史料-159 甲種練習員用　上陸作戦講義録（第２編） 陸軍運輸部

中央-軍隊教育教育史料-160 戦車第２師団　参謀幕僚手簿 -

中央-軍隊教育教育史料-161 総合兵站講義資料　抜粋諸表集 -

中央-軍隊教育教育史料-162 兵站講授録（写） 陸軍大学校講述

中央-軍隊教育教育史料-163 兵站参考書（写）　大１３．３ 陸軍大学校講述

中央-軍隊教育教育史料-164 軍隊に於ける幹部特別教育　統制計画（一般事項）　要領の一案 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-165 陸軍教育史　第２編（学校史） -

中央-軍隊教育教育史料-166 我帝国陸軍教育史の編纂を必要とする意見 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-167 武士道講話（於中央幼年学校） 文学博士　井上哲次郎

中央-軍隊教育教育史料-168 初年兵教育の参考　昭１５ 陸軍大尉　山崎慶一郎

中央-軍隊教育教育史料-169 我が体育歴考 陸軍中佐　温品博水

中央-軍隊教育教育史料-170 武教入門　昭１６．３ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-171 改正兵語辞書　明２２．５．１０ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-172 支那事変に於ける化学戦例証集　昭１７．１１．３ 陸軍習志野学校案

中央-軍隊教育教育史料-173 戦場心理の一考察　昭１３．１ 歩兵第３３連隊

中央-軍隊教育教育史料-174 欧洲戦史研究参考　第１次欧洲　戦争の原因
陸軍大学校　第１学年　陸軍中
佐岡村誠之編

中央-軍隊教育教育史料-175 第２次欧洲大戦　空中戦史講授録
陸軍大学校　第２学年　青木大
佐述

中央-軍隊教育教育史料-176 戦術教育の真随に就て
「フォッシェ」元帥述　陸軍大学
校研究部

中央-軍隊教育教育史料-177 軍隊指揮　第２編 陸軍大学校　独逸国防省

中央-軍隊教育教育史料-178 軍隊指揮　第２編　昭１５ 陸軍大学校　独逸国防省

中央-軍隊教育教育史料-179 謀略宣伝勤務講義録 陸軍中佐　近藤毅夫

中央-軍隊教育教育史料-180 団隊長師団（軍）　参謀会議書類綴　大１３ 第７師団　参謀部

中央-軍隊教育教育史料-181 陸軍気象部に就て（陸軍全気象機関を含む）　昭３１．８ 元陸軍少将　竹内善次

中央-軍隊教育教育史料-182 対空戦闘の参考　小銃　機関銃　山砲　昭１８．５．２０ 大本営陸軍部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-183 国軍化学戦に関する考察　昭１０．９．２０
陸軍科学研究所　陸軍習志野
学校

中央-軍隊教育教育史料-184 熱地に於ける化学戦　研究成果表　昭１８．１０ 陸軍習志野学校

中央-軍隊教育教育史料-185 創意工夫の一例　昭１８．１０．３ 井関部隊本部

中央-軍隊教育教育史料-186 濠洲の国防問題　昭１７．４ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-187 フリーメーソンに於ける　３つの疑問　昭１４．１１．２８ -

中央-軍隊教育教育史料-188 戦史略全 -

中央-軍隊教育教育史料-189 独国各種工場機関等　見学報告 -

中央-軍隊教育教育史料-190 経費節約の具体的方策 篠塚部隊　経理部

中央-軍隊教育教育史料-191 支廠長会議席上　第２課長口演要旨 陸軍航空本廠

中央-軍隊教育教育史料-192 機関銃学生３泊　野外作業記事　大６ -

中央-軍隊教育教育史料-193 陸軍経理用語解 -

中央-軍隊教育教育史料-194 「コレラ」に就て 小澤部隊　医務室

中央-軍隊教育教育史料-195 陸軍軍医団野外作業記事　昭２．９ 陸軍軍医団

中央-軍隊教育教育史料-196 独逸の戦争準備と戦時経済　第２分冊　昭７．３ 陸軍経理学校　研究部訳

中央-軍隊教育教育史料-197 予科生徒用　武教入門 -

中央-軍隊教育教育史料-198 軍制一斑 -

中央-軍隊教育教育史料-199 要塞戦術講義録　大１４ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-200 中隊の精神訓話 東京　成武堂

中央-軍隊教育教育史料-201 機秘密に関する研究　昭６．４ 騎兵少佐　片岡董

中央-軍隊教育教育史料-202 応用戦術　昭８．１ 大久保大尉

中央-軍隊教育教育史料-203 神道は侵略思想を含むや -

中央-軍隊教育教育史料-204 精神戦訓　第１集 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-205 想定作為集 東京　成武堂

中央-軍隊教育教育史料-206 精神教育資料　談片集（其１） 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-207 本分自覚に関する一考察 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-208 軍隊教育者の心得べき　農村の実況 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-209 武士道と教育伝統 文化日本社

中央-軍隊教育教育史料-210 武士道と教育伝統 文化日本社

中央-軍隊教育教育史料-211 第２　天降の意義
大阪商科大学教授　経済博士
田崎仁義

中央-軍隊教育教育史料-212 陸軍記念日　講話資料　昭１３ -

中央-軍隊教育教育史料-213 支那事変の歴史的展開　武漢陥落後の東亜新体制 国民思想研究所　尾崎秀実

中央-軍隊教育教育史料-214 精神教育の方法に就て 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-215 国防並に作戦計画論 陸軍砲兵大尉　河辺虎四郎

中央-軍隊教育教育史料-216 軍通信隊鳥羽中隊史料（教育訓練．内務教育等） -

中央-軍隊教育教育史料-217 精神的準備並びに　統帥心理に関する史的観察　昭１６ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-218 戦術講授録　巻１ 陸軍士官学校　高等官集会所



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-219 戦術講授録　巻２ 陸軍士官学校　高等官集会所

中央-軍隊教育教育史料-220 戦術講授録　巻３ 陸軍士官学校　高等官集会所

中央-軍隊教育教育史料-221 武人の徳操　上巻 教育総監部編纂

中央-軍隊教育教育史料-222 武人の徳操　下巻 教育総監部編纂

中央-軍隊教育教育史料-223 精神教育関係史料集録 -

中央-軍隊教育教育史料-224 軍隊教育新論　上 陸軍歩兵少佐　沼田徳重

中央-軍隊教育教育史料-225 軍隊教育新論　下 陸軍歩兵少佐　沼田徳重

中央-軍隊教育教育史料-226 精神教育資料　号外　今日の歴史 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-227 戦傷心理と精神教育 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-228 兵語の戦術的説明 陸軍少佐　斉藤市平

中央-軍隊教育教育史料-229 精神教育の参考 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-230 列国新兵器の起勢　第２版 陸軍兵器　行政本部

中央-軍隊教育教育史料-231 軍隊教育の参考　歩兵の部　昭１８ -

中央-軍隊教育教育史料-232 中隊の精神訓話 加村中佐　遺稿

中央-軍隊教育教育史料-233 明治時代の兵制に及ぼした　外国軍事思想の影響 佐藤　徳太郎

中央-軍隊教育教育史料-234 明治時代の兵制に及ぼした　外国軍事思想の影響 佐藤　徳太郎

中央-軍隊教育教育史料-235 兵語の図解と説明
斉藤陸軍少佐　尚兵館出版部
将校

中央-軍隊教育教育史料-236 兵語の戦術的説明 陸軍少佐　斉藤市平

中央-軍隊教育教育史料-237 精神教育より観たる　軍隊内務 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-238 戦術教育１００話
陸上自衛隊　幹部学校長　吉橋
戒三

中央-軍隊教育教育史料-239 武人の徳操　上巻 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-240 日本兵制沿革史抜萃 -

中央-軍隊教育教育史料-242 陸軍大学校　課外講演集　第１集 陸軍大学校　将校集会所

中央-軍隊教育教育史料-243 陸軍大学校課外講演集　第１集 陸軍大学校　将校集会所

中央-軍隊教育教育史料-244 陸軍大学校課外講演集　第２集 陸軍大学校　将校集会所

中央-軍隊教育教育史料-245 陸軍大学校課外講演集　第２集 陸軍大学校　将校集会所

中央-軍隊教育教育史料-246 陸軍大学校課外講演集　第２集 陸軍大学校　将校集会所

中央-軍隊教育教育史料-246_2 陸軍大学校課外講演集　第２集 陸軍大学校将校　集会所

中央-軍隊教育教育史料-247 陸軍大学校課外講演集　第３集 陸軍大学校　将校集会所

中央-軍隊教育教育史料-247_2 陸軍大学校課外講演集　第３集 -

中央-軍隊教育教育史料-248 日本陸軍精神教育史考　（巻１～２）　昭２３．９
元教育総監部総務部長　陸軍
大将　河辺正三

中央-軍隊教育教育史料-249 日本陸軍精神教育史考　（巻１～２）　昭２３．９
元教育総監部総務部長　陸軍
大将　河辺正三

中央-軍隊教育教育史料-250 日本陸軍精神教育史考　（巻１～２）　昭２３．９
元教育総監部総務部長　陸軍
大将　河辺正三

中央-軍隊教育教育史料-251 本業基本　教育間　定例訓話集 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-252 列強技術制度　昭１５．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育教育史料-253 帥兵術必携　巻１　明３５．３ 陸軍大学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-254 帥兵術必携　巻２　明３５．３ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-255 帥兵術必携　巻３　明３５．３ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-256 司令部戦場勤務参考 公主嶺学校

中央-軍隊教育教育史料-257 黎明攻撃の参考　昭１２．５ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-258 兵器学講授録　武器　第２版　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教育史料-259 軍人勅諭に就て 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-260 近代歩兵の攻防 -

中央-軍隊教育教育史料-261 戦陣叢話 東京　成武堂　藏版

中央-軍隊教育教育史料-262 戦史摘要論評（沙河会戦の巻） 東京　兵事雑誌社

中央-軍隊教育教育史料-263 戦史摘要論評　第６巻（奉天会戦の巻） 東京　兵事雑誌社

中央-軍隊教育教育史料-264 区隊長服務の参考 -

中央-軍隊教育教育史料-265 修養自訓 -

中央-軍隊教育教育史料-266
支那事変に於ける　幕僚勤務に関する第一線　指揮官の所見　昭
１７．７

参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-267 欧洲（古）戦史講授録　附図　昭１１年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-268 支那事変関係史料 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-269 支那事変の真意義　昭１４．４ 陸軍省

中央-軍隊教育教育史料-270 世界史の真相 -

中央-軍隊教育教育史料-271 陸軍記念日講話資料 -

中央-軍隊教育教育史料-272 山田大将訓話集 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-273 将校教育に関する綴　昭１５．３ 宮崎大佐

中央-軍隊教育教育史料-274 教育総監部第２課長　口演要旨　昭１１．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-275 軍装せる陸軍歩兵上等兵の服装 -

中央-軍隊教育教育史料-276 「タロキナ」附近敵軍防御に関する観察　昭１９．４．２ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育教育史料-277 軍隊指揮　昭１１ 陸軍大学校訳　独逸国防省

中央-軍隊教育教育史料-278 飯盒炊爨と幕舎設備の研究 -

中央-軍隊教育教育史料-279 濠洲の道路及自動車交通　昭１７．３ 満鉄東亜経済調査局

中央-軍隊教育教育史料-280 １００万人の瓦斯化学　昭１７．２ 陸軍航空技術学校

中央-軍隊教育教育史料-281 日本の物的国力概見表 -

中央-軍隊教育教育史料-282 軍陣医学論文集　昭和１２～１８年 麻生　徹男

中央-軍隊教育教育史料-283
「サイクル」新潟無空気噴油　３５０馬力「ディゼル」機関構造　及取
扱法

-

中央-軍隊教育教育史料-284 騎兵第７連隊教育関係綴　昭４年度 -

中央-軍隊教育教育史料-285 振天府．懐遠府．建安府に就て 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-286 独仏両国に於ける野砲兵一般用法　明治４１．９ -

中央-軍隊教育教育史料-287 理想の中隊家庭　明治４５．３．１０ 武章生

中央-軍隊教育教育史料-288 精神教育資料　第３集 -

中央-軍隊教育教育史料-289 戦史に基くソ軍作戦の特性研究資料　第８号　昭和８．８．１ 参謀本部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-290 各隊教育計画書類綴　昭８ 第７師団参謀部

中央-軍隊教育教育史料-291 輜重兵勤務参考　大正１２ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-292 第１８師団　北ビルマ．フーコン方面の作戦　昭１８～１９ 牛山将補

中央-軍隊教育教育史料-293 勅諭を捧体し奉りて　昭１８．春
陸軍航空士官学校長　遠藤三
郎

中央-軍隊教育教育史料-294 支那事変の経験より観たる　軍紀振作対策 陸密第１９５５号

中央-軍隊教育教育史料-295 国防研究綴　昭１３．７ 高島辰彦中佐

中央-軍隊教育教育史料-296 国婦手帳 大日本国防婦人会

中央-軍隊教育教育史料-297
陸軍大臣談話　１．「皇軍に就て」昭７．５．１８　第８師団参謀部
２．齊々哈爾情報　昭和７．１．１９

混成第４旅団司令部

中央-軍隊教育教育史料-298 精神訓話 -

中央-軍隊教育教育史料-299 「関特演」の正式名称 -

中央-軍隊教育教育史料-300 対米軍戦闘必勝虎の巻　昭２０．１．２０ 台湾軍司令部　市川参謀

中央-軍隊教育教育史料-301 戦術作業の参考 兵学研究会編集

中央-軍隊教育教育史料-302 軍隊指揮の参考 初級幹部

中央-軍隊教育教育史料-303 作戦原則解説（１）
陸上幕僚監部　研究班長１等陸
佐　平野斗作

中央-軍隊教育教育史料-304 作戦原則解説（１）
陸上幕僚監部　研究班長１等陸
佐　平野斗作

中央-軍隊教育教育史料-305 作戦原則解説（２）　防御編
陸上幕僚監部　研究班長１等陸
佐　平野斗作

中央-軍隊教育教育史料-306 作戦原則解説（２）　防御編
陸上幕僚監部　研究班長１等陸
佐　平野斗作

中央-軍隊教育教育史料-307 皇軍教育学要綱　昭２０年 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教育史料-308 今日の歴史（其３）（精神教育資料第５１号） 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-309 今日の歴史（其４）（精神教育資料第５２号） 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-311 精神教育より観たる軍隊内務
（精神教育資料特第０３号）教育
総監部

中央-軍隊教育教育史料-312 精神戦訓　第３集 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-313 精神教育資料　第１集 教育総監部編纂

中央-軍隊教育教育史料-314 萬邦に冠絶せる我が国体 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-315 癖馬調教書　第１編　明治２２．５ 陸軍乗馬学校

中央-軍隊教育教育史料-316 馬術教範編纂理由書 第３師団参謀部

中央-軍隊教育教育史料-317 精神教育資料　（秘）　精神戦訓　第１集 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-317_2 精神戦訓　第３集　昭和１９．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-318 精神教育資料　第１集 教育総監部編纂

中央-軍隊教育教育史料-319 精神教育資料　第２集 教育総監部編纂

中央-軍隊教育教育史料-320 精神教育資料　第２集 教育総監部編纂

中央-軍隊教育教育史料-321 精神教育資料　第２集 教育総監部編纂

中央-軍隊教育教育史料-322 精神教育資料　第４集（上） 教育総監部編纂

中央-軍隊教育教育史料-323 精神教育資料　第４集（上） 教育総監部編纂

中央-軍隊教育教育史料-324 精神教育資料　第４集（下） 教育総監部編纂

中央-軍隊教育教育史料-325 精神教育資料　第４集（下） 教育総監部編纂



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-326 今日の歴史　精神教育資料（号外） 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-327 今日の歴史　精神教育資料（号外） 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-328 今日の歴史　精神教育資料（第４９号） 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-329 陸軍大学校　課外講演集　第２集 陸軍大学校　将校集会所

中央-軍隊教育教育史料-330 精神教育資料綴（１６冊） 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-330_2 精神教育資料　第１．１６．３１．４６．特１号　昭和４．１～９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-330_3 精神教育資料　第５６．５８．６０．７０．７８号　昭和１２．８～２０．１ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-331 欧州古戦史講授録　第１冊 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-332 欧州古戦史講授録　第２冊 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-333 欧州古戦史講授録　第３冊 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-334 欧州古戦史講授録　第４冊 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-335 欧州古戦史講授録　第５冊 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-336 欧州古戦史講授録　第６冊 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-337 欧州古戦史研究目的方法等メモ 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-338 欧州古戦史講義目次及　引用書目メモ 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-339 欧州古戦史教訓 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-340 欧州古戦史　附図　昭和１０年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-341 「モルトケ」の用兵研究　昭和７ -

中央-軍隊教育教育史料-342 「モルトケ」の用兵講義 -

中央-軍隊教育教育史料-343 ナポレオン用兵研究　昭和６ 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-344 ナポレオン用兵講義　昭和７ 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-345 ナポレオン用兵研究　昭和７ 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-346 ナポレオン戦史講義　昭和１１ 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-347 ナポレオン戦史参考事項 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-348 ナポレオン用兵講義　附図　昭和１１ 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-349 「独和軍用語辞典」稿本 中沢　三夫

中央-軍隊教育教育史料-350 「独和軍用語辞典」稿本 中沢　三夫

中央-軍隊教育教育史料-351 「独和軍用語辞典」稿本 中沢　三夫

中央-軍隊教育教育史料-352 「フリードリヒ」大王戦史概観 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-353 １８７０年戦役研究メモ　昭和５年度 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-354 １８６６年戦役研究　メモ　昭和６ 陸軍大学校教官　中沢三夫

中央-軍隊教育教育史料-355 渡部長作参謀参考書綴　昭和１５～１８ -

中央-軍隊教育教育史料-356 欧洲戦史（戦争指導）講授録　昭和１６年度　第３学年 渡辺　長作

中央-軍隊教育教育史料-357 戦史より観察せる遭遇戦の参考　昭和１４ 渡部　長作

中央-軍隊教育教育史料-358 欧洲戦史附図 陸軍大尉　渡部長作

中央-軍隊教育教育史料-359 欧洲戦概史 陸軍大尉　渡部長作



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-360 欧洲戦史資料綴 渡部長作大尉

中央-軍隊教育教育史料-361 ソ軍に関する参考書　昭和１２ 渡部中尉

中央-軍隊教育教育史料-362 獨軍陣地戦教令　大正７ 陸軍大尉　渡部長作

中央-軍隊教育教育史料-363 包翼運動（昭和７年　仏国軍事雑誌所載）　昭和１５．１０
仏国将官「ロアゾー」著　清水中
佐

中央-軍隊教育教育史料-364 今上陛下の御聖徳に就て　昭和１８．４ 第１３部隊

中央-軍隊教育教育史料-365 岡村中佐講話　昭和１８．６．８ 陸軍史実調査部

中央-軍隊教育教育史料-366 陸軍大学校講義史料 -

中央-軍隊教育教育史料-367
小沼歩兵中佐述　実戦場裏に於ける統帥心理の感作　昭和１５年
１学年

陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-368
小沼歩兵中佐述　実戦場裏に於ける統帥心理の感作　昭和１５年
１学年

陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-369
小沼歩兵大佐述　戦史に基く日本軍の緒戦に就て　昭和１５年１
学年

陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-370 近世戦史略（前編下）　明治１８．１２ 陸軍文庫

中央-軍隊教育教育史料-371 陸軍読法註釈　全 岡本　隆興

中央-軍隊教育教育史料-372 独逸の戦争準備と戦時経済　第１分冊　昭和７．３ 陸軍経理学校訳

中央-軍隊教育教育史料-373 独逸の戦争準備と戦時経済　第１巻　附録　第１分冊　昭和７．３
独逸記録編　陸軍経理学校　研
究部訳

中央-軍隊教育教育史料-374 独逸の戦争準備と戦時経済　第３分冊　昭和７．３
独逸記録局編　陸軍経理学校
研究部訳

中央-軍隊教育教育史料-375 独逸の戦争準備と戦時経済　第４分冊
独逸記録局編　陸軍経理学校
研究部訳

中央-軍隊教育教育史料-376 欧洲解放の戦　（１）　昭和２９．７．１ チェスター・ウィルモット

中央-軍隊教育教育史料-377 欧洲解放の戦　（１）　昭和２９．７．１ チェスター・ウィルモット

中央-軍隊教育教育史料-378 欧洲解放の戦　（１）　昭和２９．７．１ チェスター・ウィルモット

中央-軍隊教育教育史料-379 性行字類　昭和１８．９．６ 朝鮮第１１０部隊

中央-軍隊教育教育史料-380 東久邇宮殿下の御高徳 近衛歩兵第３連隊

中央-軍隊教育教育史料-381 現代用兵論　昭和１８．１ 陸軍中将　酒井鎬次

中央-軍隊教育教育史料-382 将卒一体の心　昭和４．６ -

中央-軍隊教育教育史料-383 支那と米国との関係　大正６．８．１８ -

中央-軍隊教育教育史料-384 欧洲休戦後の支那政治現象　大正８．１．１５ -

中央-軍隊教育教育史料-385 米国の対支経営策　大正８．１ -

中央-軍隊教育教育史料-386 勅語写　大正３．１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育教育史料-387 想定作為及戦術統裁法　講議録　大正１２．１２ 陸軍大学校　将校集会所

中央-軍隊教育教育史料-388 帥兵論　巻１　明治３５．１０ 東京偕行社

中央-軍隊教育教育史料-389 帥兵論　巻２　明治３５．１０ 東京偕行社

中央-軍隊教育教育史料-390 帥兵論　巻３　明治３６．６ 東京偕行社

中央-軍隊教育教育史料-391 交通学講授録　附図 -

中央-軍隊教育教育史料-392 参謀要務（動員）講義録　大正１４ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-393 参謀要務（鉄道輸送）講義録　前編　昭和４ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-394 板垣総参謀長　談話要旨史料（於青島） -

中央-軍隊教育教育史料-395 四声連珠　第８巻 -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-396 一般中隊　諸教育計画表（在道某部隊内中隊）　昭和１６ -

中央-軍隊教育教育史料-397 野戦築城学　講授録（附図） 工兵少佐　高屋庸彦

中央-軍隊教育教育史料-398 偕行社記事抜萃　「教育関係綴」　昭和１３．２～１５．１２ 逸見中佐

中央-軍隊教育教育史料-399 講話材料（偕行社記事抜萃）　昭和１５．４～１６．９ 逸見中佐

中央-軍隊教育教育史料-400 運動戦に於ける　夜間攻撃の新研究
陸軍士官学校教官　歩兵少佐
中村赳訳

中央-軍隊教育教育史料-401 太平洋会議と支那 東方通信社

中央-軍隊教育教育史料-402 「ソ」連邦経済国力に関する研究 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-403 馬学 槙山

中央-軍隊教育教育史料-404 教育築城資料（参謀要員教育）　昭和２０．７ -

中央-軍隊教育教育史料-405 軍隊教育の思い出話　昭和３３．３ 鈴木　重康

中央-軍隊教育教育史料-406 日本戦史　大阪役附表附図　明治３０．８．５ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-407 日本戦史　姉川役　明治３２．８ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-408 日本戦史　姉川役補伝　明治３４．４．３ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-409 日本戦史　姉川役附表附図　明治３４．４．３ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-410 独逸最高統帥 ファルケルハイン将軍

中央-軍隊教育教育史料-411 挙国一致内閣宣言及政綱 -

中央-軍隊教育教育史料-412 特火点攻撃の参考 弘前師団　幹部教育隊

中央-軍隊教育教育史料-413 満洲事変弁論骨幹案　昭和２１．１１．１６ -

中央-軍隊教育教育史料-414 大正３年戦役意見集 -

中央-軍隊教育教育史料-415 精神教育　其１　（偕行社記事） -

中央-軍隊教育教育史料-416 精神教育　其２　（偕行社記事） -

中央-軍隊教育教育史料-417 戦場神経症並に犯罪に就て　２／７　昭和１３．４ 早尾　乕雄

中央-軍隊教育教育史料-418 戦場心理の研究（総論）　３／７　昭和１３．５ 早尾　乕雄

中央-軍隊教育教育史料-419 戦場神経症．精神症並　犯罪．各論　第１編　４／７　昭和１３．６ 早尾　乕雄

中央-軍隊教育教育史料-420 中支戦線に於ける精神鑑定書　５／７　昭和１３．１０ 早尾　乕雄

中央-軍隊教育教育史料-421 戦場に於ける自殺企図に就て　６／７　昭和１４．１ 早尾　乕雄

中央-軍隊教育教育史料-422 戦場心理の研究を終了すると共に将来へ希望す　昭和２０．８ 早尾　乕雄

中央-軍隊教育教育史料-422_2 戦場に於ける特殊現象と其対策　昭和１２．１１～１４．１１ 早尾　乕雄

中央-軍隊教育教育史料-423 陸軍の教育（典範の編纂）　昭和１６～終戦
元教総課員　陸軍中佐　天野良
英

中央-軍隊教育教育史料-424 陸軍の教育（幹部の教育「実施学校の部」）　昭和１６～終戦
元教総課員　陸軍中佐　天野良
英

中央-軍隊教育教育史料-425 陸軍の教育（国民教育との関係）１／２　昭和１２～１５
元教総課員　陸軍中佐　天野良
英

中央-軍隊教育教育史料-426 陸軍の教育（国民教育との関係）２／２　昭和１６～２０
元教総課員　陸軍中佐　天野良
英

中央-軍隊教育教育史料-427 陸軍の教育（昭和時代　満洲事変前後）概説　昭和２～２０
元教総課長　陸軍大佐　中島義
雄

中央-軍隊教育教育史料-428 陸軍の教育（昭和時代　支那事変前後）概説　昭和１２～１６
元教総課長　陸軍大佐　中島義
雄

中央-軍隊教育教育史料-429 陸軍の教育　昭和編．概説（その１）　昭和１６～終戦
元教総課長　陸軍大佐　中島義
雄

中央-軍隊教育教育史料-430 陸軍の教育　昭和編．概説（その２）　昭和１６～終戦
元教総課長　陸軍大佐　中島義
雄



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-431 陸軍の教育　昭和編．概説（その３）　昭和１６～終戦
元教総課長　陸軍大佐　中島義
雄

中央-軍隊教育教育史料-432 陸軍の教育　昭和編．概説（その４）　昭和１６～終戦
元教総課長　陸軍大佐　中島義
雄

中央-軍隊教育教育史料-433 陸軍の教育　大東亜戦争（軍隊教育）　１／２　昭和１６～２０
元教総課員　陸軍中佐　和田盛
哉

中央-軍隊教育教育史料-434 陸軍の教育　大東亜戦争（軍隊教育）　２／２　昭和１６～２０
元教総課員　陸軍中佐　和田盛
哉

中央-軍隊教育教育史料-435 陸軍の教育　大東亜戦争（精神教育　検閲）　昭和１６～２０ 和田　盛哉

中央-軍隊教育教育史料-436 陸軍の教育　大東亜戦争（幹部の教育）　昭和１６～終戦
元教総課長　陸軍大佐　吉田元
久

中央-軍隊教育教育史料-437 陸軍典範令類編纂経過綴　保管一覧表　昭和１１．２ 教育総監部第１課

中央-軍隊教育教育史料-438 教育総監部史　自昭和１３～至昭和１６ 第１復員局

中央-軍隊教育教育史料-439 昭和１５年徴集現役兵の　本業基本教育に関する訓令 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-440 防犯教育教材　昭和１８．７ 関東軍司令部

中央-軍隊教育教育史料-441 島嶼守備研究成果　昭和１９．１．１０ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教育史料-442 本業基本教育間　機会的訓話例集　昭和２０．１ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-443 教育主任参謀業務の参考（全般の部）　昭和１８．１０．２０ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-444
教育主任参謀業務の参考　第３巻（機甲騎兵の部）　昭和１８．１
０．２０

教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-445 軍隊教育令　明治１０年～明治４５年 陸軍大臣官房

中央-軍隊教育教育史料-446 要塞攻撃の教訓　大正７年８月 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-447 軍事研究報告　第１０号　陸軍大臣論　昭和６年４月 騎兵少佐　片岡董

中央-軍隊教育教育史料-448 日本国防連　明治２２．１ -

中央-軍隊教育教育史料-449 普仏　戦史摘訳論評　巻の３　明治３０．１０ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-450 普仏　戦史摘訳論評　巻の２　明治３０．６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-451 普仏　戦史摘訳論評　巻の１　明治３０．６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-452 精神教育資料総目録　１～５３号　昭和１０．４ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-453 露土戦争見聞録　１８７７～１８７８　明治３７．１ 陸軍大学校訳

中央-軍隊教育教育史料-454 普仏戦史摘訳論評　巻の４　明治３０．１２ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-455 連隊亀鑑　明治３８．９ -

中央-軍隊教育教育史料-456 普仏戦記附録　巻の３　明治２２．２ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-457 普仏戦記　巻の８　明治２２．１ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-458 普仏戦記　巻の１１　明治２３．７ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-459 東西思想比較研究　大正１２．４．１０ 文学博士　加藤玄智

中央-軍隊教育教育史料-460 戦車第２師団参謀幕僚手簿 -

中央-軍隊教育教育史料-462 軍隊教育の思い出話　昭和３０．３ 鈴木　重康

中央-軍隊教育教育史料-463 戦時下将校団の団結強化に就て　昭和１５．６ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-464 教育関係資料　明治９～１８年 小山史料

中央-軍隊教育教育史料-465 教育学大要（続）　大正１０．１０ 第１１師団参謀部

中央-軍隊教育教育史料-466 支那軍の特性 -

中央-軍隊教育教育史料-467 兵站部隊長集合教育に関する綴 高嶋少将史料



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-468 最近上陸作戦史　第４巻　昭和８．５ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-469 第１特命検閲上奏写　訓示注意並通牒項　昭和１０年度 -

中央-軍隊教育教育史料-470 戦史講話史料　昭和１１～１４年 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-471 戦史蒐録　昭和１２．３ 北川大尉

中央-軍隊教育教育史料-472 武人の死生観の一端（第５０期生訓話案）　昭和１２年 -

中央-軍隊教育教育史料-473 戦例集　昭和１６．８ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-474 戦史講話史料 -

中央-軍隊教育教育史料-475 現下に於ける　軍隊教育指針　昭和１９．８ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-476 戦場心理と精神教育　昭和１３．３ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-477 日本世界史　第１部（後編）　世界一体史　昭和１５．１０ 高嶋少将史料

中央-軍隊教育教育史料-478 海岸戦史　明治３５．５ 陸軍要塞砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教育史料-479 陸軍教育史　編纂関係書綴　明治４５年 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-480 精神教育参考の綴　昭和１５．４～１７．１２ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-481 精神教育資料　昭和１８．１～２０．５ 陸軍予科士官学校光森少佐

中央-軍隊教育教育史料-482 精神教育資料　昭和１９．４ 陸軍予科士官学校光森少佐

中央-軍隊教育教育史料-483 学校教練・青年教練等業務指針　大正１５．６ 陸軍省編纂

中央-軍隊教育教育史料-484 講話資料　昭和６．２ 陸軍省

中央-軍隊教育教育史料-485 陸軍記念日講話資料　昭和１３．３ 陸軍省新聞班

中央-軍隊教育教育史料-486 精神教育資料　第６２号（軍人勅諭謹解）　昭和１４．９ 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-487 古今戦法　明治３４年１１月
独逸陸軍中佐　アー．フォン．ボ
グスラウスキー

中央-軍隊教育教育史料-488 東欧会戦における　露軍の作戦指導　大正１２年～ 陸軍教官　小畑中佐

中央-軍隊教育教育史料-489 戦史より観たる橋頭陣地を有する河川の攻防　大正１５年１２月 住吉大尉

中央-軍隊教育教育史料-490 軍人精神論摘　巻２ 法蘭西将官　ブロンデル

中央-軍隊教育教育史料-491 吉田松陰　遺稿　完 -

中央-軍隊教育教育史料-492 漢訳挿入　陸海軍敕諭文註釈　全　明治１６年 岡本隆興註釈

中央-軍隊教育教育史料-493 口演要旨綴　昭和１５～１８年 陸軍省

中央-軍隊教育教育史料-494
コミンテルンの東亜活動と　其の我が国に及ぼす影響　昭和１５年
９月２０日

日本外交協会特別委員会に於
ける講話速記　講演者　半沢玉
城

中央-軍隊教育教育史料-494_2
コミンテルンの東亜活動と　其の我が国に及ぼす影響　昭和１５年
９月２０日

日本外交協会特別委員会に於
ける講話速記　講演者　半沢玉
城

中央-軍隊教育教育史料-495
８技研研究報　第８５号　要地遮蔽に関する研究（第８報）　塩化
「スルホン」酸を使用する無力簡易発煙方法の研究（其の２）　昭
和１９年４月２０日

第８陸軍技術研究所

中央-軍隊教育教育史料-496 ２種類の戦争と２つの命題 井門　満明

中央-軍隊教育教育史料-497
文部省発行小冊子　・日本の儒教　・我が国土　・国民性と文学　・
我が国体に於ける和　昭和１３年

文部省教学局編纂

中央-軍隊教育教育史料-498
文部省発行小冊子　・日本の美術　・帝国憲法と臣民の翼賛　・我
が国体と神道　昭和１４年

文部省教学局編纂

中央-軍隊教育教育史料-499
文部省発行小冊子　・御歴代の聖徳に就て　・我が邦に於ける家
と国　・時の仏教　昭和１５年

文部省教学局編纂

中央-軍隊教育教育史料-500 化学戦教育史料 -

中央-軍隊教育教育史料-501 物理化学参考書 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-502 簡易　朝鮮語及算術書 咸鏡　北道



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-503 精神教育資料綴　大正１２年～昭和７年 野砲第５連隊

中央-軍隊教育教育史料-504 永久教育企画　昭和１０年１０月 野砲第５連隊

中央-軍隊教育教育史料-505 大隊副官必携 ８９式１５糎加農砲火隊

中央-軍隊教育教育史料-506 幕僚参考書　第１巻　幕僚参考書　附録　昭和１３年９月 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-507 日本精神の研究　昭和１１年９月 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育教育史料-508
キ　戦車隊教練規定普及の為臨時召集教育の際に於ける　陸軍
機甲本部第２課長　口演要旨　昭和１７年１０月

四平　陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教育史料-509 満ソ国境参謀在職起　講演原稿集　昭和１６年
関東軍第１０師団参謀　神谷義
治少佐

中央-軍隊教育教育史料-510 旅団長一夕話 熊本師団司令部

中央-軍隊教育教育史料-511 三輪余響　大正元年　高嶋少将史料 -

中央-軍隊教育教育史料-512 御大礼と其の精神　昭和３年　高嶋少将史料 -

中央-軍隊教育教育史料-513 兵学参考　昭和１８年　高嶋少将史料 西藤金作少将

中央-軍隊教育教育史料-514
歩砲兵第１次大隊長学生教育　国軍薄暮攻撃に関する一観察
昭和１８年１月　高嶋少将史料

公主嶺陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教育史料-515 将校教育書類綴　昭和１８年１０月　高嶋少将史料 -

中央-軍隊教育教育史料-516
皇道世界維新綱領に対する所見質疑綴　昭和１６年　高嶋少将史
料

-

中央-軍隊教育教育史料-517
軍人勅諭謹解　その示唆としての世界総力戦の真相（日本真史）
昭和１７年　高嶋少将史料

於公主嶺学校

中央-軍隊教育教育史料-518 簡閲点呼学科問題参考書 第１３師団司令部

中央-軍隊教育教育史料-519 歩兵操典草案普及見学教練計画書　森川史料 石田中佐

中央-軍隊教育教育史料-520 歩砲兵の協同に関する私見　森川史料 元砲兵学教官藤岡少佐

中央-軍隊教育教育史料-521 測地校内の部　森川史料 野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教育史料-522 昭和６年度　測地豊橋付近現地指導　森川史料 野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教育史料-523
昭和６年度第３学年谷口砲兵大佐述　国土防衛及要塞戦術講授
録　森川史料

陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-524 赤軍戦闘法の参考(対赤軍図上戦術記事抜粋)　森川史料 野砲兵第５連隊

中央-軍隊教育教育史料-525 伊東少将統裁　岡崎知立付近職員現地戦術記事　森川史料 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教育史料-526 歩兵兵器の参考　附対空射撃実験成績　森川史料 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教育史料-527
昭和９年第１学年学生作業　「チタ」付近に於ける第５師団の内戦
作戦　森川史料

陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-528 昭和９年度第二次司令部　実設演習作戦経過の概要　森川史料 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-529
昭和９年度　藤室歩兵中佐講述　東普諸会戦研究用図表　森川
史料

陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-530 昭和１０年度　藤室歩兵中佐講述　東方戦場要図　森川史料 陸軍大学校

中央-軍隊教育教育史料-531 関東軍野戦航空廠概況　森川史料 関東軍野戦航空廠

中央-軍隊教育教育史料-532 国土防空の参考　森川史料 参謀本部第３課

中央-軍隊教育教育史料-533
昭和１１年度　情報学生岡崎附近　砲兵情報班現地戦術記事　森
川史料

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教育史料-534
昭和１１年度情報学生第二次総合教練（佐原付近）記事　森川史
料

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教育史料-535 砲兵操典改正の大綱　森川史料 砲兵監部

中央-軍隊教育教育史料-536
砲兵操典普及臨時召集教育に於ける陸軍重砲兵学校長口演要
旨同説明資料　森川史料

陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育教育史料-537 動員に関する研究　森川史料 -

中央-軍隊教育教育史料-538 瓦斯と化学戦の参考　森川史料
歩兵学校陸軍科学研究所及び
習志野学校等



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-539 馬術沿革の概要　森川史料 陸軍野戦砲兵学校教育部

中央-軍隊教育教育史料-540 砲兵写真参考書　森川史料 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教育史料-541 第１軍砲兵情報蒐集規定　森川史料 -

中央-軍隊教育教育史料-542
軍師団教育主任参謀及歩兵隊佐官等招集の際に於ける教育総
監訓示　森川史料

教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-543 「ソ」軍戦法一部の図例 陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教育史料-544 戦場に落ち葉あつめて　住谷悌史資料 関東軍主計分団

中央-軍隊教育教育史料-545 講話資料　住谷悌史資料 陸軍省

中央-軍隊教育教育史料-546 陸軍建築工事に対する批判に就て　住谷悌史資料 陸軍省建築課

中央-軍隊教育教育史料-547 主計生教育に関する綴　住谷悌史資料 住谷悌

中央-軍隊教育教育史料-548 砲兵力作教範（委員案） 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育教育史料-549 教育資料
関東軍司令部、船舶兵団参謀
部　原田曹長

中央-軍隊教育教育史料-550 教育に関する参考書類綴 基第２８１０部隊　青山隊

中央-軍隊教育教育史料-551 青年将校精神教育資料等 支那派遣軍総司令部他

中央-軍隊教育教育史料-552 試製２０糎噴進砲戦闘の参考（第２案） 陸軍野戦砲兵学校研究部

中央-軍隊教育教育史料-553 演習想定綴 井上中佐他

中央-軍隊教育教育史料-554 演習想定綴 原田大佐

中央-軍隊教育教育史料-555 兵学　現代戦の防御 軍事研究会

中央-軍隊教育教育史料-556 射撃成績原簿（現16） 第１１中隊

中央-軍隊教育教育史料-557 教練手簿 長丸隊１ノ１　小柳正次

中央-軍隊教育教育史料-558 練習員教育用　掃海防雷の参考 陸軍運輸部

中央-軍隊教育教育史料-559 珊瑚島嶼の防禦 -

中央-軍隊教育教育史料-560 教育関係資料綴及び沿岸警備必携 大本営陸軍部及び原隊等

中央-軍隊教育教育史料-561
昭和１８年度教育に関する指示別冊（戦車撃滅隊教育に関する指
示）

-

中央-軍隊教育教育史料-562 広袤大なる島嶼防禦の参考 -

中央-軍隊教育教育史料-563 中掩蓋機関銃座の構築教育計画（基本） -

中央-軍隊教育教育史料-564 対戦車戦闘普及教育計画 威６５５６部隊

中央-軍隊教育教育史料-565 島嶼防禦参考資料　水際障碍物の一例及びあか放射の参考
工兵監部及び第１２軍幹部教育
隊

中央-軍隊教育教育史料-566 大隊に於ける小銃及機関銃の使用 松本惟延訳

中央-軍隊教育教育史料-567 現役兵本業基本教育期間に於ける訓話計画作為の参考 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-568 現役兵本業基本教育期間に於ける訓話計画作為の参考 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-569
状況を設けて行ふ捜索勤務の戦闘訓練の範例（一捜索分隊内の
一車両の兵員を以て行ふ）

陸軍機甲本部訳

中央-軍隊教育教育史料-570 昭和１９年度第５部隊教育に関する指示 第３６４部隊　複写

中央-軍隊教育教育史料-571 陸軍士官学校学生心得 陸軍士官学校長　牛島　満

中央-軍隊教育教育史料-572
戦車操典普及の為臨時教育の際に於ける教育総監部第４課長口
演要旨

陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教育史料-573 書牘文栞　全　陸軍幼年学校用 陸軍幼年学校

中央-軍隊教育教育史料-574 昭和１９年度　教育計画表綴
直８１４４部隊　独歩２４２大隊
遠山隊



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-575 一復史料　次期大戦に於ける日本の戦略的研究 復員局

中央-軍隊教育教育史料-576 通信学校教育計画　一復史料 東京陸軍少年通信兵学校

中央-軍隊教育教育史料-577 一復史料　第１節　歩兵 元陸軍中将　宇垣松四郎

中央-軍隊教育教育史料-578 一復史料　陸軍騎兵学校教育計画（補捉資料） -

中央-軍隊教育教育史料-579 陸軍検察執務心得 近衛師団長　彰仁親王

中央-軍隊教育教育史料-580 電話通信講話案
野戦砲兵射撃学校教官　砲兵
中尉　柴平四郎

中央-軍隊教育教育史料-581 捜索勤務
独逸陸軍少将Ｇ．Ｖ．ＫＬＥＩＳＴ
日本陸軍歩兵大尉　野澤悌吾
訳

中央-軍隊教育教育史料-582 生徒測図手簿
陸軍予科士官学校生徒隊　菊
池洋一

中央-軍隊教育教育史料-583 歩兵隊小銃射撃手簿
陸軍予科士官学校生徒隊　菊
池洋一

中央-軍隊教育教育史料-584 持久瓦斯の効力体験の参考 石崎中佐編

中央-軍隊教育教育史料-585 一般兵瓦斯兵に対する化学戦教育の参考 赤真大尉（陸軍士官学校教官）

中央-軍隊教育教育史料-586 戦時海上輸送 -

中央-軍隊教育教育史料-587 日本地政学と大東亜共栄圏 京都帝国大学　小牧博士

中央-軍隊教育教育史料-588 大小行李使用法に就ての講話要領 陸軍輜重兵中佐　布施慶助

中央-軍隊教育教育史料-589 行李輜重の指揮運用に関する講話筆記 陸軍輜重兵中佐　服部英男

中央-軍隊教育教育史料-590 戦闘射撃に関する講話摘要 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-591 堅固なる陣地攻撃に於ける奇襲的作業の参考 陸軍士官学校　研究部

中央-軍隊教育教育史料-592 十分間体操(ドイツ）室内体操 陸軍戸山学校訳

中央-軍隊教育教育史料-593 従軍兵士の心得第１号（第２版） 大本営陸軍部

中央-軍隊教育教育史料-594 昭和１１年特別陣地攻防演習　電流鉄条網に関する参考 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-595 最堅固陣地攻防講義録　附録 高屋工兵少佐

中央-軍隊教育教育史料-596 特別講演筆記録　第９集（法学博士清水澄述　憲法講義） 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-597 士官候補生及歩兵隊下士候補者教育に関する訓令 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-598 軍隊教育令改正に関する教育総監部本部長口演要旨 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-599 歩兵操典改正に関する教育総監部本部長口演要旨 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-600 召集将校現地教育計画 菅野大尉

中央-軍隊教育教育史料-601 陣地攻防戦の要領 宇垣一成

中央-軍隊教育教育史料-602 上陸作戦参考書 田北中佐

中央-軍隊教育教育史料-603 歩兵戦闘教練
独逸参謀中佐ストルベルゲル著
第七師団訳

中央-軍隊教育教育史料-604 格闘術の参考 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教育史料-605 馬政　軍馬補充部浮須騎兵少佐講話 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-606 騎兵勤務論　後編 ベルンハルヂー大将

中央-軍隊教育教育史料-607
歩兵交通兵旅団長及歩工兵隊長召集の際に於ける長岡軍務局
長口述要旨

陸軍歩兵大尉大藤直一　　筒井
正雄筆記

中央-軍隊教育教育史料-608 重砲兵の観測及通信 -

中央-軍隊教育教育史料-609 重砲兵の観測及通信第１編附図 -

中央-軍隊教育教育史料-610 砲兵観測具砲兵情報班用審査経過 -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-611 砲兵情報班用観測具積載区分 陸軍技術本部測機班

中央-軍隊教育教育史料-612 重砲兵陸地観測法私解 陸軍砲兵大尉　野邉平作

中央-軍隊教育教育史料-613 気球観測勤務 砲兵中尉　今利龍雄

中央-軍隊教育教育史料-614 大正９年度気球観測に依る射撃実施要領 -

中央-軍隊教育教育史料-615 砲兵射撃観測上航空部隊の用法（草案） 教育部長　一木中佐

中央-軍隊教育教育史料-616 運用上Ｒ型気球に関する概説 砲兵中尉　今利龍雄

中央-軍隊教育教育史料-617 米軍工兵将校の教育（米・工兵雑誌1929.9.10月） 陸軍技術本部

中央-軍隊教育教育史料-618 戦役中独軍の使用せし弾帯地金に就て
陸軍技術本部第１部砲兵大佐
小柳津正蔵　訳

中央-軍隊教育教育史料-619 弾軸の安定性に就て 陸軍技術本部第１部　長澤大尉

中央-軍隊教育教育史料-620 工兵基本作業に関する参考書　附録　各種物料の抗力
教育総監部　工兵監　曾田孝一
郎

中央-軍隊教育教育史料-621 陣地攻撃に於ける砲爆撃の参考附録（別冊其の１） 砲兵監部

中央-軍隊教育教育史料-622 特別講演筆記録第６集　文学博士　吉田静致述　哲学概説 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-623 中朝事実武徳章に就て講演
第一講演生徒　伊藤正康　陸軍
予科士官学校

中央-軍隊教育教育史料-624 馬政第二次計画実施記念　長途競争騎乗に関する参考
社団法人　帝国競馬協会　日本
乗馬協会

中央-軍隊教育教育史料-625 特別講演筆記録第７集　文学博士　加藤玄智　宗教ト神道 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-626 現役兵本業基本教育期間に於ける訓話計画作為の参考 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-627 親心 林　兵団長

中央-軍隊教育教育史料-628 砲兵会に於ける千葉砲兵大佐の講話 千葉砲兵大佐

中央-軍隊教育教育史料-629 火災予防に関する注意 第１５師団経理部

中央-軍隊教育教育史料-630 昭和１２年度教育に関する指示
気象連隊長　陸軍砲兵大佐　田
部　聖

中央-軍隊教育教育史料-631 渡邊大将講演　現今の情勢に処する吾人の覚悟と準備 陸軍大将　  渡邊錠太郎

中央-軍隊教育教育史料-632 帰休除隊者に与ふる訓示 歩兵１２連隊長　松井栄雄

中央-軍隊教育教育史料-633 軍事講話資料その他 参謀本部総務部長　安部信行

中央-軍隊教育教育史料-634 靖国神社臨時大祭に方りて 陸軍省調査班

中央-軍隊教育教育史料-635 世界大戦後の国家主義 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-636 徴兵制６０周年に当り　徴兵制の沿革を偲び其の将来に及ぶ 陸軍省

中央-軍隊教育教育史料-637 かき殻から脱せよ(静岡市城内尋常小学校に於て講演） 陸軍大臣　荒木貞夫

中央-軍隊教育教育史料-638 騎兵初年兵第１期　乗馬教練教育計画表 -

中央-軍隊教育教育史料-639 除隊兵に与ふる訓示 歩兵第７４連隊長　三浦　眞

中央-軍隊教育教育史料-640 皇道主義の宣伝 皇道義会本部

中央-軍隊教育教育史料-641
御聖徳を拝し奉りて（昭和３年１２月１５日大礼奉祝諸団体御親閲
に於ける）

陸軍省軍務局長　杉山元

中央-軍隊教育教育史料-642 中隊以下歩兵戦闘法の研究 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教育史料-643 歩兵戦闘第２巻　遭遇戦の部に対する説明 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教育史料-644 遭遇戦説明書（大隊教練兵棋） 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教育史料-645 大正１３年度歩兵学校学生教　育計画書類 藤岡大尉　陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教育史料-646 大正１３年度歩兵学校学生教育計画及び参考 藤岡大尉　陸軍歩兵学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-647 赤軍想定別冊別紙第６　陣地説明書 -

中央-軍隊教育教育史料-648 迫撃隊参考 林田部隊

中央-軍隊教育教育史料-649 騎兵の戦闘行動 山内中佐他

中央-軍隊教育教育史料-650 将来の野砲に関する基礎的考察
野戦重砲兵第８連隊付　陸軍砲
兵中尉　佐藤裕雄

中央-軍隊教育教育史料-651 高松城攻守に関する講話之大要 陸軍歩兵中尉　山本寿美

中央-軍隊教育教育史料-652 歩兵第１０旅団　現地戦術旅行　屋島戦史講話案同附録 歩兵第１０旅団　中山少佐

中央-軍隊教育教育史料-653 明治４４年度　丙種士官学生に対する電灯指揮講授録 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教育史料-654 西伯利亜に於ける冬季露営の研究 歩兵第３３連隊

中央-軍隊教育教育史料-655 野戦砲兵学校　参考蒐録第２号及び第４号 野戦砲兵学校研究部

中央-軍隊教育教育史料-656 陸上戦闘参考之断片 第２軍参謀長　他

中央-軍隊教育教育史料-657 歩砲協同動作上持つべき歩兵将校の砲兵常識 野砲兵第２２連隊

中央-軍隊教育教育史料-658 某軍戦闘法の一斑(攻撃・遭遇戦) 山岡少佐

中央-軍隊教育教育史料-659 中隊以下歩兵戦闘法の研究 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教育史料-660 距離方向表 下関重砲兵連隊

中央-軍隊教育教育史料-661 敗戦下、憂国の叫び 独大蔵参事官　ドクトルハンク

中央-軍隊教育教育史料-662 蒙疆新聞 蒙古連盟自治政府

中央-軍隊教育教育史料-663 昭和１６年度　一般実務教程草案 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-664 昭和１６年度　司法実務教案別冊 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-665 昭和１６年度　軍政学教程草案 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-666 昭和１６年度　戦時勤務教程草案 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-667 昭和１６年度　外事防諜実務教案 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-668 昭和１６年度　法医学教案 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-669 昭和１６年度　華語読本 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-670 昭和１６年度　華語教材 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-671 昭和１５年度　軍制学 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-672 実務実習教程 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-673 作戦要務令、作法及び社交並びに教習兵心得 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-674 １４年式拳銃取扱法、柔道教案及び軍馬取扱及手入法 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-675 昭和１６年度　減共実務教案 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-676 昭和１６年度　高等警察実務教案 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-677 北支那方面軍　陸軍司法警察執務心得等 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-678 外事法関係参考綴 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-679 建軍の本義と事変地憲兵の修養その他 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-680 訓示（第４回教習兵卒業式に於ける）
支那駐屯憲兵隊教習隊長　諏
訪與平

中央-軍隊教育教育史料-681 陸軍司法警察執務心得に就て 青島憲兵隊本部  阿部曹長

中央-軍隊教育教育史料-682 特務日誌(従軍) 支那駐屯憲兵隊教習隊



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-683 写真講義録 日本憲兵隊司令部写真

中央-軍隊教育教育史料-684 昭和１７年起　語学(時文) 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教育史料-685 精神教育資料第５９号 支那事変関係資料 第１輯 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-686 隣邦兵備略　全（明治１４年１月出版　陸軍文庫） 陸軍文庫

中央-軍隊教育教育史料-687 隣邦兵備略　第二版（明治１５年８月出版　陸軍文庫）１ 陸軍文庫

中央-軍隊教育教育史料-688 隣邦兵備略　第二版（明治１５年８月出版　陸軍文庫）２ 陸軍文庫

中央-軍隊教育教育史料-689 隣邦兵備略　第二版（明治１５年８月出版　陸軍文庫）３ 陸軍文庫

中央-軍隊教育教育史料-690 隣邦兵備略　第二版（明治１５年８月出版　陸軍文庫）４ 陸軍文庫

中央-軍隊教育教育史料-691 隣邦兵備略　第二版（明治１５年８月出版　陸軍文庫）附図 陸軍文庫

中央-軍隊教育教育史料-692 隣邦兵備略　第三版（明治２２年３月出版　参謀本部）１ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-693 隣邦兵備略　第三版（明治２２年３月出版　参謀本部）２ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-694 隣邦兵備略　第三版（明治２２年３月出版　参謀本部）３ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-695 隣邦兵備略　第三版（明治２２年３月出版　参謀本部）４ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-696 隣邦兵備略　第三版（明治２２年３月出版　参謀本部）６ 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-697 隣邦兵備略　第三版（明治２２年３月出版　参謀本部）附図 参謀本部

中央-軍隊教育教育史料-698 石原大佐御進講　戦争史大観 今田新太郎

中央-軍隊教育教育史料-699 精神教育の参考（續其１） 教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-700 昭和１５年５月中隊教練統裁計画野砲　２ 諏訪部少佐

中央-軍隊教育教育史料-701 砲兵戦闘並歩砲協同の基礎 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教育史料-702 小銃射撃教育法
陸軍歩兵学校教官　陸軍歩兵
中佐　佐久間五郎

中央-軍隊教育教育史料-703 教導大隊練成の為助教助手に与えたる注意事項　全 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教育史料-704 銃剣術両手軍刀術教育法の範例 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育教育史料-705 歩兵第５９連隊教育資料　その１ 歩兵第59連隊

中央-軍隊教育教育史料-706 歩兵第５９連隊教育資料　その２ 歩兵第５９連隊

中央-軍隊教育教育史料-707 昭和９年度以降　参考書綴 歩兵第59連隊

中央-軍隊教育教育史料-708 明治１８年９月　兵卒教科摘要 熊本鎮台歩兵第１３聯隊

中央-軍隊教育教育史料-709 陸軍大佐馬場格雄　成績書並考科表 馬場格雄

中央-軍隊教育教育史料-710 軍隊教育者の為に 歩兵第0連隊将校居住室

中央-軍隊教育教育史料-710_2 軍隊教育者の為に 歩兵第1連隊将校居住室

中央-軍隊教育教育史料-711 陸軍教授文学博士加藤玄智講述 東西思想比較研究 陸軍士官学校高等官集会所

中央-軍隊教育教育史料-712 近衛師団司令部作成文書 近衛師団司令部

中央-軍隊教育教育史料-713
精神教育史料　将校教養第７號　支那事変関係史料第２輯（将校
忠勇美譚）

教育総監部

中央-軍隊教育教育史料-714
大庭閣下講話　将校団の意義　他　昭和2年12月　歩兵第19連隊
謄写

大庭次郎　他

中央-軍隊教育教育史料-715 勅諭写 不詳

中央-軍隊教育教育史料-716 航空兵須知　全　昭和7年 軍事学研究会

中央-軍隊教育教育史料-717 下士卒用兵営諸勤務宝典　全　昭和5年 板倉孝



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教育史料-718 自動車関係法規集等　昭和12年度 飛行第1連隊

中央-軍隊教育教育史料-719 昭和12年度　自動車手修業兵教育資料 飛行第1連隊

中央-軍隊教育教育史料-720 歩哨の一般守則および特別守則 不詳

中央-軍隊教育教育史料-721 聯（戦）隊長統率方針綴
挺進第一・第二・第三聯隊、挺
進飛行戦隊

中央-軍隊教育教育史料-722 教育訓練に関する諸計画綴（挺進工兵隊等）昭和14～19年 福本（旧姓西村）留一

中央-軍隊教育兵術-1 帥兵術秘携　巻１　明治３５．１０
独逸国参謀　ヂックフート少佐著　陸
軍大学校訳（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-1_2 帥兵術秘携　巻１　明治３５．３
独逸国参謀少佐　ヂックフート
氏著（陸軍大学校）

中央-軍隊教育兵術-2 帥兵術必携　巻２　明治３５．１０
独逸国参謀　ヂックフート少佐著　陸
軍大学校訳（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-3 帥兵術必携　巻３　明治３５．１０
独逸国参謀　ヂックフート少佐著　陸
軍大学校訳（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-3_2 帥兵術必携　巻３　明治３５．３
独逸国参謀少佐　ヂックフート
氏著（陸軍大学校）

中央-軍隊教育兵術-4 獨逸基本戦術　定規の部　前編　明治３１．９月
メッケル少将著　陸軍戸山学校
訳（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-5 獨逸基本戦術　應用の部　後編
メッケル少将著　陸軍戸山学校
訳（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-6 戦術作業の参考（全）　大正１５年改訂 陸軍士官学校（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-7 戦術研究の参考　続編　大正３年６月 陸軍大学校（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-8 野戦に於ける軍団の指揮　１９１０年
独逸フォン．モーゼル大佐著
陸軍大学校訳（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-9 日露戦争の際に於て適用したる　野戦防御の形式　明治４３．９
露国　エヌ．ア．ツァベリ著　参
謀本部訳（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-10 戦争に於ける人格の勢力（全）　明治４０．３
独逸参謀本部　フォン．フライターハ．ローリング
ホーフェン　中佐著　参謀本部訳（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-11 基本要塞戦術（全）　明治３９．１２
独逸　マターベンハーゲン著　参
謀本部訳（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-12 要塞の戦闘　大正３．１０月
墺国　アドルフ．ステッフェン大尉著　（和田大尉・
一戸大尉）共訳　（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-13 野戦及び要塞に於ける　夜間戦闘（全）　明治３１．１０
普国大佐カルヂナール．フォン　ヴィツデルン著
参謀本部訳（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-14 旅順口要塞戦の実験に基ける　要塞坑道防御論　明治４３．５
（ニコライ　工兵大学校少佐）　ウエーヤーコウレ
フ著　工兵監部訳（偕行社藏版）

中央-軍隊教育兵術-15 要塞戦法（全）　明治２７．１月 陸軍大学校講本

中央-軍隊教育兵術-16 騎兵戦術講義　２ -

中央-軍隊教育兵術-17 行軍戦闘術　第１部　明治１６．３．３１ 陸軍文庫

中央-軍隊教育兵術-18 行軍戦闘術　第２部 陸軍文庫

中央-軍隊教育兵術-19 仏国　陣中軌典（全）　明治１８．１０ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育兵術-20 砲兵論　明治１７年
独逸「クラフト」著　陸軍士官学
校訳

中央-軍隊教育兵術-21 戦略の概念　昭１３．９ 村上少将

中央-軍隊教育兵術-23 戦車の用法に就て　昭１０．４．７ 戦車第２連隊本部

中央-軍隊教育兵術-24 「兵語．用語」解説（案）　陸軍関係　１／５ -

中央-軍隊教育兵術-25 「兵語．用語」解説（案）　陸軍関係　２／５ -

中央-軍隊教育兵術-26 「兵語．用語」解説（案）　陸軍関係　３／５ -

中央-軍隊教育兵術-27 「兵語．用語」解説（案）　陸軍関係　４／５ -

中央-軍隊教育兵術-28 「兵語．用語」解説（案）　陸軍関係　５／５ -

中央-軍隊教育兵術-30 兵語の解　大正２．５編　大正１２．７修正 陸軍大学校

中央-軍隊教育兵術-31 兵語の解　大正２．５編さん　大正１２．７修正　昭和５．７再修正 陸軍大学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育兵術-32 兵語の解 陸軍大学校

中央-軍隊教育兵術-33 兵語の解 陸軍大学校

中央-軍隊教育兵術-34 兵語の解（写）　上陸作戦綱要（写）研究の友　大正１２．７月 助川少佐（写）

中央-軍隊教育兵術-35 兵語の解　昭５．７再修正（陸大編）
浜松陸軍飛行学校（写）　陸軍
大学校編

中央-軍隊教育兵術-36 兵語の解 陸大再修正

中央-軍隊教育兵術-37 兵語の解 陸上自衛隊幹部学校

中央-軍隊教育兵術-39 兵語の解　昭１８年以降作成 陸軍大学校

中央-軍隊教育兵術-40 軍用用語集（案）　昭２１．３．３０ 第１復員局翻訳部

中央-軍隊教育兵術-41 防空戦術（要地の部）　昭１５．１０ 東部軍参謀　山本道義著

中央-軍隊教育兵術-42 遭遇戦（中隊の実兵指揮対抗）　昭１４．５．１ 歩兵学校

中央-軍隊教育兵術-43 図上戦術教育計画 砲兵中尉　清水盛明

中央-軍隊教育兵術-44 戦術研究資料 -

中央-軍隊教育兵術-45 遊撃戦の基礎戦術 中国問題研究会

中央-軍隊教育兵術-46 戦術講授録 陸軍大学校第３学年　木村大尉

中央-軍隊教育兵術-47 大東亜戦史資料　昭和２１．４編集 厚生省引揚援護局

中央-軍隊教育兵術-48 戦略小学　巻の１　明治４ 陸軍兵学寮

中央-軍隊教育兵術-49 戦略小学　巻の２　明治４ 陸軍兵学寮

中央-軍隊教育兵術-50 戦略小学　巻の３　明治４ 陸軍兵学寮

中央-軍隊教育兵術-51 改訳陣中軌典　巻１　明治５ 陸軍兵学寮

中央-軍隊教育兵術-52 改訳陣中軌典　巻２　明治５ 辻本一貫訳

中央-軍隊教育兵術-53 改訳陣中軌典　巻３　明治５ 辻本一貫訳

中央-軍隊教育兵術-54 第２版　帥兵術　第１巻　明治２６．２ -

中央-軍隊教育兵術-54_2 第２版　帥兵術　第１巻　明治２５．１２ 陸軍大学校用

中央-軍隊教育兵術-55 第２版　帥兵術　第２巻　明治２６．２ -

中央-軍隊教育兵術-55_2 第２版　帥兵術　第２巻 陸軍大学校用

中央-軍隊教育兵術-56 第２版　帥兵術　第３巻　明治２６．２ -

中央-軍隊教育兵術-57 美可爾氏講議筆記　明治１９．２．２ -

中央-軍隊教育兵術-58 日本古戦法 参謀本部

中央-軍隊教育兵術-58_2 日本古戦法 参謀本部

中央-軍隊教育兵術-59 戦史及戦術の研究　第１巻　陣地攻撃　大正５．１０ 参謀本部

中央-軍隊教育兵術-59_2 戦史及戦術の研究　第１巻　陣地攻撃　附表　附図 -

中央-軍隊教育兵術-60 戦術研究の参考　第２続編 陸軍大学校集会所

中央-軍隊教育兵術-61 戦術作業の参考　全　大正１４ -

中央-軍隊教育兵術-62 兵語の戦術的説明　昭和１７．１２．５ 尚兵館

中央-軍隊教育兵術-63 秋山真之将軍の兵学上の遺訓余滴（補遺）　昭和１９．２ 陸軍大学校岡村（愛）中佐

中央-軍隊教育兵術-64 孫子全文一覧表　昭和４７．５ 高嶋　辰彦



令和５年４月４日

中央-軍隊教育兵術-65 第１０２師団現地戦術史料 -

中央-軍隊教育兵術-66 軍事雑誌抜萃　戦略及戦術綴　昭和１３ -

中央-軍隊教育兵術-67
史実研究所研究史料　旧陸軍典令及戦略戦術並に統帥　指揮に
関する思想中改正又は増補を要する基本事項について　昭和２６
年３月

-

中央-軍隊教育兵術-68 長期戦の打開　昭和１８．８．１６ 参謀本部

中央-軍隊教育兵術-69 兵語の図解と説明 東京　尚兵館

中央-軍隊教育兵術-70 独逸軍隊指揮官の手簿　明治２２ 偕行社

中央-軍隊教育兵術-71 参謀演習旅行預教　師兵規例　第１班　附図 -

中央-軍隊教育兵術-72 参謀演習旅行預教　師兵規例　第１班　全 -

中央-軍隊教育兵術-73 戦例集　全　昭和１３年改訂 陸軍士官学校分校

中央-軍隊教育兵術-74 要塞攻撃の教訓　大正７．４ 参謀本部

中央-軍隊教育兵術-75 寒地の冬季作戦（西伯利出兵間の経験に基く）　昭和４年 参謀本部

中央-軍隊教育兵術-76 化学戦概論 稲田大佐

中央-軍隊教育兵術-77 戦術統裁法　昭和１０．１１ 甲種学生戦術教官

中央-軍隊教育兵術-78 戦術教育法　昭和１２年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育兵術-79 欧洲戦の経験に基く戦術の趨勢　第１巻～３巻　大正１０．６ 臨時軍事調査委員

中央-軍隊教育兵術-80 戦史の統計的観察　昭和１０．２ 陸軍大学校研究部

中央-軍隊教育兵術-81 化学戦参考（其の１）　昭和１０．４ 光森勇雄史料

中央-軍隊教育兵術-82 夜間攻撃の戦史的観察　昭和１２．６ 陸軍大学校

中央-軍隊教育兵術-83 戦例集　全　昭和１６．８ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育兵術-84 化学戦に関する教育打合事頃　昭和１７．３ 第５６期教官

中央-軍隊教育兵術-85 化兵戦に関する資料　昭和３１．６写 厚生省引揚援護局

中央-軍隊教育兵術-87 陣地戦に於ける歩兵攻撃の要領　大正８．４～９．４ 渡辺大佐

中央-軍隊教育兵術-88 米軍戦術の一斑　大正１４．３ 参謀本部

中央-軍隊教育兵術-89 ウィデルン氏　師兵術及幕僚勤務必携　明治　年 -

中央-軍隊教育兵術-90 兵語の解　大正１５．９ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育兵術-91 戦略論　巻１～４　明治２４年 伯盧麦氏（陸軍大学校読本）

中央-軍隊教育兵術-92 要塞戦術講授録　大正２年度 甲種学生　小出砲兵大尉口述

中央-軍隊教育兵術-93 要塞戦術講備忘録　大正２年度 甲種学生　小出砲兵大尉口述

中央-軍隊教育兵術-94 砲兵用法の参考　昭和４年度 佐野少佐

中央-軍隊教育兵術-95 戦術教育法　昭和７．４ 教官　酒井大佐

中央-軍隊教育兵術-96 戦術教育法　昭和１２年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育兵術-97 砲兵戦術　昭和１３年 守屋中佐講述

中央-軍隊教育兵術-98 対機甲部隊戦闘法　昭和９．２ 教育総監部本部長

中央-軍隊教育兵術-99 特種陣地攻撃法　昭和１１．３ 中村部隊長

中央-軍隊教育兵術-100 戦術原則の説明綴　昭和１２～１３年 -

中央-軍隊教育兵術-101 欧洲戦場に現われたる数線陣地に対する攻撃要領　大正１０．８ 山崎歩兵少佐



令和５年４月４日

中央-軍隊教育兵術-102 戦術原則打合せ事項（其の１）　昭和１７年 第５７期教官

中央-軍隊教育兵術-103 戦術原則打合せ事項（其の２）　昭和１７年 第５７期教官

中央-軍隊教育兵術-104 戦術作業参考綴　昭和１８．３ 北部第２３部隊

中央-軍隊教育兵術-105 戦法参考資料　第１４～２７号　昭和１８年 第６００部隊　藤田

中央-軍隊教育兵術-106 広漠不毛地作戦の研究 -

中央-軍隊教育兵術-107 フランス軍事顧問団関係文書　明治９年～明治２１年 -

中央-軍隊教育兵術-108 戦術及戦術隊形の沿革　明治４４．８ 坂部砲兵少佐

中央-軍隊教育兵術-109 戦術参考綴　昭和１２．７～１３．８ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育兵術-110 戦術の参考　昭和１９．４ -

中央-軍隊教育兵術-111 独軍３単位師団の用法　昭和１３．５ 桑木中将

中央-軍隊教育兵術-112 応用現地戦術の参考　全　昭和５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育兵術-113 大東亜戦争　特火点攻撃の戦例集　昭和１８．８ 教育総監部

中央-軍隊教育兵術-114 基本戦術講授筆記　明治４４．３ -

中央-軍隊教育兵術-115 市街戦の研究　昭和７．２ 参謀本部

中央-軍隊教育兵術-116 ソ軍戦車部隊の戦法　昭和１８．８ 第５００部隊戦法研究委員

中央-軍隊教育兵術-117 野戦重砲兵戦術 一木大尉述

中央-軍隊教育兵術-118 赤軍の戦法と対赤軍戦法 -

中央-軍隊教育兵術-119 歩兵基本戦術　明治４１．１２ 陸軍砲兵少佐　石井常造

中央-軍隊教育兵術-120 歩兵戦術講義（第１７～２１） 東京　鎮台

中央-軍隊教育兵術-121 歩兵戦術講義（第１．７～１１） 東京　鎮台

中央-軍隊教育兵術-122 戦術の参考 -

中央-軍隊教育兵術-123 兵語の図解と説明 -

中央-軍隊教育兵術-124 小戦例集　第１集　昭和１４．５ 教育総監部編

中央-軍隊教育兵術-125 小戦例集　第２集　昭和１４．７ 教育総監部編

中央-軍隊教育兵術-126 小戦例集　第３集　昭和１５．１０ 教育総監部編

中央-軍隊教育兵術-127 小戦例集　第４集　昭和１６．８ 教育総監部編

中央-軍隊教育兵術-128 バルク　巴爾克戦術書　第１巻 -

中央-軍隊教育兵術-129 バルク　巴爾克戦術書　第２巻 -

中央-軍隊教育兵術-130 バルク　巴爾克戦術書　第２巻の上 -

中央-軍隊教育兵術-131 バルク　巴爾克戦術書　第２巻の下 -

中央-軍隊教育兵術-132 バルク　巴爾克戦術書　第３巻の上 -

中央-軍隊教育兵術-133 バルク　巴爾克戦術書　第３巻の下 -

中央-軍隊教育兵術-134 バルク　巴爾克戦術書　第４巻の上 -

中央-軍隊教育兵術-135 バルク　巴爾克戦術書　第４巻の下 -

中央-軍隊教育兵術-136 バルク　巴爾克戦術書　第５巻の上 -

中央-軍隊教育兵術-137 バルク　巴爾克戦術書　第５巻の下 -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育兵術-138 バルク　巴爾克戦術書　第６巻の上 -

中央-軍隊教育兵術-139 バルク　巴爾克戦術書　第６巻の下 -

中央-軍隊教育兵術-140 初級の戦術 陸軍歩兵少佐　山田軍太郎

中央-軍隊教育兵術-141 現代軍作戦の性質 田村正太郎訳

中央-軍隊教育兵術-142 戦術想定（地上）　昭和２０年
中部軍管区のある師団と思わ
れる

中央-軍隊教育兵術-143 戦術原則関係書類綴　昭和１０年 -

中央-軍隊教育兵術-144 各兵種戦闘原則一覧表 都城連隊区予後備役将校団

中央-軍隊教育兵術-145 戦術参考綴　陸軍歩兵大尉寺本熊市 寺本熊市

中央-軍隊教育兵術-146 戦術指導の一案 寺本熊市大尉

中央-軍隊教育兵術-147 参謀兵棋の実施及び指導 桑木中佐

中央-軍隊教育兵術-148 戦術関係資料 小川少佐

中央-軍隊教育兵術-149 仏国式野戦陣地攻撃法 歩兵戦闘法研究会

中央-軍隊教育兵術-150 陸軍大学校学生見学時日課予定表　森川史料 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育兵術-151 海峡要塞戦闘法の研究　森川史料 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育兵術-152 11月2日実施　射撃順序表　森川史料 野砲兵第５連隊

中央-軍隊教育兵術-153 教練主簿　金石廠舎鈴木隊 第1区隊　山口久良

中央-軍隊教育兵術-154 参考綴　戦闘（１） 山口伍長

中央-軍隊教育兵術-155 演習用数量表中の第３表行軍長径 教育総監部

中央-軍隊教育兵術-156 演習用数量表 教育総監部編纂

中央-軍隊教育兵術-157
応用戦術集第１輯附図第１海城附近（十万分一）第２奉天附近(十
万分一）

-

中央-軍隊教育兵術-158 重砲兵隊観測班教練之参考 陸軍気象部

中央-軍隊教育兵術-159 陸軍気象観測法 陸軍気象部

中央-軍隊教育兵術-160 大東亜気候の特性　附大東亜気候地図の見方 陸軍気象部

中央-軍隊教育兵術-161 大東亜地域別気候概況 中央気象台

中央-軍隊教育兵術-162 気象要覧　第５３１号 中央気象台

中央-軍隊教育兵術-163 市田中佐口述　鉄道作戦応用戦術 長尾正夫

中央-軍隊教育演習記事-1 大正５年度　将官演習旅行記事 将官演習旅行統裁官

中央-軍隊教育演習記事-2 大正５年度　将官演習旅行記事　全 将官演習旅行統裁官

中央-軍隊教育演習記事-3 大正５年度　将官演習旅行記事　全 将官演習旅行統裁官

中央-軍隊教育演習記事-4 大正１２年度　将官演習旅行記事 将官演習旅行統裁部

中央-軍隊教育演習記事-5 大正１２年度　将官演習旅行記事 将官演習旅行統裁部

中央-軍隊教育演習記事-6 大正１２年度　将官演習旅行記事 将官演習旅行統裁部

中央-軍隊教育演習記事-7 将官演習記事　大正１４年 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-8 昭和９年度　将官演習旅行記事 将官演習旅行統裁部

中央-軍隊教育演習記事-9 参謀旅行記事　東軍の部（２）　明治１９．７ -

中央-軍隊教育演習記事-10 参謀旅行記事　西軍の部（３）　明治１９．４ -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-11 陸軍大学校　参謀演習旅行経過並総評　明治３９年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-12 陸軍大学校　参謀演習旅行経過並総評　明治３９年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-13 大正８年度　第２次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-14 大正８年度　第２次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-15 大正９年度　第２次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-16 大正１０年度　第２次（甲）　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-17 大正１０年度　第２次（甲）　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-18 大正１１年度　第２次　参謀演習旅行記事（甲編） 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-19 大正１１年度　第２次　参謀演習旅行記事（甲編） 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-20 大正１１年度　第２次　参謀演習旅行記事（乙編） 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-21 大正１１年度　第２次　参謀演習旅行記事　附録 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-22 大正１１年度　第２次　参謀演習旅行記事　附録 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-23 大正１１年度　第２次　参謀演習旅行記事　附録 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-24 大正１２年度　第１次（甲）　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-25 大正１２年度　第１次（甲）（乙）　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-26 大正１２年度　第１次（甲）（乙）　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-27 大正１２年度　第３次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-28 大正１３年度　陸軍大学校参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-29 大正１３年度　陸軍大学校参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-30 大正１３年度　陸軍大学校参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-31 大正１３年度　第２次（甲）　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-32 大正１３年度　第２次（甲）　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-33 大正１３年度　第２次（乙）　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-34 大正１３年度　第２次（乙）　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-35 大正１３年度　第２次（乙）　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-36 大正１３年度　第２次（乙）　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-37 大正１３年度　第４次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-38 大正１３年度　第４次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-39 大正１３年度　第２次（甲）　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-40 大正１４年度　第３次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-41
大正１４年度　参謀演習旅行地方古戦史（関ヶ原余戦．最上上杉
両軍山形附近の会戦）

陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-42 大正１５年度　第１次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-43 大正１５年度　第１次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-44 大正１５年度　第１次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-45 昭和１年度　第６次　参謀演習旅行（司令部実設）記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-46 昭和１年度　第６次　参謀演習旅行（司令部実設）記事 偕行社発行



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-47 昭和２年度　第６次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-48 昭和２年度　第６次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-49 昭和４年度　第１次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-50 昭和４年度　第１次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-51 昭和４年度　第１次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-52 昭和５年度　第１次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-53 昭和５年度　第１次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-54 昭和５年度　第１次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-55 昭和５年度　第１次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-56 昭和６年度　第１次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-57 昭和６年度　第１次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-58 昭和６年度　第１次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-59 昭和７年度　第２次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-60 昭和７年度　第２次　参謀演習旅行記事 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-61 高等司令部演習旅行記事　大正１２年３月 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-62 高等司令部演習旅行記事　大正１２年３月 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-63 高等司令部演習旅行記事　大正１２年３月 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-64 高等司令部演習旅行記事　大正１２年３月 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-65 大正１４年度　第２次　高等司令部演習講評（幕僚勤務の部） 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-66 大正１４年度　第２次　高等司令部演習講評（幕僚勤務の部） 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-67 大正１４年度　第１次　高等司令部演習講評（作戦の部） 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-68 大正１４年度　第２次　高等司令部演習講評（作戦の部） 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-69 大正１４年度　第１次　高等司令部演習実施規定 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-70 大正１０年度　近衛師団幹部演習記事 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-71 近衛師団幹部演習記事　大正１４年２月 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-72 師団対抗演習記事　大正５年 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-73 師団対抗演習記事　大正１１年 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-74 師団対抗演習記事　大正１４年 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-75 第５師団諸兵連合演習記事　第１部　大正４年２月 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-76 第５師団諸兵連合演習記事　第２部 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-77 第５師団諸兵連合演習記事　第３部 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-78 第７師団陣地攻防演習記事　大正５年７月 -

中央-軍隊教育演習記事-79 大正１４年度　第９師団幹部演習旅行記事 -

中央-軍隊教育演習記事-80 大正１４年度　第９師団幹部演習旅行記事 -

中央-軍隊教育演習記事-81 第１５師団陣地攻防演習記事　大正６年２月 第１５師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-82 臨時輜重兵演習記事　明治４５年２月 輜重兵監部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-83 臨時輜重兵演習記事　大正３年２月 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-84 輜重兵幹部練習記事　其１　大正１２年２月～３月 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-85 輜重兵幹部練習記事　其１ 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-86 輜重兵幹部練習記事　其２ 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-87 輜重兵幹部練習記事　其３ 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-88 輜重兵幹部練習記事　其３　大正１２年２月～３月 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-89 輜重兵幹部練習記事　其３　大正１２年２月～３月 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-90 臨時輜重兵演習記事　大正１３年３月 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-91 臨時輜重兵演習記事　大正１３年３月 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-92 輜重兵幹部練習記事　大正１５年２月、３月 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-93 特別輜重兵演習記事　昭和２年５月 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-94 輜重兵幹部練習記事　其１　昭和３年２月～３月 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-95 輜重兵幹部練習記事　昭和４年４月～５月 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-96 輜重兵幹部練習記事　昭和４年４月～５月 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-97 輜重兵幹部練習記事　昭和５年２月～３月 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-98 輜重兵幹部練習記事　昭和７年２月～３月 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-99 輜重兵幹部練習記事 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-100 特別重砲兵演習記事　大正１年 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-101 特別重砲兵演習記事　大正４年 輜重兵監部

中央-軍隊教育演習記事-102 特別重砲兵演習記事　附表・附図 重砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-103 特別重砲兵演習記事　第１巻　大正９年 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-104 特別重砲兵演習記事　第２巻 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-105 特別重砲兵演習記事　全　大正１１年 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-106 特別重砲兵演習記事 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-107 特別重砲兵演習記事　昭和５年 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-108 砲兵研究演習記事　昭和１５年 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-109 特別騎兵演習記事　大正２年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-110 特別騎兵演習記事　大正７年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-111 特別騎兵演習記事　第１巻　大正８年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-112 特別騎兵演習記事　第２巻 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-113 特別騎兵演習記事　大正１１年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-114 特別騎兵演習記事　大正１３年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-115 特別騎兵演習記事　大正１３年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-116 特別騎兵演習記事　大正１５年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-117 特別騎兵演習記事　昭和８年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-118 騎兵団隊長召集記事　全　大正１１年３月 陸軍騎兵学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-119 騎兵佐官召集記事　第２巻　昭和２年 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育演習記事-120 騎兵佐官召集記事　第２巻　昭和７年 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育演習記事-121 騎兵佐官召集記事　第３巻　昭和７年 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育演習記事-122 特別砲兵演習記事　昭和７年 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-123 特別砲兵演習記事　附図・附図　昭和５年 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-124 昭和１０年１０月　於岡崎市附近　野戦鳩隊運用研究演習記事 軍用鳩調査委員

中央-軍隊教育演習記事-125 陣地攻防演習記事　第１巻　大正７年 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-126 陣地攻防演習記事　第２巻 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-127 陣地攻防演習記事　第２巻 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-128 陣地攻防演習記事　第３巻　大正７年 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-129 陣地攻防演習記事　第４巻 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-130 陣地攻防演習記事　附表・附図　大正７年 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-131 陣地攻防演習記事　第１巻　大正１１年 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-132 陣地攻防演習記事　第２巻（上） 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-133 陣地攻防演習記事　第２巻（下） 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-134 陣地攻防演習記事　第３巻 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-135 特別陣地攻防演習記事　第２巻　昭和２年 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-135_2 特別陣地攻防演習記事　第２巻　３編　昭和２年 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-135_3 特別陣地攻防演習記事　第２巻　４編　昭和２年 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-136 特別陣地攻防演習記事　第２巻第５編　昭和２年 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-137 特別陣地攻防演習記事　第３巻　昭和２年 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-138 特別陣地攻防演習参考書　昭和２年 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-139 特別陣地攻防演習　第１期演習指導要領　昭和１１年 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-140 陣地攻防演習記事　大正１１年 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-141 近衛師団現地戦術記事　上巻　大正７年 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-142 近衛師団現地戦術記事　下巻　大正７年３月 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-143 近衛師団鉄道現地　戦術記事　大正１３年２月 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-144 陸軍歩兵学校　歩兵佐官召集記事　全　大正８年３月 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育演習記事-145 歩兵第２旅団幹部演習記事　明治４４年２月 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-146 歩兵第１２旅団幹部演習書類綴　大正１５年度 -

中央-軍隊教育演習記事-147 昭和９年度　歩兵第１４旅団　幹部演習旅行記事 歩兵第１４旅団

中央-軍隊教育演習記事-148 交通現地戦術記事　全　大正１３年４月（於．上信地方） 鉄道第１連隊

中央-軍隊教育演習記事-149 交通現地戦術記事　全　大正１３年４月（於．上信地方） 鉄道第１連隊

中央-軍隊教育演習記事-150 第１２師団鉄道並船舶輸送　現地戦術記事　大正１１年５月 第１２師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-151 第６師団．第１８師団　鉄道船舶幹部演習記事　大正１１年８月 偕行社発行

中央-軍隊教育演習記事-152 富士裾野附近　陣地攻防演習記事　明治４０年５月 教育総監部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-153 富士裾野附近　陣地攻防演習記事　明治４０年５月 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-154 交通現地戦術記事　全　大正１３年４月（上信地方） 鉄道第１連隊

中央-軍隊教育演習記事-155 特別通信演習記事　昭和１０年 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-156 電信連隊召集佐官図上　並　現地戦術記事　全　大正１４年 工兵監部

中央-軍隊教育演習記事-157 奉天防空演習記事　昭和１０年
奉天防空演習総監部　奉天連
合防護団

中央-軍隊教育演習記事-158 関東防空演習記事　昭和８年 東京警備司令部

中央-軍隊教育演習記事-159 陸海軍連合大演習記事　完　明治２３年１２月 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-160 於　伊勢湾沿岸上陸作戦　現地戦術記事　大正１０年５月 第３師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-161 教導連隊職員現地　戦術記事　昭和１７年４月 統裁官　岩切大佐

中央-軍隊教育演習記事-162 近衛歩兵第２旅団幹部　演習旅行記事　昭和１３年 近衛歩兵第２旅団司令部

中央-軍隊教育演習記事-163 参謀旅行記事 稲葉大尉

中央-軍隊教育演習記事-164 実地対策演習記事　明治１８～１２ -

中央-軍隊教育演習記事-165 参謀旅行演習記事（西軍の部）　明治２０．４ 月曜会文庫

中央-軍隊教育演習記事-166 参謀旅行演習記事（東軍の部）　明治２０．４ 月曜会文庫

中央-軍隊教育演習記事-167 上総地方．参謀旅行記事（南軍の部）　明治２０．１１ -

中央-軍隊教育演習記事-167_2 参謀旅行記事　南軍の部（全）　明治１９．１１ 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-168 上総地方．参謀旅行記事　附図（南軍の部）　明治２０．１１ -

中央-軍隊教育演習記事-168_2 上総地方　参謀旅行記事　附図　南軍の部（全） -

中央-軍隊教育演習記事-169 月曜会記事　附録　下巻　明治２１．５ -

中央-軍隊教育演習記事-170 連隊戦闘演習記事　明治２１．５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育演習記事-171 参謀旅行記事　上陸軍の部附図　明治２１．１１ -

中央-軍隊教育演習記事-171_2 参謀旅行記事　上陸軍の部　附図　明治２１．１１ -

中央-軍隊教育演習記事-172 参謀旅行記事　上陸軍の部　明治２２．１ 陸軍歩兵大尉　神尾光臣纂

中央-軍隊教育演習記事-173 武相地方．参謀旅行記事　上陸軍の部　明治２２．４ 陸軍歩兵中尉　江橋眞雄纂

中央-軍隊教育演習記事-174 武相地方．参謀旅行記事　国防軍の部　明治２２．４ 陸軍騎兵大尉　渋谷在明纂

中央-軍隊教育演習記事-175 幹部演習旅行心得　明治２６．３．２９
幹部演習統監　陸軍少将　小川
又次

中央-軍隊教育演習記事-176 陸軍大学校参謀演習旅行記事　附図　明治３９年度 -

中央-軍隊教育演習記事-177 第６回特別工兵演習記事　明治４１ -

中央-軍隊教育演習記事-177_2 第６回特別工兵演習記事　附表及附図　明治４１年 工兵監部

中央-軍隊教育演習記事-177_3 第１１回特別工兵演習記事　附表　附図　大正２年 工兵監部

中央-軍隊教育演習記事-177_4 第１４回特別工兵演習記事　大正５年 工兵監部

中央-軍隊教育演習記事-177_5 第２１回特別工兵演習記事　昭和６年 工兵監部

中央-軍隊教育演習記事-177_6 第１１回特別工兵演習記事　大正２年 工兵監部

中央-軍隊教育演習記事-178 特別重砲兵演習統監部　勤務規定　大正９
特別重砲兵演習統監　渡邊岩
之助

中央-軍隊教育演習記事-179 戦史旅行記事　附録　全　大正１０年度 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-180 陸軍主計団本部　第１次野外作業記事　大正１１．１０ 陸軍主計団記事　発行部幹事



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-181 鉄道．船舶輸送演習記事　大正１１．７ 第５師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-182 航空部隊幹部召集演習記事　大正１３．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育演習記事-183 特別航空兵演習記事　第１巻　大正１４ -

中央-軍隊教育演習記事-184 特別航空兵演習記事　昭和３年 陸軍航空本部

中央-軍隊教育演習記事-185 特別航空兵演習記事　第２巻　昭和３年 陸軍航空本部

中央-軍隊教育演習記事-186 簡閲點呼講話資料集　昭４．３ -

中央-軍隊教育演習記事-187 第７師団上陸戦闘演習記事　昭５．９．３～５．９．２６ 助川支隊長　助川中佐

中央-軍隊教育演習記事-188 関東防空演習記事　昭８ -

中央-軍隊教育演習記事-189 陸軍特別大演習記事．附表　昭１０年度 -

中央-軍隊教育演習記事-190 師団演習想定 -

中央-軍隊教育演習記事-191 陸軍野戦砲兵学校　教官現地戦術演習記事　昭４．１２
陸軍野戦砲兵学校　将校集会
所

中央-軍隊教育演習記事-192 防空研究会講演集　昭５ 東京警備司令部

中央-軍隊教育演習記事-193 陸軍特別大演習（南九州）写真　昭１０．１１．１２ -

中央-軍隊教育演習記事-194 参謀演習記事　昭１９年第１次 -

中央-軍隊教育演習記事-195
陸軍大学校　第５４期生　参謀演習旅行記事　湖東．伊勢．奈良．
平地　昭和１６．７

第３班統裁官　陸軍大佐　川上
清志

中央-軍隊教育演習記事-196 第６師団　第１６師団｝鉄道船舶幹部演習記事 -

中央-軍隊教育演習記事-198 海南島における演習記事　昭１６．６ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育演習記事-200 陸軍特別大演習並　地方行幸　大阪府記 -

中央-軍隊教育演習記事-201 陸軍軍医団野外作業記事　昭４．１ 陸軍軍医団

中央-軍隊教育演習記事-202 陸軍軍医野外作業記事　昭５．１ 陸軍軍医団

中央-軍隊教育演習記事-203 戦法．訓練書類（於．牡丹江）　昭１９ 高嶋少将

中央-軍隊教育演習記事-204 特別大演習記事　明２５年 -

中央-軍隊教育演習記事-205 特別大演習記事　附表　附図　明２５年 -

中央-軍隊教育演習記事-206 特別大演習記事　附録　附図　附表　明４２．１１ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-207 特別大演習記事　大正６ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-208 特別大演習記事　第１巻　大正１０ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-209 特別大演習記事　第１巻　大正１１ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-210 特別大演習記事　大正１１年 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-211 特別大演習記事　大正１４年 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-212 陸軍特別大演習名古屋市記録　昭２ -

中央-軍隊教育演習記事-213 陸軍大学校　満鮮戦史旅行　講話集
陸軍大学校兵学教官　陸軍砲
兵中佐　菰田康一

中央-軍隊教育演習記事-214 陸軍特別大演習並地方行幸　熊本県記録　昭６ -

中央-軍隊教育演習記事-215 特別大演習記事　昭６ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-216 特別大演習記事　附表　附図　昭６年 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-217 特別大演習記事　昭６ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-218 特別大演習記事　附表　附図　昭６ 参謀本部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-219 特別大演習記事　昭８ -

中央-軍隊教育演習記事-220 陸軍特別大演習並地方行幸　福井市記録　昭８ 福井市役所

中央-軍隊教育演習記事-221 陸軍特別大演習並地方行幸　埼玉県記録　昭９ -

中央-軍隊教育演習記事-222 師団対抗演習記事　昭１０ -

中央-軍隊教育演習記事-223 特別大演習記事　昭１１ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-224 陸軍特別大演習並地方行幸　岡山県記録　昭５．１１ -

中央-軍隊教育演習記事-225 大阪防空演習記事（全） 第４師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-226 航空部隊幹部召集演習記事　大正１３．１２ -

中央-軍隊教育演習記事-227
昭和１１年度学校配属将校　現地戦術記事　於昭和１１．１２　川
越附近

近衛歩兵第２旅団　司令部

中央-軍隊教育演習記事-228 防空演習実施経過並　其の成果及所見　昭和１４ 豊島区防護団西巣鴨第３分団

中央-軍隊教育演習記事-229 大阪防空演習記事　全 第４師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-230 参謀演習旅行記事　附録　大正１１年度第２次 -

中央-軍隊教育演習記事-231 北満に於ける第１次参謀　演習旅行研究問題　昭和３年度 -

中央-軍隊教育演習記事-232 大礼観兵式栞 大礼観兵式委員

中央-軍隊教育演習記事-233 関東軍秋季連合演習綴　昭和１７ 稲葉参謀

中央-軍隊教育演習記事-234 特号演習の特色　昭和１８．５ 満洲第８０部隊

中央-軍隊教育演習記事-235 「ジャングル」戦実兵研究　演習記事　昭和１８．１０（良奈附近）
剛部隊参謀部調製　大本営陸
軍部　複写

中央-軍隊教育演習記事-237 土浦．石岡附近　師団現地戦術記事　昭和５．１０．１３ 東條大佐統裁

中央-軍隊教育演習記事-238 対抗兵棋演習等の審判法に就て　昭和１９．１２ -

中央-軍隊教育演習記事-239 九州参謀旅行記事　上陸軍の部　全 陸軍歩兵大尉　長岡外史纂

中央-軍隊教育演習記事-239_2 九州参謀旅行記事　上陸軍の部（全）　明治２１．２ 月曜会文庫

中央-軍隊教育演習記事-240 九州参謀旅行記事　上陸軍の部附図　明治２１．２ 月曜会文庫

中央-軍隊教育演習記事-240_2 九州参謀旅行記事　上陸軍の部附図　明治２１．２ 月曜会文庫

中央-軍隊教育演習記事-241 北海道沿岸上陸作戦　現地戦術記事　大正１２．７ 第７師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-242
諸兵連合演習　北軍支隊戦闘詳報　自昭和１５．８．２１～至昭和
１５．８．２３

宮崎部隊

中央-軍隊教育演習記事-243 新式銃砲戦術的　効力試験報告　甲　明治３４．１０ 教育総監　野津道貫

中央-軍隊教育演習記事-244 九州参謀旅行記事（国防軍の部）　昭和２１．５ 陸軍砲兵大尉　藤井茂太纂

中央-軍隊教育演習記事-245 九州参謀旅行記事　国防軍の部（全）　明治２１．２ 月曜会文庫

中央-軍隊教育演習記事-246 両毛地方　参謀旅行記事（全）　明治２１．１０ -

中央-軍隊教育演習記事-247 参謀旅行給養日記（全）　明治２１．１１ -

中央-軍隊教育演習記事-248 参謀旅行記事　北軍の部（全）　明治２４．１０ -

中央-軍隊教育演習記事-249 参謀旅行記事　附図　南軍の部（全）　明治２４．１０ -

中央-軍隊教育演習記事-250 参謀旅行記事　附録附図　南軍の部（全）　明治２４．１０ -

中央-軍隊教育演習記事-251 参謀演習旅行記事　北軍の部　明治２５．３ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-252 参謀演習旅行記事　附図（北軍の部）　明治２５．３ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-253 参謀演習旅行記事　南軍の部　明治２５．３ 参謀本部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-254 参謀演習旅行記事　附図　南軍の部　明治２５．３ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-255 参謀演習旅行記事　北軍の部　明治２５．１２ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-256 参謀演習旅行記事　附図　北軍の部　明治２５．１２ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-257 参謀演習旅行記事（南軍の部）　明治２５．１２ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-258 参謀演習旅行記事　附図　南軍の部　明治２５．１２ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-259 参謀旅行記事（北軍の部）　明治２７．５ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-260 参謀旅行記事　附図　北軍の部　明治２７．５ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-261 参謀旅行記事（南軍の部）　明治２７．５ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-262 連隊演習記事　明治２１．５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育演習記事-263 行軍演習記事　全　明治２１．５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育演習記事-264 特別航空兵演習記事　下巻　昭和１０ -

中央-軍隊教育演習記事-265 第４次参謀演習旅行記事　昭和４．１２ 第４師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-266 尾濃地方　参謀旅行記事　東軍の部　全　明治２２．１０ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-267 陸軍大学校　実地対策第２回演習記事　明治１７．７ 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-268 尾濃地方参謀旅行記事　西軍の部　全　明治２２．１０ -

中央-軍隊教育演習記事-269 騎兵第１旅団　幹部演習旅行記事　明治４２．１ -

中央-軍隊教育演習記事-270 陸海軍連合大演習記事　明治２３年 -

中央-軍隊教育演習記事-270_2 陸海軍連合大演習記事附図　明治２３年 -

中央-軍隊教育演習記事-270_3 陸海軍連合大演習陪観記事　明治２３．５ 金鱗堂出版

中央-軍隊教育演習記事-271 演習関係ノート -

中央-軍隊教育演習記事-272 外国演習観覧　明治１６～２０年 陸軍大臣官房

中央-軍隊教育演習記事-273 機動演習記事　明治２１．１１ 歩兵第８旅団

中央-軍隊教育演習記事-274 小機動演習記事　明治２２．１１ 歩兵第８旅団

中央-軍隊教育演習記事-275 近衛師団第２種　機動演習計画　明治３３年 小山史料

中央-軍隊教育演習記事-276 伊勢地方に於ける参謀　演習旅行南．北軍陣中日誌　明治３４．３ 小山史料

中央-軍隊教育演習記事-277 特別大演習関係書類（仙台）　明治３４．１１ 小山史料

中央-軍隊教育演習記事-278 特別大演習清韓武官接待日記　明治３５年 小山史料

中央-軍隊教育演習記事-279 特別大演習に関する書類（熊本）　明治３５．１１ 小山史料

中央-軍隊教育演習記事-280 大演習陪観に関する書類　明治３６年 小山史料

中央-軍隊教育演習記事-281 陸軍大学校参謀演習旅行記事　明治３９年度 -

中央-軍隊教育演習記事-282 陸軍大学校参謀演習旅行記事　明治３９年度 -

中央-軍隊教育演習記事-283 陸軍大学校参謀演習旅行経過並総評　明治３９年度 -

中央-軍隊教育演習記事-284 陸軍大学校参謀演習旅行記事　附図　明治３９年度 小山史料

中央-軍隊教育演習記事-285 第３師団機動演習規定　明治４１年 小山史料

中央-軍隊教育演習記事-286 第３師団演習関係書類　明治４１年 小山史料

中央-軍隊教育演習記事-287 師団長訓示　検閲講評　明治４１年 小山史料



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-288 参謀旅行演習第３班東軍作戦　大正３年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-289 大正５年度野営演習講評　大正５．９ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育演習記事-290 将官演習旅行記事　全　大正５年度 -

中央-軍隊教育演習記事-291 幹部演習記事　大正７年度 舞鶴要塞司令部

中央-軍隊教育演習記事-292 航空に関する現地戦術演習記事　大正８年１０月 臨時航空術練習委員

中央-軍隊教育演習記事-293 参謀演習旅行記事　大正８年度　第２次 -

中央-軍隊教育演習記事-294 参謀演習旅行記事　乙編　大正１１年度　第２次 -

中央-軍隊教育演習記事-295 参謀演習旅行記事　附録　大正１１年度　第２次 -

中央-軍隊教育演習記事-296 参謀演習旅行記事　大正１２年度　第１次（甲）（乙） -

中央-軍隊教育演習記事-297 将官演習旅行記事　全　大正１２年度 -

中央-軍隊教育演習記事-298 参謀演習旅行方略　大正１２年秋季 第１班統裁官　香月大佐

中央-軍隊教育演習記事-299 爆破演習計画　大正１２年度 -

中央-軍隊教育演習記事-300 航空部隊幹部召集演習記事　大正１３年１２月 陸軍航空本部

中央-軍隊教育演習記事-301 参謀旅行演習記事　大正１４年　３次 -

中央-軍隊教育演習記事-302 第５師団上陸演習規定　大正１４年度 -

中央-軍隊教育演習記事-303 第５師団上陸演習記事　大正１４年 -

中央-軍隊教育演習記事-304 将官演習旅行　作戦経過概要　大正１５年度 -

中央-軍隊教育演習記事-305 歩兵第３旅団幹部演習旅行記事　大正１５年度 -

中央-軍隊教育演習記事-306 参謀演習旅行記事　大正１５年度　１次 -

中央-軍隊教育演習記事-307 参謀演習旅行記事　昭和１年　５次 -

中央-軍隊教育演習記事-308 臨時空中戦闘練習記事　自．大正１５．１２～至．昭和２．３ 明野陸軍飛行学校将校集会所

中央-軍隊教育演習記事-309 特別大演習記事　大正１５～昭和８年 中村

中央-軍隊教育演習記事-310 将官演習旅行記事　昭和７年度 -

中央-軍隊教育演習記事-311 特別陣地攻防演習記事　第２巻　昭和２年 -

中央-軍隊教育演習記事-312 特別陣地攻防演習記事　第３巻　昭和２年 -

中央-軍隊教育演習記事-313 極寒時に於ける　野砲兵の行動に関する研究　大正３年 高橋・沼田少尉

中央-軍隊教育演習記事-314
於北九州並山口県西北海岸鉄道並船舶輸送現地戦術記事　大正
１１年５月

第１２師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-315 揚陸動作の防害に就て　大正１１．１１ 第１１師団参謀部

中央-軍隊教育演習記事-316 陸軍野戦砲兵学校　教官現地戦術演習記事　昭和４年 陸軍野戦砲兵学校将校集会所

中央-軍隊教育演習記事-317 特別大演習地方の諸相　昭和５．１１ 姫路憲兵隊

中央-軍隊教育演習記事-318 １次参謀演習旅行記事　昭和５年度 -

中央-軍隊教育演習記事-319 ２次参謀演習旅行記事　昭和７年度 -

中央-軍隊教育演習記事-320 ２次参謀演習旅行記事　昭和７年度 -

中央-軍隊教育演習記事-321 ２次参謀演習旅行記事　昭和７年度 -

中央-軍隊教育演習記事-322 幹部演習旅行記事　昭和４年度 歩兵第１旅団司令部

中央-軍隊教育演習記事-323 幹部演習旅行記事　昭和８年度 歩兵第１旅団司令部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-324 幹部演習旅行記事　昭和１０年度 歩兵第１旅団司令部

中央-軍隊教育演習記事-325 幹部演習旅行記事　昭和１４年度 近衛師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-326 幹部演習旅行記事　昭和１５年度 留守第４師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-327 幹部演習旅行記事　昭和１６年度 大阪師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-328 幹部演習旅行関係書類　昭和１６年度 大阪師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-329 秋季参謀演習旅行合同班記事　昭和８年度 -

中央-軍隊教育演習記事-330 秋季諸演習実施地方古史蹟概観　昭和８．９ 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-331 春季参謀演習旅行記事　昭和１０年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-332 朝鮮師団対抗　演習全羅北道記録　昭和１０年 全羅　北道

中央-軍隊教育演習記事-333 特別陣地攻防演習指導要領　昭和１１年 立山野外統監部

中央-軍隊教育演習記事-334 特別陣地攻防演習　実弾射撃及爆破に関する規定　昭和１１年 -

中央-軍隊教育演習記事-335 射撃計画演習記事　昭和１３．６ 陸士第５１期生徒

中央-軍隊教育演習記事-336 東部軍管轄演習場規程　昭和１６．４ 東部軍司令部

中央-軍隊教育演習記事-337 近衛師団管轄　演習場規程　昭和１７．４ 近衛師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-338 司令部演習記事　昭和１８．３ 陸軍公主岑学校

中央-軍隊教育演習記事-339 第１回教授部総合演習記事　昭和１８．８ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育演習記事-340 房総半島嶼　防衛現地研究演習記事　昭和１８．１２ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育演習記事-341 第２回野営演習書類　昭和１９．３ 第５９期生徒

中央-軍隊教育演習記事-342 爆薬に依る戦車　壊滅戦法研究演習記事　昭和１９．７ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育演習記事-343 対抗兵棋　演習等の審判法に就て　昭和１９．１２ 第１１部隊参謀長

中央-軍隊教育演習記事-344 演習関係ノート -

中央-軍隊教育演習記事-345 想定 歩兵第１４０連隊

中央-軍隊教育演習記事-346 ４４．４５期連合中隊　教練陣中勤務統裁計画 -

中央-軍隊教育演習記事-347 参謀要務（演習）講義録　昭和６年 陸軍大学校　澄田少佐述

中央-軍隊教育演習記事-348 大元帥陛下大演習　御統監の御模様に就て　昭１０．１１ 陸軍騎兵大佐　小畑英良

中央-軍隊教育演習記事-349 特別陣地攻防演習藍軍宿営規定　昭和１１年 -

中央-軍隊教育演習記事-350 上陸作戦現地戦術記事（伊勢湾沿岸）　大正１０．５ 第３師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-351 鉄道・船舶輸送演習記事　大正１１．７ 第５師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-352 上陸作戦現地戦術記事（北海道沿岸）　大正１２．７ 第７師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-353 第１１師団呉鎮守府連合演習記事　下巻　昭和５．９ -

中央-軍隊教育演習記事-354 無線情報隊に関する参考書　昭和６．８ 特別通信　演習計画委員

中央-軍隊教育演習記事-355 近衛歩兵第１連隊隊附報告　昭和８．８ 陸軍大学１年生　高山信武中尉

中央-軍隊教育演習記事-356 教授部総合演習　電波戦の研究　昭和１８年 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育演習記事-357 職員現地戦術記事　昭和１９．１ 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-358 島嶼防御現地研究演習記事（甲）（四国地方）　昭和１９．３ 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-359 遭難始末　明治３５．７ 歩兵第５連隊



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-360 諸作業　明治３４～３６年 荒木中尉（荒木史料）

中央-軍隊教育演習記事-361 草案　明治３５．１０ 荒木中尉（荒木史料）

中央-軍隊教育演習記事-362 図上戦術作業　明治３６．５～７月
陸軍大学１学年　荒木中尉（荒
木史料）

中央-軍隊教育演習記事-363 第１師団機動演習教令　明治４０年 荒木大尉（荒木史料）

中央-軍隊教育演習記事-364 参謀演習旅行乙班演習経過の概要　明治４２年 荒木史料

中央-軍隊教育演習記事-365 参謀演習旅行関係史料（福知山１／５万地図等）　明治４２年度 荒木史料

中央-軍隊教育演習記事-366
昭和６年度秋季参謀演習旅行（正平１４年８月上旬　筑後川の戦
闘）

陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-367 演習必携　昭和１５年改訂 -

中央-軍隊教育演習記事-368 戦術作業　明治
歩兵少尉　荒木貞夫（荒木史
料）

中央-軍隊教育演習記事-369 陣地戦に於ける歩兵の行動　大正７．８ 攻防演習計画委員

中央-軍隊教育演習記事-370 関東軍後方演習記事　昭和１８．７ 高嶋少将史料

中央-軍隊教育演習記事-371 三原参謀長統裁　大隊長等集合教育記事　昭和１９．５ 高嶋少将史料

中央-軍隊教育演習記事-372 辻連隊長統裁　甲班現地戦関記事　昭和８．２ 高嶋少将史料

中央-軍隊教育演習記事-373 水戸附近現戦記事（あ号作戦）　昭和１９．７ 生徒隊

中央-軍隊教育演習記事-374 駒場野連隊大練記　明治３年 兵部省

中央-軍隊教育演習記事-375 野外演習軌典　第１版　明治１５．３ 陸軍省

中央-軍隊教育演習記事-376 野外演習軌典　第１版　諸兵連合　全　明治１５．９ -

中央-軍隊教育演習記事-377 騎兵集団兵棋記事　大正４．８ 陸軍騎兵実施学校

中央-軍隊教育演習記事-378 陸海軍連合演習記事　上巻　昭和２．１０ 第１１師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-379 陸海軍連合演習記事　下巻　昭和２．１０ 第１１師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-380 関東軍冬季演習記事（第２部）　昭和１１年度 関東軍司令部

中央-軍隊教育演習記事-381 熊本鎮台演習属面書　明治１４．１２ -

中央-軍隊教育演習記事-382 野外演習軌典　第１版　歩兵　全　明治１５．３ 陸軍省

中央-軍隊教育演習記事-383 東京鎮台演習属面書　明治１５．５ 歩兵第３連隊

中央-軍隊教育演習記事-384 名古屋鎮台演習属面書　明治１５．２ -

中央-軍隊教育演習記事-385 大阪鎮台演習属面書　明治１５．１ -

中央-軍隊教育演習記事-386 近衛演習属面書　明治１５．２ -

中央-軍隊教育演習記事-387 仙台鎮台演習属面書　明治１５．１１ -

中央-軍隊教育演習記事-388 野外演習軌典　第１版　明治１６．７ 騎兵　全

中央-軍隊教育演習記事-389 戦術科学生　水戸地方　野外戦術実施記事　明治３４年度 陸軍騎兵実施学校

中央-軍隊教育演習記事-390 第１次野外戦術実施記事　明治４４年度 戦術科馬術科学生　第１班

中央-軍隊教育演習記事-391 特別騎兵演習記事　明治４０年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-392 特別大演習日誌　明治４０年 -

中央-軍隊教育演習記事-393 特別要塞砲兵演習記事　明治４０年度 重砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-394 特別大演習野戦重砲兵第２大隊記事　明治４１年 -

中央-軍隊教育演習記事-395 甲種学生藤沢鎌倉地方戦術実施記事　明治４１年度 陸軍重砲兵射撃学校
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中央-軍隊教育演習記事-396 職員現地戦術演習記事 陸軍工兵学校

中央-軍隊教育演習記事-397 特別騎兵演習記事　明治４２年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-398
作業問題　戦場に於ける野砲兵及び重砲兵の本務上の差異　明
治４２．１

野軍予備見習士官　柳井良知

中央-軍隊教育演習記事-399 甲種学生戦術実施記事　明治４２年度 陸軍重砲兵射撃学校

中央-軍隊教育演習記事-400 第８回特別工兵演習記事　附録．附表．附図　明治４３年 工兵監部

中央-軍隊教育演習記事-401 甲種学生現地講話記事　明治４４．５ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育演習記事-402 第１次野外戦術実施記事　明治４４年度 戦術科馬術科学生　第２班

中央-軍隊教育演習記事-403 野戦砲兵佐官召集記事　明治４５．２ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育演習記事-404 佐官召集記事　附録（附図．附表）　明治４５．２ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育演習記事-405 特別騎兵演習記事　大正２年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-406 特別騎兵演習記事　附録　大正２年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-407 甲種学生行軍演習記事　大正２年度 陸軍重砲兵射撃学校

中央-軍隊教育演習記事-408 於徳山附近現地講話記事　大正２．１ 重砲兵第４連隊

中央-軍隊教育演習記事-409 騎兵第１３連隊現地戦術記事　大正４年度 -

中央-軍隊教育演習記事-410 野営演習講評　大正４年度 -

中央-軍隊教育演習記事-411
特別大演習記事　偕行社記事附録（第４９６．５１０．５０９．５２２．
５３４．５４５．５５７．５６９．５５５．６０４．６１６号）　大正４～１４年

-

中央-軍隊教育演習記事-412 将官演習旅行記事　全　大正５年度 -

中央-軍隊教育演習記事-413 甲種学生現地戦術研究備忘録　大正５年度 陸軍重砲兵射撃学校

中央-軍隊教育演習記事-414 師団対抗演習記事　第２巻　大正６年 -

中央-軍隊教育演習記事-415 第１９師団関係綴　大正６年 -

中央-軍隊教育演習記事-416 高角度試験射撃記事　大正６年 富山県黒部

中央-軍隊教育演習記事-417 図上戦術備忘録（攻城戦の一部）　大正６年 甲種学生

中央-軍隊教育演習記事-418 特種兵器実験演習記事　大正７．６ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育演習記事-419 特別騎兵演習記事　大正７年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-420 特別騎兵演習記事　附録　大正７年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-421 第１９師団兵站演習関係書類　大正７年 -

中央-軍隊教育演習記事-422 特別大演習参加部隊略歴史　大正８年 統監部管理部

中央-軍隊教育演習記事-423 歩兵佐官召集記事　全　大正８．３ 陸軍兵学校

中央-軍隊教育演習記事-424 航空に関する現地戦術演習記事　大正８．１０ 臨時航空術練習委員

中央-軍隊教育演習記事-425 特別騎兵演習記事（作戦）　第１巻　大正８年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-426 特別騎兵演習記事（講評．諸意見）　第２巻　大正８年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-427 甲種学生　現戦記事　大正８年度 -

中央-軍隊教育演習記事-428 乙種２年学生斤候騎乗記事　大正８年度 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育演習記事-429 騎兵佐官召集記事　大正９．２ 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育演習記事-430 重砲兵召集佐官記事（射撃）　第１編　大正９年 陸軍重砲兵射撃学校

中央-軍隊教育演習記事-431 特別重砲兵演習教令　大正９年 -
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中央-軍隊教育演習記事-432 特別重砲兵演習　統監部勤務規定　大正９年 -

中央-軍隊教育演習記事-433 特別重砲兵演習　指導要領　大正９年 -

中央-軍隊教育演習記事-434 図上戦術記事　大正９．８ 野戦重砲兵第１旅団司令部

中央-軍隊教育演習記事-435 第３２期歩兵生徒　習志野原野営演習記事　大正９．６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育演習記事-436 第１７回特別工兵演習記事　大正１０年 工兵監部

中央-軍隊教育演習記事-437 第３３期生徒後期現地戦術　指導案　大正１０．６ 平田大尉

中央-軍隊教育演習記事-438 上陸作戦現地戦術記事（伊勢湾沿岸）　大正１０．５ 第３師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-439 特別大演習参加新兵器概説　大正１０年度 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-440 特別騎兵演習記事　大正１０ 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-441 射撃演習に関する諸勤務心得　大正１０．１０ 野戦重砲兵第２連隊

中央-軍隊教育演習記事-442 現地戦術指導要領　大正１０．９ 臨時鉄道隊

中央-軍隊教育演習記事-443 兵站現地演習記事　大正１０年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-444 薩哈嗹州派遣軍特種研究記事　巻１　大正１０～１１年 薩哈嗹州派遣軍参謀部

中央-軍隊教育演習記事-445 騎兵団隊長召集記事　全　大正１１．３ 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育演習記事-446 飛行隊との連合演習記事（仙台）　大正１１．８ 第２師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-447 特別重砲兵演習第１期演習　指導要領　大正１１年 -

中央-軍隊教育演習記事-448
特別重砲兵演習．教令　教令訂正事項．統監部勤務規定　大正１
１年

-

中央-軍隊教育演習記事-449 特別騎兵演習記事　大正１１年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-450 職員現地戦術　大正１１．１１ -

中央-軍隊教育演習記事-451 上陸作戦現地戦術記（北海道沿岸）　大正１２．７ 第７師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-452
野砲兵隊の能力試験演習中　編成業務に関する細部規定　大正
１２．７

野砲兵第２０連隊

中央-軍隊教育演習記事-453 飛行機との連合演習記事　附録　大正１２．７ 第１１師団参謀部

中央-軍隊教育演習記事-454 第３５・３６期騎兵生徒野営演習記事　大正１２年 -

中央-軍隊教育演習記事-455 甲種学生　第１次現地戦術記事　大正１２．３ 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育演習記事-456 演習史料綴　大正１１年 -

中央-軍隊教育演習記事-457 上陸作戦　大正１３．１ -

中央-軍隊教育演習記事-458 演習史料綴　大正１３．２ -

中央-軍隊教育演習記事-459
現地戦術統裁法研究及歩兵操典　草案普及の為め施行せし演習
記事　大正１３．５

陸軍士官学校

中央-軍隊教育演習記事-460 幕僚勤務演習　大正１３．７ -

中央-軍隊教育演習記事-461 特別砲兵演習関係史料　大正１３．１０ -

中央-軍隊教育演習記事-462 現地戦術実施記事　大正１３．１２ 鉄道第２連隊

中央-軍隊教育演習記事-463 特別砲兵演習に関する綴（その１）　大正１３年 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-464 特別砲兵演習に関する綴（その２）　大正１３年 -

中央-軍隊教育演習記事-465 特別砲兵演習に関する綴（その３止）　大正１３年 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-466 第１１師団陣地攻防演習記事　大正１３年 -

中央-軍隊教育演習記事-467 騎兵生徒野営演習記事（第３６期）　大正１３年 -
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中央-軍隊教育演習記事-468 騎兵生徒野営演習記事（第３７期）　大正１３年 -

中央-軍隊教育演習記事-469 幕僚勤務　演習実施規定　大正１３年 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-470 甲種学生第２次現地戦術（一般戦術記事）　大正１３年 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育演習記事-471 兵站現地演習記事（第２学年）　大正１３年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-472 演習用数量表　大正１４．３ 参謀本部

中央-軍隊教育演習記事-473 幹部演習記事　大正１４．４ 野戦重砲兵第３旅団

中央-軍隊教育演習記事-474 特別航空兵演習統監部職員必携　大正１４年 -

中央-軍隊教育演習記事-475 現地戦術想定の情況綴　大正１４年度 田村中佐

中央-軍隊教育演習記事-476 騎兵第１旅団現地戦術記事　大正１５．３ -

中央-軍隊教育演習記事-477 前期査閲講評　大正１５．１２ 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育演習記事-478 臨時空中戦闘練習記事　大正１５．１２～昭和２．３ 明野陸軍飛行学校

中央-軍隊教育演習記事-479 現地戦術に関する綴　昭和２．１２ 山内中佐

中央-軍隊教育演習記事-480 秋季演習に関する心得　昭和２．１０ 第６中隊　光森少尉

中央-軍隊教育演習記事-481 騎兵第１旅団幹部演習旅行記事　昭和２年度 騎兵第１旅団司令部

中央-軍隊教育演習記事-482 騎兵科召集佐官記事（１／５）（第１～４．其１）　昭和２年度 陸軍工科学校

中央-軍隊教育演習記事-483 騎兵科召集佐官記記（２／５）（第４．其２－１）　昭和２年度 陸軍工科学校

中央-軍隊教育演習記事-484 騎兵科召集佐官記事（３／５）（第４．其２－２）　昭和２年 陸軍工科学校

中央-軍隊教育演習記事-485 騎兵科召集佐官記事（４／５）（第４．其３～５）　昭和２年 陸軍工科学校

中央-軍隊教育演習記事-486 騎兵科召集佐官記記（５／５）（第４．其６～附録）　昭和２年度 陸軍工科学校

中央-軍隊教育演習記事-487 国府台及其附近に就て　昭和３．２ 文藤大尉

中央-軍隊教育演習記事-488 鉄道隊佐官召集記事　昭和３．１０～１１月 工兵監部

中央-軍隊教育演習記事-489 特別航空兵演習記事　第１巻　昭和３年 陸軍航空本部

中央-軍隊教育演習記事-490 特別航空兵演習記事　第２巻　昭和３年 陸軍航空本部

中央-軍隊教育演習記事-491 特別騎兵演習記事　昭和３年 騎兵監部

中央-軍隊教育演習記事-492 大阪防空演習記事　全 第４師団司令部著

中央-軍隊教育演習記事-493 現地戦術．強行軍．競争騎乗に関する綴　昭和４．２ 山内騎兵大佐

中央-軍隊教育演習記事-494 甲種学生　第１回現戦記事（習志野及姉ヶ崎附近）　昭和４．３ 陸軍野砲兵学校

中央-軍隊教育演習記事-495 現地戦術記事　昭和４．９ 歩兵第１連隊東條大佐統裁

中央-軍隊教育演習記事-496 旅団演習計画　昭和４年 歩兵第７旅団司令部

中央-軍隊教育演習記事-497 騎兵第１旅団幹部演習旅行記事　昭和４年度 -

中央-軍隊教育演習記事-498 第４師団秋季演習指導要領（旅団対抗演習の部）　昭和４年度 -

中央-軍隊教育演習記事-499 自動車を利用する騎兵の各種試験　演習報告　昭和４．９ 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育演習記事-500 春季諸兵連合演習記事　昭和４年度 -

中央-軍隊教育演習記事-501 教官現地戦術演習記事　昭和４．１２ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育演習記事-502 電信隊佐官召集記事　昭和５．３ 工兵監部

中央-軍隊教育演習記事-503 第１１師団呉鎮守府連合演習記事　中巻　昭和５．９ 第１１師団司令部
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中央-軍隊教育演習記事-504 昭和５年度　騎兵第１旅団現地戦術要書綴 -

中央-軍隊教育演習記事-505 特別砲兵演習　教令及指導並審判．統監部勤務規定　昭和５年 -

中央-軍隊教育演習記事-506 特別砲兵演習指導要領　其２ -

中央-軍隊教育演習記事-507 特別砲兵演習記事　昭和５年 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-508 現地戦術要書綴　昭和５年度 騎兵第１旅団山内大佐

中央-軍隊教育演習記事-509 化学戦（対瓦斯煙用法）現地教育記事　昭和６．１２ 第３師団長

中央-軍隊教育演習記事-510 特別通信演習　指導要領　等　昭和６年 -

中央-軍隊教育演習記事-511 騎兵第１旅団幹部演習旅行記事　昭和６年 -

中央-軍隊教育演習記事-512 特別大演習　関係史料　昭和６年 細川少佐

中央-軍隊教育演習記事-513 騎兵佐官召集記事　第１巻　昭和７年 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育演習記事-514 特別大演習に関する詳細なる所見　昭和７年 南軍司令審判官

中央-軍隊教育演習記事-515 陸軍特別大演習　大阪市記念誌　昭和７年 -

中央-軍隊教育演習記事-516 特別大演習教令．指導要領　等　昭和７年 -

中央-軍隊教育演習記事-517 現地戦術記事　昭和７．４ 陸軍士官学校　第４４期生徒

中央-軍隊教育演習記事-518 師団長検閲騎兵第１３連隊状況報告　昭和７年度 -

中央-軍隊教育演習記事-519 特別大演習　統監部職員必携　統監部規程　等　昭和８年 -

中央-軍隊教育演習記事-520 鉄道隊幹部演習記事　昭和８年度 鉄道第１連隊留守隊

中央-軍隊教育演習記事-521 現地研究演習記事　太田．伊勢崎．高崎附近　昭和８．１２ -

中央-軍隊教育演習記事-522 電信隊佐官召集記事　昭和９年 陸軍通信学校

中央-軍隊教育演習記事-523 特別大演習関係綴　昭和９年 -

中央-軍隊教育演習記事-524 特別砲兵演習　教令．指導要領統監部勤務規定 -

中央-軍隊教育演習記事-525 特別大演習　教令．管理部長口演要旨　等　昭和１０年 -

中央-軍隊教育演習記事-526 図上戦術記事　昭和１０．１ 光森　勇雄

中央-軍隊教育演習記事-527 陸軍演習令同附録　昭和１０．１２ 陸軍大臣

中央-軍隊教育演習記事-528 実兵指揮（甲．丙種学生）　昭和１１．３ 高野原　習志野

中央-軍隊教育演習記事-529 乙種学生現地戦術記事（佐野．足利附近）　昭和１１．５ 細川大佐

中央-軍隊教育演習記事-530 現地戦術記事（陸大専科学生）　昭和１３．１１ 森騎兵大佐

中央-軍隊教育演習記事-531 特別陣地攻防演習参考書　昭和１１．７ 河村部隊参謀部

中央-軍隊教育演習記事-532 特別陣地攻防演習講評に関する綴　昭和１１．７ 実弾射撃指導掛

中央-軍隊教育演習記事-533 第１６期歩兵学生現地教育記事（下巻）　昭和１１．１１ 陸軍士官学校学生部

中央-軍隊教育演習記事-534 図上戦術．現地戦術（研究部月報）　昭和１１年 北川大尉

中央-軍隊教育演習記事-535 実兵指揮　昭和１１年度 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育演習記事-536 現地戦術（岡崎附近）　昭和１１年度 甲種学生

中央-軍隊教育演習記事-537 図上戦術（陣地攻撃）　昭和１１年度 戦術教官

中央-軍隊教育演習記事-538 特別大演習通信連絡規定　昭和１１．８ 第８師団通信隊

中央-軍隊教育演習記事-539 特別陣地攻防演習準備訓練規定　昭和１１年度 陸軍野戦砲兵学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-540 第５０期生徒　第１次現地戦術　演習想定集　昭和１２．５ 戦術学部

中央-軍隊教育演習記事-541 現戦指導演習記事（三島附近）　昭和１２．８ -

中央-軍隊教育演習記事-542 騎兵第１０連隊将校現地戦術記事　昭和１２年度 -

中央-軍隊教育演習記事-543 第１次職員現地戦術記事（高崎及佐野地方）　昭和１２年度 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育演習記事-544 甲種学生化学戦現地戦術記事（遭遇戦及追撃）　昭和１２年度 佐藤中佐

中央-軍隊教育演習記事-545 第５１期生徒　第１次現戦記事　昭和１３．３ 秦野附近

中央-軍隊教育演習記事-546 射撃学現地教育指導計画（歩兵火力）　昭和１３．８ 第１８期２次学生

中央-軍隊教育演習記事-547 戦術科将校現地戦術記事（甲府地方）　昭和１３．１１ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育演習記事-548 通信実兵指揮　昭和１３年 -

中央-軍隊教育演習記事-549 現地戦術記事（伊勢原．秦野附近）　昭和１３年度 歩兵学校

中央-軍隊教育演習記事-550
第１３期丁種学生　第２回野外作業記事（栃木．群馬県下）　昭和
１４．５

-

中央-軍隊教育演習記事-551 教育総監部職員現地戦術記事　昭和１４．７ -

中央-軍隊教育演習記事-552 幹部候補生　第１回野外作業（戦術）記事　昭和１４．７ -

中央-軍隊教育演習記事-553 夜間行軍記事　等　昭和１４．１０ -

中央-軍隊教育演習記事-554 旅団長統裁兵棋記事　昭和１４．９ -

中央-軍隊教育演習記事-555 射撃実施計画　昭和１４年 重砲兵隊

中央-軍隊教育演習記事-556 師団演習統監部職員必携　昭和１４年度 近衛師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-557 師団演習関係書類　綴　昭和１４年度 近衛歩兵第２旅団司令部

中央-軍隊教育演習記事-558 師団演習に関する綴　昭和１４年度 近衛師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-559 団隊長図上戦術記事　昭和１５．１ 近衛師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-560 佐官現地教育法演習記事（三島附近）　昭和１５．２ 近衛歩兵第２旅団

中央-軍隊教育演習記事-561
第１４期丁種学生　前期１次現地戦術記事（伊勢原附近）　昭和１
５．２

-

中央-軍隊教育演習記事-562 満洲国学生前期野外作業記事（伊豆駿河地方）　昭和１５．２ -

中央-軍隊教育演習記事-563 佐官兵棋演習記事　昭和１５．３ 近衛歩兵第２旅団司令部

中央-軍隊教育演習記事-564 中少尉現戦記事　昭和１５．３ 統裁官　青野中佐

中央-軍隊教育演習記事-565 遭遇戦第１班（准士官　曹長）図上戦術記事　昭和１５．４ 近衛歩兵第３連隊

中央-軍隊教育演習記事-566 乙種化学学生教育記事　昭和１５．６～７月 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育演習記事-567 佐官学生教育記事　昭和１５．６～８月 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育演習記事-568 甲種　大隊砲　連射砲　学生教育記事　昭和１５．６～８月 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育演習記事-569 臨時召集佐官教育記事　昭和１５．７ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育演習記事-570 演習関係綴（伊勢原地方）　昭和１５．８ -

中央-軍隊教育演習記事-571 特別防空演習関係　綴　昭和１５年 陸軍大臣　稲留勝彦資料

中央-軍隊教育演習記事-572 特砲演習関係書類　昭和１５年 細川少将

中央-軍隊教育演習記事-573 秋季連合演習に関する書類　綴　昭和１５年度 留守第４師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-574 演習用数量表　昭和１６．１ 教育総監部

中央-軍隊教育演習記事-575 第１３回陸軍軍医団野外作業記事　昭和１６．３ -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-576 第５期乙種学生現地演習記事　昭和１６．５ 陸軍憲兵学校

中央-軍隊教育演習記事-577 第２１期少尉候補学生第１次現地　戦術想定集　昭和１６．５ -

中央-軍隊教育演習記事-578 第６期経理部甲種幹部候補生　第２回野外作業記事　昭和１６．５ 陸軍経理学校

中央-軍隊教育演習記事-579 中部軍砲兵集合教育演習記事　昭和１６．６ 細川少将

中央-軍隊教育演習記事-580 第５６期第１次現地指導演習記事（小田原地方） -

中央-軍隊教育演習記事-581 准士官．曹長現地教育指導計画　昭和１６．１２ 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育演習記事-582 師団演習　戦闘詳報（徳田．高松町附近）　昭和１６年 東部第５０部隊第１大隊

中央-軍隊教育演習記事-583 現地戦術関係書類綴　昭和１６年度 森大佐

中央-軍隊教育演習記事-584 第２回乙種作業学生現地戦術指導計画　昭和１６年度 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育演習記事-585 野戦砲兵現地戦術記事　昭和１７．１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育演習記事-586 大隊長学生現地戦術計画（伊勢原附近）　昭和１７．２ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育演習記事-587 大隊長学生現地戦術計画（甲府附近）　昭和１７．３ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育演習記事-588 現地戦術記事（２年春季）　昭和１７．４ 北川大尉

中央-軍隊教育演習記事-589 現地戦術記事（第２学年相模平地）　昭和１７．４ 宮崎少将統裁

中央-軍隊教育演習記事-590 将校現地教育計画　昭和１７．５ 東部第５０部隊　光森少佐

中央-軍隊教育演習記事-591 現地戦術指導計画案（攻撃）　昭和１７．７ 丙種学生教官

中央-軍隊教育演習記事-592 第１次野外作業記事（第６期乙種学生）　昭和１７．７ 陸軍経理学校

中央-軍隊教育演習記事-593 臨時召集佐官現地戦術記事（伊勢原附近）　昭和１７．７ -

中央-軍隊教育演習記事-594 第２回野外作業記事（第１期乙種学生）　昭和１７．８ 陸軍経理学校

中央-軍隊教育演習記事-595 第２次野外作業記事（第６期乙種学生）　昭和１７．１０ 陸軍経理学校

中央-軍隊教育演習記事-596 兵站演習用数量表（学習用）　昭和１７．１０ 統裁部

中央-軍隊教育演習記事-597 補給廠資材研究演習記事第１部　昭和１７．１１ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育演習記事-598 補給廠資材研究演習記事第２部　昭和１７．１１ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育演習記事-599 山岳演習関係書類　綴　昭和１７．１１ 第１軍司令部

中央-軍隊教育演習記事-600 教授部教官現地戦術演習に関する細部の指示　昭和１７．１２ 今井大佐

中央-軍隊教育演習記事-601 兵站現地研究演習記事　昭和１７年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-602 師団演習関係　綴　昭和１７年度 東部第４７部隊

中央-軍隊教育演習記事-603 将校現地戦術記事（甲府附近）　昭和１８．３ 東部第５０部隊

中央-軍隊教育演習記事-604 現地戦術記事（秦野．伊勢原）　昭和１８．５ 第１２期丙種学生

中央-軍隊教育演習記事-605 現地戦術記事（伊勢原．秦野）　昭和１８．５ 第１２期丙種学生

中央-軍隊教育演習記事-606 秋季演習に関する書類綴　昭和９年度 第７師団参謀部

中央-軍隊教育演習記事-607 特別陣地攻防演習全般指導に関する綴　昭和１１年 実弾射撃指導掛

中央-軍隊教育演習記事-608 師団演習規定　昭和１８．７ 名古屋師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-609 キ　軍及師団整備補給に関する研究演習記事　昭和１８．７ 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育演習記事-610 戦術教育関係綴　昭和１８．８ 乙８　白石大尉

中央-軍隊教育演習記事-611 第２回現地戦術記事（第１２期丙種学生）　昭和１８．９ 陸軍経理学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育演習記事-612
第２次現地戦術記事（第１２期丙種．第２期丁種学生）　昭和１８．
９

陸軍経理学校

中央-軍隊教育演習記事-613 初級現地戦術記事　昭和１８．１０ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育演習記事-614 区隊長現地戦術記事　昭和１８．１０ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育演習記事-615 現地戦術記事（第８期乙種学生）　昭和１８．１２ 陸軍経理学校

中央-軍隊教育演習記事-616 砲爆研究演習記事　昭和１８年度 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-617 幹部化学戦集合教育記事　昭和１８年度 西部第６５部隊本部

中央-軍隊教育演習記事-618
砲爆研究演習記事　陣地攻撃に於ける爆撃の参考．附図　昭和１
８年度

-

中央-軍隊教育演習記事-619
教授部総合演習　創意工夫先見洞察の教育に関する研究　昭和
１８年

陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育演習記事-620 第ニ次名古屋師団　団隊長戦術教育規定　昭和１８年度 名古屋師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-621 団隊長図上戦術教育記事　昭和１９．１ 第１軍司令部

中央-軍隊教育演習記事-622 職員現地戦術記事（別冊）　昭和１９．１ 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-623 大中佐現地戦術演習記事（伊勢地方）　昭和１９．３ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育演習記事-624 連隊区司令部業務研究記事　昭和１９．４ 参謀本部第３課

中央-軍隊教育演習記事-625 化学戦現地教育計画　昭和１９．４ 教官　行岡少佐

中央-軍隊教育演習記事-626 「ワ」号演習書類綴　昭和１９．８ 玉第１２０１部隊医務室

中央-軍隊教育演習記事-627 演習便覧　昭和１９年改訂 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育演習記事-628 図上戦術（防御）　昭和２０．７ 参謀要員　教育資料

中央-軍隊教育演習記事-629 図上戦術（攻撃）　昭和２０．７ 参謀要員　教育

中央-軍隊教育演習記事-630 研究演習（総合演習）史料 陸軍通信学校

中央-軍隊教育演習記事-631 野戦重砲兵現地戦術 -

中央-軍隊教育演習記事-632 三嶋附近現地戦術指導案 大橋大佐指導

中央-軍隊教育演習記事-633 夏期現地戦術準備教育方案 陸軍歩兵大尉　林要司

中央-軍隊教育演習記事-634 野外戦術実施記事摘要 -

中央-軍隊教育演習記事-635 戦術研究（在京上長官研究会にて） 阿部砲兵大佐統裁

中央-軍隊教育演習記事-636 演習関係史料 千葉県（外房）

中央-軍隊教育演習記事-637 師団幹部演習指導要領（対抗の分）附録（戦例） -

中央-軍隊教育演習記事-638 特別大演習所感放送案 -

中央-軍隊教育演習記事-639 統監部幕僚長指示 第１軍

中央-軍隊教育演習記事-640 第１２期丙種甲班現地戦術記事（攻撃） -

中央-軍隊教育演習記事-641 新京演習想定集 原田大佐

中央-軍隊教育演習記事-642 演習関係書類綴 -

中央-軍隊教育演習記事-643 演習命令綴 軍直轄砲兵隊長

中央-軍隊教育演習記事-644 飛行場設定に関する図上戦術 -

中央-軍隊教育演習記事-645 図上戦術　機甲兵団の運用 -

中央-軍隊教育演習記事-646 演習関係綴 瀬戸．名古屋地方

中央-軍隊教育演習記事-647 現地戦術史料綴 -
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中央-軍隊教育演習記事-648 演習記事原稿 -

中央-軍隊教育演習記事-649 演習関係綴 細川大佐

中央-軍隊教育演習記事-650 特別砲兵演習指導要領　昭和７年 -

中央-軍隊教育演習記事-651 見学諸教練参考書　昭和７～１０年 中村　明人

中央-軍隊教育演習記事-652 野外演習統裁例　明治４２．２ 大沢少将

中央-軍隊教育演習記事-653
陣地戦に於ける防御要領　陣地攻防演習参考書　第３編　大正
７．７

-

中央-軍隊教育演習記事-654 陣地攻防戦の要領　陣地攻防演習参考書　第１編　大正１１．７ -

中央-軍隊教育演習記事-655 砲兵に関する参考書　陣地攻防演習　第２編　大正１１．７ -

中央-軍隊教育演習記事-656 陣地攻防演習供用工兵器材説明書　大正１１．１０ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育演習記事-657 幕僚勤務演習規定　大正１２．１１ 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-658 砲兵に関する参考書（測地の部）　昭和２．６ 特別陣地攻防演習計画委員

中央-軍隊教育演習記事-659 特別砲兵演習　参考書綴　昭和７年 砲兵監部

中央-軍隊教育演習記事-660 特別陣地攻防演習指導要領　附録　第３　昭和２年 -

中央-軍隊教育演習記事-661
射撃効力調査に関する綴　特別陣地攻防演習　指導掛（砲兵班）
昭和１１年

-

中央-軍隊教育演習記事-662
実弾射撃に関する綴　特別陣地攻防演習実弾射撃指導係　昭和
１１年

-

中央-軍隊教育演習記事-663 戦術　昭和１８年 陸軍経理学校　原田大佐

中央-軍隊教育演習記事-664 戦術綴（遭遇戦）　昭和１８年 乙８　井上大尉

中央-軍隊教育演習記事-665 戦術想定綴（陣地攻撃）　昭和１８年 陸軍経理学校　西田大尉

中央-軍隊教育演習記事-666 特殊無線隊要員　学生野外演習記事　昭和１３．２ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育演習記事-667 陸軍戸山学校　行軍演習日記　全 -

中央-軍隊教育演習記事-668 参謀旅行記事　東軍の部　明治２６年　芸備地方 -

中央-軍隊教育演習記事-669 参謀旅行記事　西軍の部　明治２６年　芸備地方 -

中央-軍隊教育演習記事-670
第２６期士官候補生　野外戦術記事（大正３年４月　栃木県下に於
ける）

-

中央-軍隊教育演習記事-671 歩兵３２連隊　第３大隊教育訓練綴　昭和５年～６年 小池信太郎少佐

中央-軍隊教育演習記事-672 第６師団　第１８師団　鉄道船舶幹部　演習記事　大正１１年 -

中央-軍隊教育演習記事-673 剿共司法　図上対策及現地演習記事　昭和１６．５ 支那駐屯憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育演習記事-674 陸海軍連合　大演習観兵式分列順序　明治２３年４月３日 -

中央-軍隊教育演習記事-675 特別大演習教令　明治３６．４１．４２．４３年 -

中央-軍隊教育演習記事-676 特別大演習勤務規定　明治３６．４０．４１．４２．４３年 -

中央-軍隊教育演習記事-677
第１３回陸軍軍医団野外作業記事　昭和１５年１０月（昭和１６年３
月調製）

陸軍軍医団

中央-軍隊教育演習記事-678 甲班図上及現地　戦術実施に関する規定　昭和１９年２月 豊一予士校

中央-軍隊教育演習記事-679 明治４０年　特別大演習関係資料　明治４０年１１月 特別大演習統監部

中央-軍隊教育演習記事-680 機密　幹部演習参考重要数量表 野戦重砲兵第１旅団司令部

中央-軍隊教育演習記事-681 陸軍騎兵学校　陸軍自動車学校　連合演習報告　昭和２年４月 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育演習記事-682 特別大演習号音及信号　明治３６年１１月 -

中央-軍隊教育演習記事-683 特別重砲兵演習記事　全　大正１１年 -
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中央-軍隊教育演習記事-684 中少尉現地戦術記事　昭和１０年度 歩兵第７４聯隊

中央-軍隊教育演習記事-685 高知県地方　甲班現地戦術記事　昭和８年２月　高嶋少将史料 歩兵第４３連隊

中央-軍隊教育演習記事-686 大正三年度将官演習旅行両軍作戦経過概要及総評摘要 -

中央-軍隊教育演習記事-687 二十三年陸海軍大演習騎兵第１中隊第２小隊報告
陸軍騎兵少将前崎廣徳「内田廣
徳(旧姓前崎）」

中央-軍隊教育演習記事-688 内田廣徳ノート連隊教練教育計画 -

中央-軍隊教育演習記事-689 大正１４年　特別航空兵演習資料綴 陸軍航空本部

中央-軍隊教育演習記事-690 大正１４年　航空兵特別演習関係綴 寺本熊市

中央-軍隊教育演習記事-691 昭和７年　特別大演習関係資料 陸軍参謀本部（推定）

中央-軍隊教育演習記事-692 昭和７年　特別大演習北軍空地連絡に関する規定 陸軍参謀本部（推定）

中央-軍隊教育演習記事-693 地図（昭和７年）特別大演習地図（関西）浜松 陸地測量部

中央-軍隊教育演習記事-694 昭和９年度歩兵第10旅団秋季演習規定　森川史料 歩兵第10旅団長小林角太郎

中央-軍隊教育演習記事-695 昭和10年度師団対抗演習経過概要並指導要領　森川史料 第14師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-696 昭和２年度測量演習に関する指示　森川史料 普砲一

中央-軍隊教育演習記事-697 御前講演　森川史料 陸軍歩兵中尉　多木三良

中央-軍隊教育演習記事-698 大阪防空演習記事　森川史料 築山砲兵大尉

中央-軍隊教育演習記事-699 第14師団秋季師団対抗演習関連資料　森川史料 第14師団

中央-軍隊教育演習記事-700 昭和１０年度旅団　対抗演習経過概要並指導要領　森川史料 第14師団司令部

中央-軍隊教育演習記事-701
昭和１１年度第一次高等司令部　演習間に於ける飛行隊運用に
関し得たる教訓　森川史料

沼田少佐他

中央-軍隊教育演習記事-702 昭和２年特別陣地攻防演習経過の概要　森川史料 -

中央-軍隊教育演習記事-703 第１軍通信連絡規定　森川史料 -

中央-軍隊教育演習記事-704 昭和１０年度第二次司令部実設演習作戦経過の概要　森川史料 陸軍大学校

中央-軍隊教育演習記事-705 昭和１１年度第一次司令部実設演習講評　森川史料 岡部少将

中央-軍隊教育演習記事-706 気象観測実況放送資料　森川史料 -

中央-軍隊教育演習記事-707 見学者宿泊御案内　森川史料 参謀本部演習管理部

中央-軍隊教育演習記事-708 昭和１０年７月各校連合司令部実設演習講評 演習統裁官　岡部直三郎少将

中央-軍隊教育演習記事-709 大正８年１１月 陸軍特別大演習記念絵はがき 株式会社青雲堂

中央-軍隊教育演習記事-710 大正１０年１１月　特別大演習記念絵葉書 朝陽会

中央-軍隊教育演習記事-711 昭和１８～１９年超短伝播実験記事 伊藤禧正

中央-軍隊教育演習記事-712 召集佐官　図上戦術　想定　昭和３年１月 大島中佐

中央-軍隊教育幼年校-1 陸軍中央幼年学校歴史　明治２～４５年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育幼年校-2 陸軍中央幼年学校歴史　明治４４．１．７～大正１４．１２．３ 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-3 陸軍中央幼年学校履歴　明治３．５～３０．５ 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-4 陸軍中央幼年学校一覧　明治３～大正６ 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-5 陸軍中央幼年学校沿革史　明治３．４．３～大正１．１０．１ 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-6 陸軍中央幼年学校沿革史　附録　明治３．４．３～大正１．８．１ 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-7 陸軍中央幼年学校　生徒卒業人名簿　１／３　明治８～３４年 陸軍中央幼年学校
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中央-軍隊教育幼年校-8 陸軍中央幼年学校　生徒卒業人名簿　２／３　明治３６～４４年 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-9
陸軍中央幼年学校　生徒卒業人名簿　３／３　明治４５～大正８．
４

陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-10 東京陸軍幼年学校　関係写真集　昭１５年秋 -

中央-軍隊教育幼年校-11 広島陸軍幼年学校歴史　明治３０．６．１～昭和３．３．３１ 広島陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-12 広島陸軍幼年学校歴史　明治４２．１．１～昭和３．４．３０ 広島陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-13 広島陸軍幼年学校歴史　昭和１１．４．１～２０．９．１０ 広島陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-14 広島陸軍地方幼年学校沿革誌　明治３０．６．１～４２．５．１２ 広島陸軍地方幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-15 広島陸軍幼年学校　４９期生入校準備綴 広島陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-16
大阪陸軍地方幼年学校歴史　巻１　明治２９．５．１５～大正６．１
２．２９

大阪陸軍地方幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-17 大阪陸軍地方幼年学校歴史　巻２　大正７．４．１７～１１．３．３１ 大阪陸軍地方幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-18
大阪陸軍幼年学校歴史　付録　職員表　大正７．１．１～１１．３．３
１

大阪陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-19 大阪陸軍幼年学校歴史　昭和１４～２０年 大阪陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-20 大阪陸軍幼年学校歴史（別表）　昭和１４～１９年 大阪陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-21
名古屋陸軍地方幼年学校歴史　明治３０．５．１６～大正１２．３．３
１

名古屋陸軍地方幼年学校（本
部）

中央-軍隊教育幼年校-22 名古屋陸軍幼年学校　昭１４．４．１～２０．８．２９ 名古屋陸軍幼年学校（本部）

中央-軍隊教育幼年校-23 仙台陸軍幼年学校　同窓生名簿 仙台陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-24 仙台陸軍幼年学校　第４２期生写真帳　昭１３．４．１～１６．３．２５ 仙台陸軍幼年学校　第４２期生

中央-軍隊教育幼年校-25 仙台陸軍幼年学校卒業記念　写真帳（４２期）　昭１６．３ 仙台陸軍幼年学校（第４２期）

中央-軍隊教育幼年校-26 仙台陸軍幼年学校　第４３期生　写真集１／２　昭１４．４～１７．３ 仙台陸軍幼年学校（第４３期）

中央-軍隊教育幼年校-27 仙台陸軍幼年学校　第４３期生　写真集２／２　昭１４．４～１７．３ 仙台陸軍幼年学校（第４３期）

中央-軍隊教育幼年校-28 幼年学校生徒作文綴「若鷹」　昭１３．４．１２～１６．３．１０ 佐藤　好之助

中央-軍隊教育幼年校-29 陸軍幼年学校歴史資料　昭２０年 -

中央-軍隊教育幼年校-30 陸軍幼年学校概観　昭１３．５ 偕行社記事

中央-軍隊教育幼年校-31 陸軍幼年学校の生活 今村文英著

中央-軍隊教育幼年校-32 名古屋幼年学校出身者名簿　昭１０．６調 -

中央-軍隊教育幼年校-33
陸軍中央幼年学校条例　陸軍地方幼年学校条例　陸軍幼年学校
教育綱領　陸軍中央幼年学校本科教則　陸軍中央幼年学校予科
及陸軍地方幼年学校教則　大正５．６

-

中央-軍隊教育幼年校-34 訓育提要（陸軍幼年学校用）　昭和１５年改訂 -

中央-軍隊教育幼年校-35 訓育提要　陸軍幼年学校用　全　昭和２年 -

中央-軍隊教育幼年校-36
訓育提要　陸軍中央幼年学校予科及陸軍地方幼年学校用　全
大正６年

-

中央-軍隊教育幼年校-37 仙幼会名簿　昭和３３．５末現在 仙幼会

中央-軍隊教育幼年校-38 仙幼会名簿　昭和３７．８末現在 仙幼会

中央-軍隊教育幼年校-39 地方幼年学校生徒時代　図画綴　明治４４～大正３年 高嶋少将史料

中央-軍隊教育幼年校-40 第４６期　生徒人名表　昭和１７年度 熊本陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-41 陸軍中央幼年学校　本科卒業記念帖　明治４２年 -

中央-軍隊教育幼年校-42 書読文栞　陸軍幼年学校用　大正１１．３ -

中央-軍隊教育幼年校-43 仙台陸軍幼年学校　職員．卒業生名簿　大正１３．３調 -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育幼年校-44 大阪幼年学校　出身者名簿　昭和５．３調 -

中央-軍隊教育幼年校-45 大阪幼年学校　出身者名簿　昭和５．３調 -

中央-軍隊教育幼年校-46 用字便覧　昭和１０．２ 陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-47 仙台陸軍幼年学校　職員・同窓生名簿　昭和１３．４ 仙幼会

中央-軍隊教育幼年校-48 仙台幼年学校　関係職員卒業者名簿　昭和１２年３月調 -

中央-軍隊教育幼年校-49
大阪幼年学校出身者名簿（第１期～第２４期）　昭和１１年２月１日
調

-

中央-軍隊教育幼年校-50 唱歌集　巻２　大正６年 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-51 唱歌集　巻３　大正７年 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-52_2 陸軍幼年学校生徒検査列序表　明治９年 陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-53 訓育提要　附録禮法 陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-54_2 大阪陸軍地方幼年学校各種試験問題 大阪陸軍地方幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-55 関西地方修学旅行栞　（昭和１３年） 東京陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-56 東北地方修学旅行栞　（昭和１２年） 東京陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-57 相豆駿甲修学旅行栞　（昭和１１年） 東京陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-58 東京陸軍幼年学校生徒心得　昭和１１．４．１ 東京陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-59 訓育提要　(昭和９年改訂） 東京陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-60 訓育提要　附録礼法 東京陸軍幼年学校

中央-軍隊教育幼年校-61
陸軍中央幼年学校予科（東京陸軍幼年学校）卒業者（東京付近在
住者）名簿　昭和６年４月１０日調

不詳

中央-軍隊教育予科士校-1 陸軍予科士官学校歴史　明治５．５～昭和２０．８．２９ 陸軍予科士校

中央-軍隊教育予科士校-2 陸軍予科士官学校歴史（附録） 陸軍予科士校

中央-軍隊教育予科士校-3 陸軍予科士官学校歴史（附録職員表）　昭１２．４．１～２０．８．２３ 陸軍予科士校

中央-軍隊教育予科士校-4 陸軍予科士官学校地形図（朝霞）　昭１９年測図 参謀本部

中央-軍隊教育予科士校-5 陸軍予科士官学校（校令．教育綱領．仮教則）　昭１２．４印刷 陸軍予科士校

中央-軍隊教育予科士校-6 陸軍予科士官学校生徒心得　昭１９．２
陸軍予科士官学校長　牧野四
郎

中央-軍隊教育予科士校-7 振武台の教育 予科士官学校長　牧野四郎

中央-軍隊教育予科士校-8 振武台の教育 予科士官学校長　牧野四郎

中央-軍隊教育予科士校-9 陸軍予科士官学校写真帳　昭１６～１７年 -

中央-軍隊教育予科士校-10 陸士予科　第６期生　離校訓示　昭１７．６．９ 陸航士校長　木下敏

中央-軍隊教育予科士校-11 陸軍予科士官学校（校令．教育綱領）　昭１５．１１ -

中央-軍隊教育予科士校-12 生徒訓育の実際　昭１７．３ 陸軍予科士官学校　生徒隊

中央-軍隊教育予科士校-13 教官必携　昭和１８ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育予科士校-14 地理教程編纂要項（改訂第２案）　昭和１６．１２．８ -

中央-軍隊教育予科士校-15 陸軍士官学校予科訓育視察資料　昭和２年 教育総監部第２課

中央-軍隊教育予科士校-16 第６０期生徒教育細目　昭和１９．２ 陸軍予科士官学校生徒隊

中央-軍隊教育予科士校-17 第６０期生徒教育に関する指示　昭和１９．２ 陸軍予科士官学校生徒隊

中央-軍隊教育予科士校-18 改訂　第６０期生徒教育細目　昭和１９．８ 陸軍予科士官学校生徒隊



令和５年４月４日

中央-軍隊教育予科士校-19
陸軍予科士官学校．陸軍幼年学校　生徒志願者指導の参考　昭
和１６年度

教育総監部

中央-軍隊教育予科士校-20
陸軍予科士官学校．陸軍幼年学校　生徒志願者の為に　昭和１６
年度

教育総監部

中央-軍隊教育予科士校-21 皇国学要綱案　昭和１６年１２月８日　高嶋少将史料 -

中央-軍隊教育予科士校-22 第３、第４期生徒卒業成績序列名簿　昭和１３．１１～１４．１１ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育予科士校-23 第５、第６期生徒卒業成績序列表　昭和１６．３～１７．７ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育予科士校-24 陸軍予科士官学校第５８期生徒卒業成績名簿 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育予科士校-25 士官候補生入隊の為の心得 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育予科士校-26 戦場心理参考　小戦例集　第１編 陸軍士官学校 教育総監部

中央-軍隊教育予科士校-27 陸軍予科士官学校生徒心得　（昭和１３年印刷） 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育予科士校-28 大正１１年１０月　修学旅行栞　陸軍士官学校予科 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育士官校-1 陸軍士官学校歴史　明治７～大正１４年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-2 陸軍士官学校歴史　記載要領　大正１５～昭和２０年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-3 陸軍士官学校歴史　第１巻　明治７～１９年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-4 陸軍士官学校歴史　第２巻　明治２０～３０年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-5 陸軍士官学校歴史　第３巻　明治３１～３８年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-6 陸軍士官学校歴史　第４巻　明治３９～大正２年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-7 陸軍士官学校歴史　第５巻　大正３～大正５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-8 陸軍士官学校歴史　第６巻　大正６～大正７ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-9 陸軍士官学校歴史　第７巻　大正８～大正１０ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-10 陸軍士官学校歴史　第８巻　大正１１～大正１２ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-11 陸軍士官学校歴史　第９巻　大正１３～大正１４年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-12 陸軍士官学校歴史　第１０巻　大正１５～昭和４年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-13 陸軍士官学校歴史　第１１巻　昭５～８年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-14 陸軍士官学校歴史　第１２巻　昭９～１１年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-15 陸軍士官学校歴史　第１３巻　昭１２～１３年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-16 陸軍士官学校歴史　第１４巻　昭１４年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-17 陸軍士官学校歴史　第１５巻　昭１５年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-18 陸軍士官学校歴史　第１６巻　昭１６年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-19 陸軍士官学校歴史　第１７巻　昭１７～１８年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-20 陸軍士官学校歴史　第１８巻　昭１９～２０年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-21 陸軍士官学校の沿革　明治元．８～大正１２．１０ -

中央-軍隊教育士官校-22 陸軍士官学校要覧　明治元～昭和１７年　昭１６．１編 -

中央-軍隊教育士官校-23 陸軍士官学校要覧　昭１６．１編 -

中央-軍隊教育士官校-24 陸軍士官学校要覧　明治元年～昭１７．４ -

中央-軍隊教育士官校-25 陸軍士官学校略歴　明治元～昭和２０年 -

中央-軍隊教育士官校-26 輝く市ヶ谷台上の記念　昭１３．４（７６３号）偕行社記事抜萃 偕行社



令和５年４月４日

中央-軍隊教育士官校-27 市ヶ谷台の変遷　明治元～昭和３９ -

中央-軍隊教育士官校-28 相武台（座間）要図 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-29
陸軍士官学校分校　高等官職員表並業務分担表　昭１２．１０．１
現在

-

中央-軍隊教育士官校-30
１．陸軍士官学校生徒入校　卒業人員（時期）表　２．陸軍正規将
校期別　進級状況調査表

-

中央-軍隊教育士官校-31 陸軍士官学校　精神修養資料　昭１１．３ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-32 陸軍士官学校　第５０期以後　短縮教育及び生徒数等　一覧表 -

中央-軍隊教育士官校-33 陸士教育に関する創意工夫（私案）　昭和１５．１１．１２ 松崎大尉

中央-軍隊教育士官校-34 陸軍士官学校生徒及び学生心得　昭１２．３ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-35
陸軍士官学校　士官候補生訓練写真資料　昭１７．４～１９．８頃ま
で

坂部護郎（撮影）

中央-軍隊教育士官校-36 陸士第２４期生小史 -

中央-軍隊教育士官校-37 陸軍士官学校　第２９期生会会誌　昭１８年号 -

中央-軍隊教育士官校-38 第３４期生会員名簿　昭３３．４ -

中央-軍隊教育士官校-39 烈星の頌 陸軍士官学校　第５５期生会

中央-軍隊教育士官校-40 烈星の頌 陸軍士官学校　第５５期生会

中央-軍隊教育士官校-41 烈星の頌 陸軍士官学校　第５５期生会

中央-軍隊教育士官校-42 陸軍士官学校　第５６期卒業名簿　昭１７．１２ -

中央-軍隊教育士官校-43 第５６期生徒（技術）　整備演習計画　昭１８．４ 第２分科

中央-軍隊教育士官校-44 陸士第５７期同期生名簿　昭４４．１１ -

中央-軍隊教育士官校-45 陸士第５７期生会通信　昭４５．５．２３～４７．１２．１ 陸士第５７期生会

中央-軍隊教育士官校-46 七生録　昭１９．３ 陸士第５７期生

中央-軍隊教育士官校-47 相武台（任官満３０周年記念　将校第２２期生会発刊）　１／４ -

中央-軍隊教育士官校-48 相武台　任官満３０周年記念　将校第２２期生会発刊　２／４ 将校第２２期生会

中央-軍隊教育士官校-49 相武台　任官満３０周年記念　将校第２２期生会発刊　３／４ 将校第２２期生会

中央-軍隊教育士官校-50 相武台　任官満３０周年記念　将校第２２期生会発刊　４／４ 将校第２２期生会

中央-軍隊教育士官校-51 陸軍士官学校一覧　明治３７．５．５ -

中央-軍隊教育士官校-52 第３４期生会々誌　第９号　昭８．２ -

中央-軍隊教育士官校-53 陸軍士官学校出身将校　戦病死者名簿　明２７～大９ -

中央-軍隊教育士官校-54 曲礼の一斑　明３５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-55 陸軍士官学校案内　大正１２ -

中央-軍隊教育士官校-56 陸士少候第１６期学生名簿　昭１１．１１．２１卒 -

中央-軍隊教育士官校-57 詔勅集 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-58 歩兵作業教育方案　大正４．２改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-59 大正頃の陸士絵葉書 -

中央-軍隊教育士官校-60 陸軍士官学校　中華民国留学生　名簿 厚生省引揚援護局　復員局

中央-軍隊教育士官校-61 士官候補生日誌 -

中央-軍隊教育士官校-62 満洲国将校生徒志願者のために　昭和１４ 満洲帝国治安部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育士官校-63 陸軍模範器械体操写真 -

中央-軍隊教育士官校-64 本間雅晴士官候補生日誌　明治３８．７．１５～１０．１３ 本間　雅晴

中央-軍隊教育士官校-65 陸軍士官学校第５７期生　卒業写真帖 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-66 陸士各期別死没者調　昭和３６．１１以降 陸上班

中央-軍隊教育士官校-67 陸軍士官学校分校学生心得　昭和１３．５ 石関史料

中央-軍隊教育士官校-68 陸軍士官学校分校学生心得綱領 石関史料

中央-軍隊教育士官校-69 士官学校清国学生　歩兵科前期試験考科表　明治３４．１２入校 -

中央-軍隊教育士官校-70 士官校時代の諸作業綴　大正５．１２～７．５ 高嶋少将史料

中央-軍隊教育士官校-71 陸軍士官学校　第５６期生文集　昭和１７．１１ -

中央-軍隊教育士官校-72 第５０期生徒考科概要　昭和１１年 本科第３中隊長　加藤少佐

中央-軍隊教育士官校-73 学生卒業成績列次名簿　序列表　昭和１３～１５年 第１８期学生以降

中央-軍隊教育士官校-74 同窓生名簿　陸士４５期　昭和２１．３．３０ -

中央-軍隊教育士官校-75 士１期～候３１期　陸軍士官学校出身将校　戦病死者名簿 -

中央-軍隊教育士官校-76 第３６期生会々誌　第８号　昭和９．１１ -

中央-軍隊教育士官校-77 研究会記事　第１～５号　大正９．２～７月 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-78 研究会記事　第６～１０号　大正９．８～１２月 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-79 研究会記事　第１１～１６号　大正１０．１～６月 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-80 研究会記事　第７３．７４．７９．８０号　昭和３．３～１２月 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-81 研究会記事　第８１．８３．８５．８７号　昭和３．１２～４．１２ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-84 ５州行軍記事　全　明治１８年春季 士官学校生徒

中央-軍隊教育士官校-85 口演．談話．訓示．関係．小冊子集　大正３．１～１４．２ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-86 中隊教練参考　昭和１３．１１～１４．５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-87 詔勅集　昭和１５．５ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育士官校-88
陸軍士官学校　陸軍中央幼年学校　合訳　将校の本分及び義務
明治３６．１１

高橋　靜虎

中央-軍隊教育士官校-89
陸軍士官学校本科生徒課外講演第１集　東西思想比較研究　大
正１２．５

陸軍士官学校高等官集会所

中央-軍隊教育士官校-90 士官学校出身者一覧 -

中央-軍隊教育士官校-91 「己れとは」　陸軍士官学校研究会記事　特別号 -

中央-軍隊教育士官校-92 陸軍士官学校展望と入試問題正解　昭和９年 欧文社　受験総書

中央-軍隊教育士官校-93
第１６期少尉候補者　イロハ名簿及び教授班編制表　昭和１０年１
２月　現在

陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-94 陸軍士官候補生志願者学科試験　明治２６年～３１年 陸軍省教育総監部

中央-軍隊教育士官校-95
陸軍士官学校卒業人名簿　明治２３年～昭和１６年度（第１期～第
５５期）

陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-96
陸軍士官学校生徒卒業試験考科列叙表　明治４４．５～大正７．５
(第２３～３０期）

陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-97
陸軍士官学校生徒卒業成績列叙表　大正８．５～昭和１２．６(第３
１～４９期）

陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-98
陸軍士官学校生徒卒業成績列叙表　昭和１２．１２～１５．７(第５０
～５５期）

陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-99 陸士５４期、航士５４、５５期生徒卒業成績列次名簿
陸軍士官学校陸軍航空士官学
校

中央-軍隊教育士官校-100
陸軍士官学校第２４期乙種学生卒業成績列次名簿　昭和１９．８．
２７卒業

陸軍士官学校幹事



令和５年４月４日

中央-軍隊教育士官校-101 陸士第５９期生徒名簿 陸軍士官学校教授部

中央-軍隊教育士官校-102
陸軍航空士官学校第５０～５５期生徒卒業成績列次名簿　昭和１
３～１７年度

陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育士官校-103 作文参考書 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-104 陸軍士官学校　外国人留学生の所見 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-105 陸軍士官学校（校令・教育綱領） 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-106
団隊長、軍及師団参謀会同席上陸軍大臣口演要旨　於　陸軍士
官学校

陸軍大臣　宇垣一成

中央-軍隊教育士官校-107 第２５回海軍記念日に於ける江口海軍中将閣下の講演 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-108
陸士時代ノート①
野田毅陸軍少佐関連資料

野田毅

中央-軍隊教育士官校-109
陸士時代ノート②
野田毅陸軍少佐関連資料

野田毅

中央-軍隊教育士官校-110
陸軍士官学校昭和１２年度本科第４９期生徒卒業者名簿　野田毅
陸軍少佐関連史料

陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-111 陸士４９期同期生名簿　野田毅陸軍少佐関連史料 陸軍士官学校第４９期生会

中央-軍隊教育士官校-112 明治２７年７月２７日陸軍士官学校第５期士官候補生卒業人名表 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-113 皇太后陛下行啓記念写真帖　昭和１０年１０月２１日 陸軍士官学校

中央-軍隊教育士官校-114 満鮮旅行記　其の１　昭和12年4月20日～同28日 西村留一

中央-軍隊教育士官校-115 満鮮旅行記　其の2　昭和12年4月28日～5月4日 西村留一

中央-軍隊教育士官校-116 満鮮旅行記　其の3　昭和12年5月4日～12日 西村留一

中央-軍隊教育陸大校-1 昭和２０年度　陸大に関する受綴　その１ 参謀本部

中央-軍隊教育陸大校-2 昭和２０年度　陸大に関する受綴　その２ 参謀本部

中央-軍隊教育陸大校-3
陸軍大学校略歴史　１／２部中　明治１５．１１．１３～昭和１２．１
０．１８

陸上幹部学校

中央-軍隊教育陸大校-4 陸軍大学校略歴史　２／２部中 陸上幹部学校

中央-軍隊教育陸大校-5 陸軍大学校教育綱領　明治４０．６ 参謀本部

中央-軍隊教育陸大校-6 陸軍大学校卒業式参考書　大正１３年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-7 陸軍大学校卒業式参考書　昭１２年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-7_2 陸軍大学校卒業式参考書　昭１２年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-8 陸軍大学校卒業者名簿　昭１１．８．１０ 参謀本部

中央-軍隊教育陸大校-9 陸軍大学校卒業者名簿　昭１９．１２調 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-10 陸軍大学校卒業者名簿　昭１９．１２調 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-11 陸軍大学校卒業者名簿　昭１９．１２月調 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-12 陸軍大学校卒業者名簿　昭１９．１２月調 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-13 陸軍大学校卒業者人名簿　Ｓ２０．８．６調 第１復員局

中央-軍隊教育陸大校-13_2 陸軍大学校卒業者人名簿　Ｓ２０．８．６調 第１復員局

中央-軍隊教育陸大校-14 陸軍大学校卒業者人名簿　Ｓ２０．８．６調 第１復員局

中央-軍隊教育陸大校-15 陸軍大学校各学年日課予定表　昭１６年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-16 陸大第５４期　学生作業従軍所見蒐録　昭１５ 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-17 陸大第５５期　学生作業従軍所見蒐録　昭１５ 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-18 陸大教育関係印刷物綴 森大佐



令和５年４月４日

中央-軍隊教育陸大校-19 陸軍大学校卒業式参考書　陸大略歴史・同名簿　昭５年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-19_2 陸軍大学校卒業式参考書　昭５年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-20 陸軍大学校卒業式参考書　昭１２年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-21 陸軍大学校卒業者名簿　第１～２６期　大正３．１１．１調 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-22 陸軍大学校卒業者人名簿　昭１９．１２．２０調 参謀本部

中央-軍隊教育陸大校-23 陸軍大学校卒業者人名簿　Ｓ２０．８．６調 第１復員局

中央-軍隊教育陸大校-24 陸軍大学校卒業者名簿（４０期迄）　昭３年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-25 陸軍大学校授業予定計画表　昭１１年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-26 輜重勤務筆記　大１２ 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-27 陸大軍制学講義録　大正１５年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-28 タンネンベルグ附近の会戦　１９１４年（大正３年） 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-29
現役将校の現況（昭１４）と昭和１７年における予想　陸大出身佐
尉官の現況（昭１４）

-

中央-軍隊教育陸大校-30 兵要地学 板垣少佐

中央-軍隊教育陸大校-31 フリードリヒ大王と７年戦争　昭和１７．１ 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-32 フリードリヒ大王と７年戦争　昭和１７．１ 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-33 陸軍大学校卒業者名簿　昭和１９．１２調 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-34 陸大校専科学生候補者　初審試験問題　昭和１７～１８年度 -

中央-軍隊教育陸大校-35 永久築城学講授録　第１巻（国境築城）　昭和１１年
陸軍大学校　濱田少佐講述　神
史料／東京

中央-軍隊教育陸大校-36 戦術作業（８枚） 荒木歩兵少尉（荒木史料）

中央-軍隊教育陸大校-37 図上戦術作業　明治３５．１２～３６．５
陸軍大学１学年　荒木中尉（荒
木史料）

中央-軍隊教育陸大校-38 図上戦術作業（其の２）　明治３６年
陸大校１学年荒木中尉（荒木史
料）

中央-軍隊教育陸大校-39 秋季野外戦術実施　明治３９年 第２学年荒木大尉（荒木史料）

中央-軍隊教育陸大校-40 校内戦術作業　明治４０年 第２学年荒木大尉（荒木史料）

中央-軍隊教育陸大校-41 砲兵隊附　夏季作業　明治３９．１０ 荒木大尉（荒木史料）

中央-軍隊教育陸大校-42 駱駄山堡塁団工事計画 荒木大尉（荒木史料）

中央-軍隊教育陸大校-43 海城要塞攻撃計画図 荒木大尉（荒木史料）

中央-軍隊教育陸大校-44 校内戦術作業 第３学年　荒木大尉

中央-軍隊教育陸大校-45 校内戦術作業　明治３９．１２～４０．３ 第３学年　荒木大尉

中央-軍隊教育陸大校-46 参謀勤務作業　明治４０年
歩兵大尉　荒木貞夫（荒木史
料）

中央-軍隊教育陸大校-47 乙種学生名簿　昭和１１年度 -

中央-軍隊教育陸大校-48 陸軍大学校卒業者人名表（現役）　昭和２０．８現在 参謀本部調製

中央-軍隊教育陸大校-49 冬期作業草案　明治３４年度 荒木中尉（荒木史料）

中央-軍隊教育陸大校-50 校内戦術作業　明治４０．４
歩兵大尉　荒木貞夫（荒木史
料）

中央-軍隊教育陸大校-51 西軍枝隊本隊露営略図
乙第９教授班　荒木大尉（荒木
史料）

中央-軍隊教育陸大校-52 日露戦史講授録　附図・附表（２０葉）　明治３９．１１ 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-52_2 日露戦史購授録付図付表 陸軍大学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育陸大校-53 日露戦史講授録　鈴木騎兵中佐口述　明治３９．１１ 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-54 遼陽沙河戦史講授録　第１巻　鈴木荘六口述　明治３９．１２ 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-55 遼陽沙河戦史講授録　第２巻　鈴木荘六口述　明治３９．１２ 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-56 遼陽沙河戦史講授録　第３巻　鈴木荘六口述　明治３９．１２ 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-57 遼陽沙河戦史講授録　附表．附図　明治３９．１２ 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-58 日露戦史（１）　日露両軍の作戦　計画及び開戦　大正１２年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-59 日露戦史（２）　開戦より鳳凰城岫巖　得利寺の占領　大正１２年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-60 日露戦史（５）　奉天会戦及同会戦役の情況　大正１２年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-61 日露戦史　附録　大正１２年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-62 日露戦史講義録　廣瀬歩兵中佐述　大正１２年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-63 日露戦史講義録　附録　廣瀬歩兵中佐述　大正１２年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-64
日露戦役初期に於ける陸海軍の協同作戦（陸大卒業式に於ける
講演）　大正１５．１２

後藤大尉

中央-軍隊教育陸大校-65 戦史雑編 -

中央-軍隊教育陸大校-66 野戦築城学（原則．応用） 難波中尉

中央-軍隊教育陸大校-67
高級副官より入校学生及　専科学生に与える細部の注意　昭和１
５．１２

陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-68 陸軍大学校受験の参考　昭和１７．９ 畦地少佐

中央-軍隊教育陸大校-69 徴兵に付て　大正１３．３．２１
歩兵第３３連隊長　陸軍歩兵大
佐　堀吉彦

中央-軍隊教育陸大校-70 陸軍大学校生活行事（１）　自昭和８年　至昭和１０年末 陸軍砲兵大尉　森川時夫

中央-軍隊教育陸大校-71 陸軍大学校生活行事（２）　自昭和１０年１２月　至昭和１１年１１月 陸軍砲兵大尉　森川時夫

中央-軍隊教育陸大校-72 陸大卒業者名簿　昭和８年～１６年 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-73 陸軍大学校令　昭和８年４月 -

中央-軍隊教育陸大校-74 陸軍大学校及専科学生採用規則　昭和８年４月 -

中央-軍隊教育陸大校-75 陸大第３７期生会会員名簿　昭和１４年１２月現在　高嶋少将史料 陸大第３７期生会

中央-軍隊教育陸大校-76
陸軍大学校卒業者名簿　含．大正１４年陸軍大学校卒業式参考
書．陸軍士官学校予科第２０期卒業生徒人名表

陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-77 戦術研究資料　陸軍歩兵大尉寺本熊市 陸軍大学校寺本熊市

中央-軍隊教育陸大校-78 陸軍大学校卒業者名簿同成績表　明治４３．１１調 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-79 陸軍大学校卒業者名簿　昭和８．８．５調 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-80 将帥の徳に就て　軍隊統率の本義に就て　森川史料 陸軍大学校卒業式講演

中央-軍隊教育陸大校-81 寡を以て衆に対する作戦に就て　森川史料 陸軍少佐寺尾務

中央-軍隊教育陸大校-82 戦時統帥の遂行に影響を及す素因に就て　森川史料 陸軍歩兵大尉高橋啓治

中央-軍隊教育陸大校-83
昭和13年度第2学年飯村少将講述　戦史上より観たる服務教育
森川史料

陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-84 戦略の概念　森川史料 村上少将

中央-軍隊教育陸大校-85 戦術研究参考　森川史料 -

中央-軍隊教育陸大校-86 兵語の解　森川史料 陸軍大学校研究部

中央-軍隊教育陸大校-87 軍兵種　歩・騎・砲・航空　図上戦術 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-88 陸軍重砲兵学校修得　昭和９年 陸軍重砲兵学校森川大尉
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中央-軍隊教育陸大校-89
永久築城学講授録第２巻（海岸築城の部）昭和９年度第2学年濱
田工兵大尉講述　森川史料

陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-90 昭和９年度第三次参謀演習旅行記事　森川史料 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-91 陸軍大学校学生に対する講話資料　森川史料 騎兵集団司令部

中央-軍隊教育陸大校-92
昭和１０年度佐々木中佐述　ソ波戦史　ガイ騎兵第３軍団　森川史
料

-

中央-軍隊教育陸大校-93
フリードリヒ大王戦史　学生所見摘録　森川史料　昭和１１年度第
３学年

陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-94 対ソ戦師団及び連大隊の戦闘（研究）　森川史料 -

中央-軍隊教育陸大校-95 自大正８年至昭和８年調査研究概見表　森川史料 軍用鳩調査委員

中央-軍隊教育陸大校-96 移動鳩通信準備訓練法の研究実施報告　森川史料 軍用鳩調査委員常任理事

中央-軍隊教育陸大校-97 野戦鳩隊勤務令案　森川史料　昭和９年９月１３日 軍用鳩調査委員

中央-軍隊教育陸大校-98 司令部実設演習　森川史料　昭和９年７月中旬 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-99 昭和１０年度第一次対ソ戦司令部活動図演資料　森川史料 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-100 昭和１０年度第一次司令部実設演習想定講評　森川史料 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-101 陸地測量部事業の梗概　附測量標の保護に就て　森川史料 陸地測量部

中央-軍隊教育陸大校-102 射撃計画作製に就て　森川史料 小池中佐

中央-軍隊教育陸大校-103 戦史講義録(日露戦史）昭和１７年度第１０期専科 本郷中佐

中央-軍隊教育陸大校-104 大正３年陸軍大学校卒業証書授与式参考書 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-105 昭和９年陸軍大学校及専科学生候補者再審試験受験心得 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-106 兵要気象学講授録（陸軍大学校学生教育用） 桒塚城

中央-軍隊教育陸大校-107 作戦の転機に処する統帥に就て 近藤伝八

中央-軍隊教育陸大校-108 昭和２０年６月９日　陸軍大学校選抜試験問題 陸軍大学校

中央-軍隊教育陸大校-109 陸軍大学校課外講演集　第一輯 陸軍大学校将校集会所

中央-軍隊教育陸大校-110 従軍所見集録　昭和１５年 陸軍大学校第５４期学生

中央-軍隊教育陸大校-111 石田大佐著『欧州大戦史ノ研究』第5巻に拠る地図付録戦場図 石井正美　講述

中央-軍隊教育陸大校-112 戦史に基く方面軍統帥の研究　昭和16年3月 四手井綱正

中央-軍隊教育陸大校-113 四手井少将講述　戦争指導　昭和16年 四手井綱正

中央-軍隊教育陸大校-114 四手井少将講述　戦争指導　付図　昭和16年 四手井綱正

中央-軍隊教育陸大校-115 昭和16前後に於ける兵学断章　陸軍大学校 陸軍大学校研究部

中央-軍隊教育陸大校-116
支那事変初期に於ける北支那方面軍の作戦に関する研究　昭和
16年1月

閑院宮春仁王

中央-軍隊教育諸学校-1 陸軍軍医学校５０年史　昭１１．１１月 陸軍軍医学校

中央-軍隊教育諸学校-2 陸軍経理学校５０年史　上巻　１／３分冊 陸軍経理学校

中央-軍隊教育諸学校-3 陸軍経理学校５０年史　上巻　２／３分冊 陸軍経理学校

中央-軍隊教育諸学校-4 陸軍経理学校５０年史　上巻　３／３分冊 陸軍経理学校

中央-軍隊教育諸学校-5 陸軍経理学校５０年史　下巻　１／２分冊 陸軍経理学校

中央-軍隊教育諸学校-6 陸軍経理学校５０年史　下巻　２／２分冊 陸軍経理学校

中央-軍隊教育諸学校-8 陸軍経理学校　昭１９．１２．１５ 陸軍経理学校

中央-軍隊教育諸学校-9 陸軍砲工学校沿革誌　明治２２．５～３１．４ 陸軍砲工学校
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中央-軍隊教育諸学校-10 陸軍砲工学校歴史（明治編）　明治２２．５．３１～大正１．１２．２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育諸学校-11 陸軍砲工学校歴史（昭和編）　昭和２．１．６～１５．１２．２７ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育諸学校-12 陸軍砲工学校教育略史　附録　明治３１．１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育諸学校-13 陸軍中野学校 福本亀治　鈴木勇雄

中央-軍隊教育諸学校-14 戸山学校歴誌 教育総監部

中央-軍隊教育諸学校-15 陸軍戸山学校に関する一研究
日本大学人文科学研究所教授
木下秀明

中央-軍隊教育諸学校-16 戸山学校学生数に関する研究
日本大学人文科学研究所教授
木下秀明

中央-軍隊教育諸学校-17 陸軍戸山学校略史 発行　鵜沢尚信

中央-軍隊教育諸学校-18
陸軍諸学校歴史　仙台陸軍教導学校　陸軍予備士官学校　豊橋
予備士官学校　仙台陸軍幼年学校

-

中央-軍隊教育諸学校-19
陸軍諸学校資料　１．千葉陸軍戦車学校　２．千葉陸軍高射学校
及び赤徳陸軍　高射教育隊　３．東京陸軍少年通信兵学校　４．同
上

-

中央-軍隊教育諸学校-20 陸軍通信学校歴史資料 -

中央-軍隊教育諸学校-21 陸軍通信学校研究報告（１） 陸軍通信学校

中央-軍隊教育諸学校-22 陸軍通信学校研究報告（２） 陸軍通信学校

中央-軍隊教育諸学校-23 陸軍通信学校研究報告（３） 陸軍通信学校

中央-軍隊教育諸学校-24 陸軍歩兵学校状況説明書 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育諸学校-26 陸軍工兵学校歴史資料 陸軍工兵学校

中央-軍隊教育諸学校-27 千葉陸軍高射学校　学校経緯説明資料 千葉陸軍高射学校

中央-軍隊教育諸学校-28 千葉陸軍高射学校　赤穂陸軍高射教育隊歴史資料
千葉陸軍高射学校　赤穂陸軍
高射教育隊

中央-軍隊教育諸学校-29 陸軍機甲整備学校　状況説明書　昭２０．９．１ 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育諸学校-30 陸軍習志野学校状況報告　昭１３．３
陸軍習志野学校校長　鈴木重
康

中央-軍隊教育諸学校-31 陸軍憲兵学校要覧　昭１９．１ 陸軍憲兵学校

中央-軍隊教育諸学校-32
豊橋．前橋陸軍予備士官学校　陸軍戸山学校　陸軍習志野学校
陸軍輜重兵学校　陸軍通信学校　状況説明書

第１復員局

中央-軍隊教育諸学校-33 陸軍少年戦車兵学校　状況説明資料　昭２０．９．５ 陸軍少年戦車兵学校

中央-軍隊教育諸学校-34 東京陸軍少年通信兵学校　教育細目　昭２０ 第１復員局

中央-軍隊教育諸学校-35 陸軍重砲兵学校回顧史　創立５０周年記念 -

中央-軍隊教育諸学校-36 陸軍工兵学校史　其の１　大正８．４～１５．１２ -

中央-軍隊教育諸学校-36_2 陸軍工兵学校史　其の２　昭和２．１～１１．１２ -

中央-軍隊教育諸学校-36_3 陸軍工兵学校史　其の３　昭和１２．２～２０．８ -

中央-軍隊教育諸学校-37 陸軍輜重兵学校歴史　昭１５．１１．２７～２０．８．３０ 陸軍輜重兵学校

中央-軍隊教育諸学校-38 陸軍重砲兵学校回顧史　昭１４．３．１ 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育諸学校-39 陸軍砲工学校略史　明治２３．１２～昭和６ -

中央-軍隊教育諸学校-40 陸軍工科学校教則　昭７．１．２８印刷 -

中央-軍隊教育諸学校-41
陸軍予備士官学校　陸軍諸学校　幹部候補生隊　教育綱領　昭１
４．９

教育総監部

中央-軍隊教育諸学校-42 陸軍高射学校歴史　昭１３～２０ 陸軍高射学校

中央-軍隊教育諸学校-43 陸軍戸山学校の体育 日本大学教授　木下秀明

中央-軍隊教育諸学校-44 陸軍通信学校調査部　留置書類綴　昭和２～１２年 陸軍通信学校　調査部
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中央-軍隊教育諸学校-45 習志野学校参考資料 -

中央-軍隊教育諸学校-46 眞崎教育総監訓話綴　昭９．１．２７ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育諸学校-47 学徒隊長教育資料綴 -

中央-軍隊教育諸学校-48 騎兵学校幹部候補生（７期）回想録 -

中央-軍隊教育諸学校-49 習志野練兵場写真 -

中央-軍隊教育諸学校-50 陸軍歩兵学校略歴 -

中央-軍隊教育諸学校-51 書読文栞　昭和７年 仙台陸軍教導学校

中央-軍隊教育諸学校-52 清国陸軍学生教授学術課程表　明治３５．７～３６．７ -

中央-軍隊教育諸学校-53 清国陸軍学生卒業試験成績表　明治３５．７～３６．７ 成城学校

中央-軍隊教育諸学校-54
清国学生に関する書類（振武学校）　１．学期試験成績表（明治３６
年１２月）　２．第１期卒業試験成績表（明治３７年３月）　３．振武学
校一覧表（明治３８年１２月）

小山史料

中央-軍隊教育諸学校-55 陸軍重砲兵射撃学校　教導大隊教育計画　明治４４．８～１１ -

中央-軍隊教育諸学校-56 研究計画　昭和１５～１６年 戦車学校

中央-軍隊教育諸学校-57 空中写真判読の参考　昭和１８．５ 陸軍工兵学校

中央-軍隊教育諸学校-59 大隊長、一般中隊長、作業学生習志野廠営記事　昭和１７年度 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育諸学校-60 新京附近物資蒐集見込数量表　昭和１０．７ 陸軍経理学校

中央-軍隊教育諸学校-61 陸軍経理学校　生徒心得　大正７年改訂 -

中央-軍隊教育諸学校-62 諸会議に関する綴　別冊　昭和１５～１６年 諸学校

中央-軍隊教育諸学校-63 昭和２０年度甲種幹部候補生　特別教育細目表　昭和２０．１ 甲第１４２１部隊

中央-軍隊教育諸学校-64 砲兵火力体系に関する研究（第１案）　昭和１５．６ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育諸学校-65 砲兵火力体系研究参考資料　第２集　昭和１５．３ 野戦砲兵学校

中央-軍隊教育諸学校-66 火力体系研究参考資料　第１集抜萃　昭和１５．６ 野戦砲兵学校

中央-軍隊教育諸学校-67 火力体系研究参考資料　第３集　昭和１５．６ 野戦砲兵学校

中央-軍隊教育諸学校-68 佐官学生綴　昭和１８．３ 高嶋少将史料

中央-軍隊教育諸学校-69 要塞戦史　第１部第２版　大正３．４ 陸軍砲工学校長

中央-軍隊教育諸学校-70 陸軍砲工学校仮教則 -

中央-軍隊教育諸学校-71 砲工学校沿革誌　明治３４～３６年 陸軍教育史第０９巻資料其２

中央-軍隊教育諸学校-72 校内月報（第２号）　大正８．６ 陸軍歩兵学校研究部

中央-軍隊教育諸学校-73 校内月報（第７号）　大正９．１ 陸軍歩兵学校研究部

中央-軍隊教育諸学校-74
陸軍歩兵学校召集佐官及甲種学生見学時行う体操計画　昭和
８．３

陸軍戸山学校

中央-軍隊教育諸学校-75 第５０回創立記念日記念帖　昭和１０．４ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育諸学校-76 陸軍諸学校教育計画 -

中央-軍隊教育諸学校-77 大正２年度学生教育計画　大正１．１１ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育諸学校-78 意見綴　大正１１～昭和５年 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育諸学校-79 調査研究に関する書類綴　昭和２～９年度 陸軍通信学校

中央-軍隊教育諸学校-80 昭和１１年度　甲種学生学術科　授業要領　昭和１０．１１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育諸学校-81 兵器学校校外実習綴　昭和１５年 -
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中央-軍隊教育諸学校-82 教育総監部実施の研究部主事会同　関係書類綴　昭和１８．４ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育諸学校-83 服務規定　昭和１９．１２ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育諸学校-84 野戦砲兵学校諸資料綴　昭和１０～１１年 細川大佐

中央-軍隊教育諸学校-85 昭和１０年度　研究経過の概要　昭和１１．４ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育諸学校-86
赤軍の素質編制装備並に戦法に関する設想　昭和６年度　学生
用

陸軍歩兵学校教育部

中央-軍隊教育諸学校-87 教練手帳 豊橋第１陸軍予備士官学校

中央-軍隊教育諸学校-88 トヨタ自動車工業株式会社実習細部計画 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育諸学校-89
日本陸軍実施学校及其の他　陸軍諸学校に関する出向書に関す
る第２次回答　別冊　昭和２０．２．２０～２０．９．２１

１復史料

中央-軍隊教育諸学校-90
笹川付近　第１２期甲種幹部候補生　現地教育記事　昭和２０年３
月

幹部候補生隊第２中隊

中央-軍隊教育諸学校-91 一般事務に関する永久書類綴　大正１３年～昭和２０年 歩兵学校本部

中央-軍隊教育諸学校-92 施設概要　昭和７年８月 名古屋市松枝青年訓練所

中央-軍隊教育諸学校-93 対支那軍戦闘法の研究　昭和８年１月 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育諸学校-94 対支那軍戦闘法の研究　昭和８年１月 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育諸学校-95 陸軍重砲兵学校職員人名表　昭和９年９月２０日 -

中央-軍隊教育諸学校-97 剣術教範詳解　昭和１０年 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育諸学校-98 陸軍歩兵学校図 -

中央-軍隊教育諸学校-99 陸軍砲工学校教育資料　明治３０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育諸学校-100 陸軍造兵廠技能者養成所　教育提要 陸軍兵器本部

中央-軍隊教育諸学校-101 馬検査連名簿　昭和１７年１０月１３日 陸軍科学学校

中央-軍隊教育諸学校-102 馬事調査報告　大正８年、１０年 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育諸学校-103 歩兵佐官召集記事　全　大正８年３月 -

中央-軍隊教育諸学校-104
久留米第１陸軍予備士官学校　第１１期生（第４中隊区隊別人名
簿）昭和１９年５月１日入校

第四中隊長　永井儀右ェ門

中央-軍隊教育諸学校-105 陸軍軍医学校第１６期乙種　学生在校記念アルバム -

中央-軍隊教育諸学校-106
砲兵中隊長　学生身上調査一覧表　昭和１８年度第２次　高嶋少
将史料

-

中央-軍隊教育諸学校-107
歩兵中隊長　学生身上調査一覧表　昭和１８年度第１次　高嶋少
将史料

-

中央-軍隊教育諸学校-108 戦用品整備に関する参考　住谷悌史資料 -

中央-軍隊教育諸学校-109 陸軍重砲兵射撃学校教導大隊教育方針 陸軍重砲兵射撃学校教導大隊

中央-軍隊教育諸学校-110 測高機に依る測高（距）に就て
陸軍防空学校浜松分教所生徒
隊

中央-軍隊教育諸学校-111 測高機関連史料 陸軍防空（高射）学校

中央-軍隊教育諸学校-112 附録 八高教練の参考観測の部　細部説明 陸軍防空（高射）学校

中央-軍隊教育諸学校-113 電波兵器参考資料（１） 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育諸学校-114 電波兵器参考資料（２） 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育諸学校-115 電波兵器参考資料（３） 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育諸学校-116 陸軍兵器学校教育関連資料 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育諸学校-117 超短波機器 伊藤禧正

中央-軍隊教育諸学校-118 昭和１７年英国電波標定機 伊藤禧正



令和５年４月４日

中央-軍隊教育諸学校-119 昭和１４～１５年国際無線、水力発電 伊藤禧正

中央-軍隊教育諸学校-120 砲兵写真判読参考書　昭和１９年２月 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育諸学校-121 陸軍軍医学校沿革梗概　昭和１１年１１月７日 陸軍軍医学校

中央-軍隊教育諸学校-122 兵器勤務参考 山本勇

中央-軍隊教育諸学校-123 陸軍兵器学校生徒のノート「資料　ペニシリン関係」 山本勇

中央-軍隊教育諸学校-124 陸軍兵器学校生徒の手帳　昭和19年10月～20年2月3日 山本勇

中央-軍隊教育諸学校-125 陸軍兵器学校第5期鍛工生徒第1学年後期期末試験問題 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育典範各令各種-1 諸勤務令綴　大正７．８．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-2 戦時補充令　大正３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-3 戦時補充令　第１草案　明３４．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-4 戦時補充令　第２草案 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-5 戦時補充令 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-6 戦時補充令草案　第２案　明治３５．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-7 戦時衛生勤務令　明治２７．６ 兵站総監　川上操六

中央-軍隊教育典範各令各種-8 戦時衛生勤務令　昭５．１０．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-9 戦時経理部勤務令　昭９．５．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-10 予備馬廠勤務令草案　第１案　明治３５．６．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-11 予備馬廠勤務令草案 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-12 予備馬廠勤務令　第３案　明治３５．９．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-13 戦時兵器勤務令　昭１７．６．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-14 戦時高等司令部勤務令　昭４．２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-16 補充馬廠勤務令 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-17 補充馬廠勤務令　第１案 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-18 補充馬廠勤務令　明治３５．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-19 禁闕守衛勤務令　明治４４．４．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-20 禁闕守衛勤務令　明治４４．４．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-21 禁闕守衛勤務令　明治４４．４．４ -

中央-軍隊教育典範各令各種-22 禁闕守衛勤務令施行　細則附録　昭４．１２．２７ 近衛師団司令部　調査

中央-軍隊教育典範各令各種-23 野戦監督部勤務令　明２７．７．２１ 兵站総監　川上操六

中央-軍隊教育典範各令各種-24 野戦監督部勤務令　明治２７．７ 兵站総監　川上操六

中央-軍隊教育典範各令各種-25 船舶輸送勤務令　明治３５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-26 船舶輸送勤務令　明治３５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-27 船舶輸送勤務令　明治３５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-28 架橋縦列勤務令草案 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-29 架橋縦列勤務令 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-30 架橋縦列勤務令草案　明２６．２ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範各令各種-31 橋梁縦列勤務令　明２８．５．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-32 架橋縦列勤務令　明治３１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-33 架橋縦列勤務令　明治３５．７．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-34 架橋縦列勤務令　明治３５．９．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-35 野戦兵器廠勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-36 野戦兵器廠勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-37 野戦兵器本廠勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-38
野戦兵器廠勤務令（第１案～第４案）　野戦兵器本廠勤務令（第１
草案～第３草案）　明治３３．７．２５～８．３０

編制主任

中央-軍隊教育典範各令各種-39 衛戌令．衛戌勤務令　明治４３．３．１８ -

中央-軍隊教育典範各令各種-40 輜重監視隊勤務令 編制班

中央-軍隊教育典範各令各種-41 輜重監視隊勤務令草案　明治２６．１１ 編制班

中央-軍隊教育典範各令各種-42 輜重監視隊勤務令　明治３５．９ 編制班

中央-軍隊教育典範各令各種-43 陸軍監獄令施行細則　明治４１．９ -

中央-軍隊教育典範各令各種-44 戦時輜重兵大隊勤務令草案　明治２６．２ 柴大尉

中央-軍隊教育典範各令各種-45 戦時輜重兵大隊勤務令 柴大尉

中央-軍隊教育典範各令各種-46 戦時輜重兵大隊勤務令　明治３１．２ 柴大尉

中央-軍隊教育典範各令各種-47 戦時輜重兵大隊勤務令草案　明治３５．５ 柴大尉

中央-軍隊教育典範各令各種-48 野戦金櫃部勤務令　明治２７．７ 兵站総監　川上操六

中央-軍隊教育典範各令各種-49 野戦糧餉部勤務令　明治２７．７ -

中央-軍隊教育典範各令各種-50 臨時台湾鉄道隊勤務令　明治２８．８．２５ 陸軍大臣　大山巌

中央-軍隊教育典範各令各種-51 臨時鉄道隊勤務令　明治２８．５．９ 陸軍次官　兒玉源太郎

中央-軍隊教育典範各令各種-52 臨時軽便鉄道隊勤務令　明治２８．５．９ 陸軍次官　兒玉源太郎

中央-軍隊教育典範各令各種-53 野戦電信隊　勤務令草案　明２６．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-54 野戦砲廠勤務令草案　明２６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-55 兵站司令官職務研究記事　明治３６．１１ 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-56 勤務令草案（第３案）　明３５．９ 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-57 勤務令改正案　陸軍省　教育総監部　意見 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-58 兵站勤務令　全　明３３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-59 戦時高等司令部勤務令　全 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-60 戦時高等司令部勤務令　全 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-61 戦時高等司令部勤務令 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-61_2 戦時高等司令部勤務令　昭４．２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-62 戦時高等司令部勤務令　全 -

中央-軍隊教育典範各令各種-63 兵站勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-64 兵站勤務令　全 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-65 兵站勤務令 -
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中央-軍隊教育典範各令各種-66 兵站弾薬縦列勤務令　明治３５ -

中央-軍隊教育典範各令各種-67 兵站弾薬縦列勤務令草案（第１案）　明治３５．７．５ 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-68 兵站弾薬縦列勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-69 戦時弾薬補給令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-70 戦時弾薬補給令　明治３５．７ 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-71 戦時弾薬補給令 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-72 戦時弾薬補給令 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-73 戦時弾薬補給令 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-74 弾薬大隊勤務令草案　明治２５．９ -

中央-軍隊教育典範各令各種-75 弾薬大隊勤務令草案 -

中央-軍隊教育典範各令各種-76 弾薬大隊勤務令 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-77 弾薬大隊勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-78 兵站糧食縦列勤務令草案 -

中央-軍隊教育典範各令各種-79 兵站糧食縦列勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-80 集積倉庫勤務仮規則　明治２７．６．７ -

中央-軍隊教育典範各令各種-81 野戦電信隊及兵站電信　輜重勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-82 衛戌勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-83 砲廠監視隊勤務令草案 -

中央-軍隊教育典範各令各種-84 鉄道輸送勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-85 軍事鉄道輸送規則 -

中央-軍隊教育典範各令各種-86 臨時軍用貨物鉄道輸送手続　明治２７．６．１５ 兵站総監　川上操六

中央-軍隊教育典範各令各種-87 船舶運輸事務仮規則　明２７．６．６ 兵站総監　川上操六

中央-軍隊教育典範各令各種-88 船舶輸送事務仮規則追加　明２８．３．１６ 川上　操六

中央-軍隊教育典範各令各種-89 野戦郵便取扱規則 -

中央-軍隊教育典範各令各種-90 軍事郵便規則　明治２７．６ -

中央-軍隊教育典範各令各種-91 野戦郵便為替貯金関係規程綴 逓信省

中央-軍隊教育典範各令各種-92 野戦兵器本廠勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-93 野戦砲廠勤務令草案 -

中央-軍隊教育典範各令各種-94 船舶輸送勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-95 野戦兵器廠勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-96 輜重監視隊勤務令草案 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-97 輜重監視隊勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-98 戦時輜重兵大隊勤務令草案 -

中央-軍隊教育典範各令各種-98_2 戦時輜重兵大隊勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-99 運送船便乗券附与及便乗者取扱規定　明２８．１１ -

中央-軍隊教育典範各令各種-100 架橋縦列勤務令草案 -
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中央-軍隊教育典範各令各種-101 架橋縦列勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-102 戦時会計部服務規則　明治１８．１ -

中央-軍隊教育典範各令各種-103 陸軍糧秣予備倉庫編制　明治２７．７ -

中央-軍隊教育典範各令各種-104 陸軍糧秣予備倉庫勤務仮規則　明治２７．７．２５ -

中央-軍隊教育典範各令各種-105 野戦軍糧秣調達及補給仮規則　明治２７．６．１４ 兵站総監　川上操六

中央-軍隊教育典範各令各種-106 貨物廠勤務仮規則　明治２７．６ -

中央-軍隊教育典範各令各種-107 陸軍戦時給与規則　明治２７．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-108 戦時軍用電信隊規則　明治１８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-109 陸海軍雇員等死傷手当金給与の件　その他　明治２７．７ -

中央-軍隊教育典範各令各種-110 戦時弾薬補給法　明治２６．２ 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-111 野戦弾薬廠勤務書草案 -

中央-軍隊教育典範各令各種-112 仏国戦時弾薬補給令 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-113 戦時輜重勤務書草案 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-114 陸軍喇叭譜　昭５．１２．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-115 航空部隊地上勤務令　昭１３年　軍令陸乙第２５号 -

中央-軍隊教育典範各令各種-116 航空部隊　地上勤務令　昭１９年 第２飛行師団長　山瀬昌雄

中央-軍隊教育典範各令各種-117 衛戌令　衛戌勤務令　昭１２．４．２８ -

中央-軍隊教育典範各令各種-118 野外要務令草案　明治２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-119 野外要務令草案　明治２２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-119_2 野外要務令草案　全　明治２２．１０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-120 野外要務教科書　明治２３．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-121 野外要務令　全 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-122 野外要務令　全 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-123 野外要務令　全 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-124 野外要務令 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-125 野外要務令　明治３３．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-126 野外要務令　明３３ -

中央-軍隊教育典範各令各種-127 野外要務令 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-128 野外要務令改正理由書　明治４０．１０．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-129 野外要務令　明４０．１０．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-130 野外要務令　明治４０．１０．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-131 野外要務令　明治４０．１０．１９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-132 陣中要務令　大正３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-133 陣中要務令　大７．９．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-134 陣中要務令　大８．２．１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-135 陣中要務令　大１３．５ 参謀本部
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中央-軍隊教育典範各令各種-136 陣中要務令　大１３．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-137 陣中要務令　大１３．８．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-138 陣中要務令　大１３．９．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-138_2 陣中要務令改正案　大正１２．７ 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-139 陣中要務令　大１３．９．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-140 陣中要務令　大１３．８．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-141 陣中要務令　大１３．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-142 陣中要務令　大１３．９．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-143 陣中要務令　大１３．８．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-144 陣中要務令　昭４．３．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-145 陣中要務令 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-146 陣中要務令案に対する意見集　大３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-147 陣中要務令改正案　昭１０．５ 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-148 陣中要務令改正案　附録　昭１０．６ 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-149 陣中要務令改正案　附録　昭１０．６ 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-150 陣中勤務の参考　昭１５．４．１ -

中央-軍隊教育典範各令各種-151 陣中勤務の参考　昭１７．５ 日本軍用図書

中央-軍隊教育典範各令各種-152 野外要務重要数量集案　明４１．２．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-153 従軍兵士の心得　第３号　陣中勤務　昭１４．３ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-154 陣中軌典　第１版草案　前編　明２１．６ -

中央-軍隊教育典範各令各種-155 戦闘綱要草案　大正１５．６．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-156
特　（１）戦闘綱要編纂理由書　（２）戦闘綱要の制定並砲兵操典
の改定に伴う軍隊の教育訓練に関する教育総監部本部長口演要
旨　昭４．１

教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-157 戦闘綱要　昭４．２．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-158 戦闘綱要　昭４．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-159 戦闘綱要　昭６．８．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-160 戦闘綱要　砲兵操典　昭４．２．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-161 戦闘綱要　昭５．１２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-162 戦闘綱要　昭４．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-163 将校必携　作戦綱要　全　大正３．１０．１２ -

中央-軍隊教育典範各令各種-164 戦闘綱要編纂理由書　昭４．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-165 戦闘綱要草案　大正１５．５．２１ -

中央-軍隊教育典範各令各種-166 戦闘綱要草案　大正１５．５．２１ -

中央-軍隊教育典範各令各種-167 師団作戦方式要綱　昭２０．１ 第１３師団司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-168 作戦要務令　綱領、総則及第１部　第２部　第３部　昭１７．３．２４ -

中央-軍隊教育典範各令各種-169
作戦要務令の便覧　綱領、総則及第１部、第２部、第３部　昭１７．
３

-

中央-軍隊教育典範各令各種-170 作戦要務令　綱領．総則及　第１部　昭１３．１２．２５ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範各令各種-171
作戦要務令　綱領．総則及　第１部　第２部　第３部　昭１７．９．２
３

陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-172 作戦要務令　綱領．総則及　第１部 -

中央-軍隊教育典範各令各種-173 作戦要務令　第２部 -

中央-軍隊教育典範各令各種-174
作戦要務令　綱領．総則及　第１部　第２部　第３部　昭和１７．３．
２４

陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-176 作戦要務令　綱領．総則及　第１部　昭１３．９．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-177 作戦要務令　昭１３．９．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-178 作戦要務令　第１部　昭１３．１０．２０ -

中央-軍隊教育典範各令各種-179 作戦要務令　綱領．総則及　第１部　昭１４．２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-180 作戦要務令　総則及　第１部　第２部　昭１３．９．１９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-181 作戦要務令　昭１３．１０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-182 作戦要務令　昭１３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-183 作戦要務令　註解　綱領．総則及　第１部　昭１４．１．２０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-184 作戦要務令　第２部　昭１３．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-185 作戦要務令　昭１３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-186 作戦要務令　第２部　昭１４．６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-187 作戦要務令　第２部　昭１３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-188 作戦要務令　第２部　昭１３．１０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-189 作戦要務令　第２部　昭１３．１２．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-190 作戦要務令　綱領、総則、　第１部、　第２部　注解　昭１４．１．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-191 作戦要務令　第２部　註解　昭１４．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-192 作戦要務令　第２部　註解　昭１４．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-193 作戦要務令　第３部　昭１５．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-194 作戦要務令　第３部　昭１４．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-195 作戦要務令　第３部　昭１４．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-196 作戦要務令　第３部　昭１５．５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-197 作戦要務令　第３部　昭１５．５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-198 作戦要務令　第３部　昭１５．５．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-199 作戦要務令　第３部　昭１５．４．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-200 作戦要務令　第３部　昭１５．４．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-201 作戦要務令　第４部　上陸戦闘の部 -

中央-軍隊教育典範各令各種-202 作戦要務令　第４部　上陸戦闘の部 -

中央-軍隊教育典範各令各種-202_2 作戦要務令　第４部　瓦斯用法　昭和１５年３月１日調製 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-203 作戦要務令　第４部　上陸戦闘の部 -

中央-軍隊教育典範各令各種-204 作戦要務令　第４部　上陸戦闘の部 -

中央-軍隊教育典範各令各種-204_2 作戦要務令　第４部　上陸戦闘の部 －

中央-軍隊教育典範各令各種-205 作戦要務令　軍隊符号　昭１５．７．３０ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範各令各種-206 作戦要務令　軍隊符号　昭１５．８．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-207 作戦要務令　軍隊符号　昭１５．７．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-208 陸軍軍隊符号　大正１３．１０．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-209 作戦要務令　軍隊符号　昭１５．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-210 陸軍軍隊符号　明治４０．５ 陸軍騎兵実施学校

中央-軍隊教育典範各令各種-211 陸軍軍隊符号　大１３．１０．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-212 作戦要務令　極寒時に於ける行動　昭１５．１０．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-213 作戦要務令　其の２　極寒時に於ける行動　昭１５．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-214 作戦要務令　其の２　極寒時に於ける行動　昭１５．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-215 極寒時に於ける行動　昭１６．１．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-216 極寒時に於ける行動　昭１５．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-217 極寒時に於ける行動　昭１５．１０．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-217_2 極寒時に於ける行動　昭１５．１０．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-218 極寒時に於ける行動　昭１６．１．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-219 作戦要務令　其の３　行李．弾薬班等の行動　昭１６．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-220 作戦要務令　其の３　行李．弾薬班等の行動　昭１６．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-221 作戦要務令　其の３　行李．弾薬班等の行動　昭１６．８．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-222 作戦要務令　其の３　行李．弾薬班等の行動　昭１６．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-223 作戦要務令　附録　其の４　昭１６．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-224 作戦要務令　附録　其の４　昭１６．６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-225 作戦要務令　附録　其の４　昭１６．４．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-226 作戦要務令　附録　其の４　昭１６．４．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-227 作戦要務令　附録　其の４　昭１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-228 作戦要務令　第４部　編纂理由書　昭１５．１１．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-229 作戦要務令　第４部　編纂理由書　昭１５．１１．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-230 作戦要務令　第４部　編纂理由書　昭１５．１１．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-231 作戦要務令　第４部　編纂理由書　昭１５．１１．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-232 作戦要務令抜萃　昭１３．９．１３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-233 作戦要務令抜萃　綱領．総則及　第１部　昭１６．７．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-234 作戦要務令　第４部　編纂理由書　昭１５．１１．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-235 作戦要務令要綱　ソ軍戦法の特性　昭１４末 -

中央-軍隊教育典範各令各種-236 作戦要務令　第２部　戦闘指揮の図解と説明 -

中央-軍隊教育典範各令各種-237 各兵の操典中改定の件　昭１８．１２．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-238 各兵の操典中改定の件　昭１８．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-239 各兵の操典中改定の件　昭１８．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-240 各兵の操典中改定の件　昭１８．１２ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-241 作戦要務令　第３部　昭１５．３．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-241_2 作戦要務令　第３部　昭和１５年３月２０日 -

中央-軍隊教育典範各令各種-242 作戦要務令　第２部　昭１３．１０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-243 作戦要務令　第３部　昭１５．２ 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-244 日本軍隊教範　１／２　明治３０．７．２６ 増田信次編

中央-軍隊教育典範各令各種-245 日本軍隊教範　２／２　明治３０．７．２６ 増田信次編

中央-軍隊教育典範各令各種-246 軍隊教育令　大８．１２．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-247 軍隊教育令別冊　航空兵隊を除く　昭１７．１１．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-248 軍隊教育令別冊　航空兵隊を除く　昭１７．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-249 軍隊教育令別冊（全）　昭１５．９．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-250 軍隊教育令別冊（案）　昭１５．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-251 軍隊教育令　大６．１１．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-252 軍隊教育令　大１１．１１．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-253 軍隊教育令　大正１１．１２．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-254
軍隊教育令改正に関する　宇垣教育総監部本部長説明要旨　大
１１．１１．８

教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-255 軍隊教育令　昭２．１２．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-256 軍隊教育令　昭２．１２．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-257 軍隊教育令　昭９．３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-258 軍隊教育令　昭９．２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-259 軍隊教育令　昭９．３．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-260 軍隊教育令　昭９．５．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-261 軍隊教育令　昭１５．８．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-262 軍隊教育令　昭９．２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-263 軍隊教育令　昭１５．８．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-264 軍隊教育令　昭１５．８．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-265 軍隊教育令　昭１５．８．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-266 軍隊教育令　昭１５．１０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-267 軍隊教育令　昭１５．１０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-268 軍隊教育令　昭１５．８．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-269 軍隊教育令　昭１５．１０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-270 軍隊教育令　昭１５．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-271 軍隊教育令　昭１５．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-272 軍隊教育令　附　説明　昭３．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-273 軍隊教育令　附　説明　昭９．９．２０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-274 軍隊教育令質疑回答　昭１６．７．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-275 軍隊教育令改正に関する内報事項　昭８．１０ 教育総監部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-275_2 軍令陸第１２号　軍隊教育令中の改正 -

中央-軍隊教育典範各令各種-276
軍隊教育令改正理由書　軍隊教育令に関する本部長　口演要旨
昭３．１

教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-277 軍隊教育令　第２部　昭１８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-278 軍隊教育令　第２部　昭１８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-278_2 軍隊教育令　第２部　昭１８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-279 軍隊教育令　第１部　昭１８．１１．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-280 軍隊教育令　第１部　昭１８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-281 軍隊教育令　第１部　Ｓ１９．２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-282 軍隊教育令　第１部　昭１８．１１．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-283 軍隊教育令　第１部　昭１８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-284 軍隊教育令質疑回答　昭１６．７．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-285 軍隊教育令質疑回答　昭１６．７．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-286 軍隊教育令質疑回答　Ｓ１６．７．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-287 軍隊教育令質疑回答　Ｓ１６．７．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-288 軍隊教育の研究　昭１１．９ 偕行社叢書

中央-軍隊教育典範各令各種-289 改正軍隊教育令の分類的註解　Ｓ１５．１０ 武陽堂

中央-軍隊教育典範各令各種-289_2 改正　軍隊教育令の分類的註解　昭和１５年１０月２０日 武揚堂

中央-軍隊教育典範各令各種-290 詔勅集 -

中央-軍隊教育典範各令各種-291 勅諭・勅語・詔書集 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-292 詔勅集　Ｓ１９．４．２９ 偕行社

中央-軍隊教育典範各令各種-293 勅諭勅語集 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-294 軍人勅語勅諭集　Ｓ１５．９．２０ 兵書出版社

中央-軍隊教育典範各令各種-295 軍人勅語勅諭集 兵書出版社

中央-軍隊教育典範各令各種-296 勅諭下賜５０年記念　Ｓ７．１．４ 海軍省教育局

中央-軍隊教育典範各令各種-297 軍隊内務書　Ｍ４１．１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-298 陸軍内務書　明治２１ 陸軍省教育局

中央-軍隊教育典範各令各種-299 軍隊内務書　第２版　明２７．７．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-300 軍隊内務書　第２版　明治２７．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-301 軍隊内務書　明４１．１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-302 軍隊内務書　明４１．１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-303 軍隊内務書　第１版　明２１．１０．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-304 軍隊内務書　明４１．１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-305 軍隊内務書改正理由書　明４１．１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-306 軍隊内務書改正草案（第２案）改正理由書　大９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-307 軍隊内務書草案　大９．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-308 軍隊内務書改正草案理由書　大正９．８ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-309 軍隊内務書 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-310 軍隊内務書草案理由書　大９．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-311 軍隊内務書　大正１０．３．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-312 軍隊内務書　大正１０．３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-313 軍隊内務書　大１０．３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-314 軍隊内務書　大正１０．３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-315 軍隊内務書　大正１０．３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-316 軍隊内務書　昭１４．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-317 軍隊内務書　昭９．９．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-318 軍隊内務書　昭１０．２．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-319 軍隊内務書　昭９．９．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-320 軍隊内務書　昭９．９．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-321 軍隊内務書　昭９．９．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-322 軍隊内務書　昭９．９．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-323 軍隊内務書 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-324 準決定案　軍隊内務令　昭１８．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-325 軍隊内務令　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-326 軍隊内務令　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-326_2 軍隊内務令　昭１８．８．１１ -

中央-軍隊教育典範各令各種-327 軍隊内務令　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-328 軍隊内務令　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-329 軍隊内務令　昭１９．１．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-330 軍隊内務令　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-331 軍隊内務令　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-332 軍隊内務令　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-333 軍隊内務令　昭１８．９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-334 軍隊内務令　昭１８．９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-335 軍隊内務令　昭１８．９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-336 軍隊内務令　昭１８．１０．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-336_2 軍隊内務令　昭１８．１０．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-337 軍隊内務令制定理由書　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-338 軍隊内務令制定理由書 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-339 軍隊内務令　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-340 軍隊内務書改正理由書　昭９．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-341 歩兵内務書　第１版（上）　明５　壬申６月 陸軍兵学寮

中央-軍隊教育典範各令各種-342 歩兵内務書　第１版（下）　明５　壬申６月 陸軍兵学寮



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-343 竹槍術訓練の参考　昭１８．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-344 戦時服務提要 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-345 戦時服務提要 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-346 軍隊内務令　昭１８．１１．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-347 軍隊内務令　昭１８．９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-348 諸兵射撃教範　総則及第１部　昭１４．８．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-349 諸兵射撃教範　総則及第１部　昭１４．７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-350 諸兵射撃教範　総則及第１部　昭１４．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-351
諸兵射撃教範　総則及第１部．第２部．第３部．第４部　昭１４．８．
２１

陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-352 諸兵射撃教範　総則及第１部　昭１４．８．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-353 諸兵射撃教範　総則及第１部　昭１５．７．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-354 諸兵射撃教範　総則及第１部　昭１４．７．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-355 諸兵射撃教範　第２部　昭１４．７．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-356 諸兵射撃教範　第２部　昭１４．９．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-357 諸兵射撃教範　第２部　昭１４．８．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-358 諸兵射撃教範　第２部　昭１４．１１．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-359 諸兵射撃教範　第２部（歩兵隊用）　昭１５．１．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-360 諸兵射撃教範　第２部　昭１４．７．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-361 諸兵射撃教範　第２部　問答研究　昭１４．９．１０ 成武堂

中央-軍隊教育典範各令各種-362 諸兵射撃教範　第３部　昭１４．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-363 諸兵射撃教範　第３部　昭１４．７．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-364 諸兵射撃教範　第３部　昭１４．８．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-365 諸兵射撃教範　第３部　昭１４．９．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-366 諸兵射撃教範　第３部　昭１４．９．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-367 諸兵射撃教範　第４部　昭１４．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-368 諸兵射撃教範　第４部　昭１４．７．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-369 諸兵射撃教範　第４部　昭１４．７．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-370 諸兵射撃教範　第４部　昭１４．７．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-371 諸兵射撃教範　第４部　昭１４．９．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-372 諸兵射撃教範　第４部　昭１４．１１．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-373 諸兵射撃教範　第４部　昭１４．８．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-374 諸兵射撃教範編纂理由書　昭１４．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-375 諸兵射撃教範編纂理由書 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-376 諸兵射撃教範に拠る射撃教育に関する訓令　昭１４．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-377 諸兵射撃教範　第２部　問答研究　昭１４．９．１０ 成武堂

中央-軍隊教育典範各令各種-378 諸兵射撃教範改正要点に関する説明（全）　昭１５．４．１５ 陸軍歩兵学校将校集会所



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-379 小銃、軽機関銃、拳銃射撃教範編纂理由書昭和４．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-380 諸兵射撃教育に関する訓令　昭１８．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-381 射撃教範　第１部　明治２０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-382 射撃教範　第１部　明治２０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-383 射撃教範　第２部　明治２０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-384 射撃教範　第１部　明治２０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-384_2 射撃教範　第１部　明治２０．６．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-385 射撃教範附録 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-386 射撃教範　第２部 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-387 射撃教範附録 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-388 射撃教範　第２部　明治２０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-388_2 射撃教範　第２部 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-389 射撃教範附録　明治２０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-390 航空目標射撃用観測具　取扱法草案　大正７．１０．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-391 小銃、軽機関銃、飛行機射撃教育参考　全　昭１１．７．５ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範各令各種-392 小銃、軽機関銃、拳銃射撃教範　昭４．５．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-393 歩兵、騎兵、野戦砲兵、工兵　通信教範草案　明治４３年９月 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-394 歩兵、騎兵、野戦砲兵、工兵　通信教範草案　大正２．８．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-394_2 電信兵通信教範　通信法　電報取扱　編纂理由書　昭１３．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-395 通信兵操典　第２部　師団通信隊　昭１７．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-396 通信兵操典　昭１８．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-397 通信兵操典　綱領．総則及第１部（案）　昭１７．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-398 通信兵操典　第２部（案）　師団通信隊　昭和１７．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-399 通信兵操典　第２部　師団通信隊　昭１７．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-400 通信兵操典　第２部　師団通信隊　昭１７．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-401 通信兵操典　第３部　電信部隊　昭１７．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-402 通信教範　総則及第１部　昭１７．２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-403 通信教範　総則及第１部　昭１６．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-404 通信教範　総則及第１部　昭１６．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-405 通信教範　総則及第１部　昭１７．２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-406 通信教範　総則及第１部　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-407 通信教範　総則及第１部　昭１６．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-408 通信教範　総則及第１部　昭１６．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-409 通信教範　総則及第１部　昭１７．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-410 通信教範　第１部別冊　電信及無線電話通信法　昭１６．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-411 通信教範　第１部別冊　電信及無線電話通信法　昭１６．１２ 教育総監部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-412 通信教範　第１部別冊　電信及無線電話通信法　昭１６．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-413 通信教範　第２部　昭１８．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-414 通信教範　第２部　昭１８．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-415 通信教範　第２部　昭１８．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-416 通信兵操典　昭１８．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-417 通信教範　第２部　昭１８．７．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-418 通信教範　第３部　上巻　昭和１８．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-419 通信教範　第２部　昭１５．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-421 通信教範　第２部　昭１８．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-422 通信教範　第３部　上巻　昭１９．２．１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-423 通信教範　第３部　上巻 -

中央-軍隊教育典範各令各種-424 通信教範　第３部　上巻別冊　昭１８．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-425 通信教範　第３部　上巻別冊　昭１８．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-426 通信教範　第３部　上巻別冊　昭１８．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-427 通信教範　第３部　下巻　昭１８．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-428 通信教範　第３部　下巻　昭１８．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-429 通信教範　第３部　下巻　昭１８．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-430 通信教範　第４部　昭１８．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-431 通信教範　第４部　昭１８．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-432 通信教範　第４部　昭１８．１０．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-433 通信兵操典　昭１８．９．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-434 通信教範　第４部　昭１８．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-435 通信兵操典　昭１８．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-436 通信兵操典　昭１８．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-437 電信兵通信教範　通信法電報取扱　昭和１４年２月 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-438 通信兵操典　昭１８．９．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-439 電信教範草案（有線の部） -

中央-軍隊教育典範各令各種-440 電信教範草案（有線の部）上巻 -

中央-軍隊教育典範各令各種-441 電信教範草案（有線の部）上巻　昭１７．３．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-442 電信教範草案（有線の部）上巻　大正１５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-443 電信教範草案（有線の部）中巻　昭３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-444
電信教範草案　第１編　総則の部　第２編　野戦建築の部　大正
２．３

-

中央-軍隊教育典範各令各種-445 電信隊無線電信通信　教育規定（田中隊の部）　昭６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-446 通信隊無線電信通信教育規定　昭８．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-447 陸軍電信符号表　昭１４．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-448 陸軍電信符号表　昭１４．１ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-449 陸軍電信符号表　昭２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-450 通信学理　昭８．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-451 通信学理　第２編　有線通信　昭１６．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-452 通信学理　第２編　有線通信　昭１６．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-453 無線通信 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-454 特種無線隊教練規定　昭１９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-455 船舶通信教育の参考　昭１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-456 諸兵通信法教範草案　昭１４．７．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-457 諸兵通信法教範草案　昭１３．９．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-458 師団通信隊無線通信教育規定　昭１３．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-459 師団通信隊無線通信教育規定　昭１３．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-460 軍用電報規則　軍用電報取扱規程　通信所勤務規程　草案 -

中央-軍隊教育典範各令各種-461 第３師団通信連絡規定別冊　空地連絡規定　昭１２．６ 第３師団司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-462 上陸作戦に於ける通信の参考　昭１６．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-463 通信所勤務の参考　昭１８．６ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育典範各令各種-464 上陸作戦に於ける通信の参考　昭１６．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-465 陸軍電信符号表中改正の件　陸軍一般へ通牒　昭１５．８．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-466 空地連絡法　昭５．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-467 通信教範抜萃　総則及第１部　昭１６．１２．２９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-468 通信教範抜萃　総則及第１部　昭１６．１２．２９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-469 通信教範抜萃　総則及第１部　昭１６．１２．２９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-470 戦闘動作及通信勤務に関する注意　明治３７．１０ -

中央-軍隊教育典範各令各種-471 視号通信規定　昭６．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-472 司令部信務の参考　昭１７．５．１３ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-473 通信業務参考書別冊 佐々木　貞次

中央-軍隊教育典範各令各種-474 諸兵共通典範抜萃綴　昭１６．８．２０ 軍人会館図書館

中央-軍隊教育典範各令各種-475 諸兵須知 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-476 諸兵須知 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-476_2 要塞砲兵射撃教範　第１部　明治２３．１１．１９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-477 陸海軍官等　服制．勲章．記章抜萃　昭１６．１．２０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-478 陸海軍官等　服制．勲章．記章抜萃　昭１６．１．２０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-479 瓦斯防護教範草案　昭１２．３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-480 瓦斯防護教範草案　昭１２．３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-481 瓦斯防護教範草案　昭１２．３．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-482 瓦斯防護教範草案　昭１２．３．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-483 瓦斯防護教範草案　Ｓ１２．３．２３ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-484 瓦斯防護教範草案　昭１２．２．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-485 瓦斯防護教範草案　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-486 瓦斯防護教範草案抜萃　昭１２．２．１３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-487 瓦斯防護教範草案抜萃　昭１２．２．１３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-488 瓦斯防護教範抜萃　昭１８．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-489 瓦斯防護必携　第１巻　昭１３．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-490 瓦斯防護必携　第１巻（一般兵用）　昭１３．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-491 瓦斯防護必携　第１巻　一般兵用　昭１３．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-492 瓦斯防護必携　第２巻　昭１３．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-493 瓦斯防護必携　第２巻　昭１３．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-494 瓦斯防護必携　第２巻　昭１３．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-495 瓦斯防護必携　第２巻　昭１３．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-496 瓦斯防護必携　昭１４．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-497 瓦斯防護必携　第３巻　昭１４．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-498 瓦斯防護必携　第３巻　昭１４．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-499 瓦斯防護教範　昭１８．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-500 瓦斯防護教範　昭１８．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-501 瓦斯防護教範　昭１８．５．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-502 瓦斯防護教範　別冊附録　昭１８．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-503 瓦斯防護教範　別冊附録　昭１８．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-504 瓦斯防護教範　別冊附録　昭１８．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-505 対瓦斯衛生材料解説　第４版 -

中央-軍隊教育典範各令各種-506 対瓦斯衛生材料解説　第４版 -

中央-軍隊教育典範各令各種-507 瓦斯防護教育便覧　昭１９．７ 陸軍憲兵学校

中央-軍隊教育典範各令各種-508 汚毒標準板　昭２０．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-509 瓦斯防護資材取扱の参考　昭１７．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-510 野戦瓦斯隊教練規定　昭１３．１２．２０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-511 野戦瓦斯隊教練規定　昭１３．１２．２０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-512 瓦斯防護法　昭５．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-513 毒瓦斯と焼夷弾　昭１８．４ 非凡閣

中央-軍隊教育典範各令各種-514 瓦斯防護教育参考書　昭２．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-515 体操教範　大正７．７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-516 体操教範 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-517 体操教範　昭３．１２．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-517_2 体操教範改正理由書　昭和３．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-518 体操教範　昭４．１．１７ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-519 体操教範　昭４．１．１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-520 体操教範　昭９．１０．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-521 体操教範　昭３．１２．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-522 体操教範　昭３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-523 体操教範　昭６．８．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-524 体操教範　昭３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-525 体操教範　昭７．２．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-526 体操教範抜萃　昭３．１２．２４　剣術教範抜萃　昭９．２．１５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-527 交通教範　大正７．１１．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-528 交通教範　大正７．１１．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-529 交通教範　大正７．１１．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-530 交通教範　昭和１９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-531 交通教範　昭和１９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-532 交通教範　昭和１９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-533 陸軍礼式　明治２０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-534 陸軍礼式　明治２０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-535 陸軍礼式　明治２０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-536 陸軍礼式　明治２０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-537 陸軍礼式　明治２０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-538 陸軍礼式附録　明治２４．１１．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-539 陸軍礼式附録　明治２４．１１．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-540 陸軍礼式　明治３４．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-541 陸軍礼式同附録　明治４３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-542 陸軍礼式同附録　明治４３．９．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-543 陸軍礼式附録　明治４３．９．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-544 陸軍礼式改正理由書　明治４３．１２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-545 陸軍礼式令改正理由書（決定案）　昭１４．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-546 陸軍礼式 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-547 陸軍礼式令　昭１５．１．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-548 陸軍礼式令　昭１５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-549 陸軍礼式令　昭１５．１．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-550 陸軍礼式令附録　昭１５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-551 陸軍礼式令附録　昭１５．１．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-552 陸軍礼式令附録　昭１５．２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-553 陸軍礼式令同附録　昭１８．９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-554 陸軍礼式令同附録　昭１５．２．１ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範各令各種-555 陸軍礼式令同附録　昭１５．２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-556 陸軍礼式令同附録　昭１８．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-557 陸軍礼式令同附録　昭１５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-558 陸軍礼式令同附録　昭１５．２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-559 陸軍礼式令同附録　昭１５．３．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-560 陸軍礼式令同附録　昭１５．７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-561 陸軍礼式令同附録　昭１５．２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-562 陸軍礼式令同附録抜萃　昭１５．１１．２５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-563 陸軍礼式令同附録抜萃　昭１５．１．２５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-564 陸軍礼式令同附録抜萃　昭１５．１．２５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-565 古礼１斑　全 -

中央-軍隊教育典範各令各種-566 古礼１斑　附録 -

中央-軍隊教育典範各令各種-568 陸軍内務全書 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-569 陸軍内務全書 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-570 軍隊内務全書　昭和１６年９月１５日 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-571 陸軍内務全書　昭１７．２．１０ 武揚堂

中央-軍隊教育典範各令各種-572 軍隊内務全書　昭１５．４．２５ -

中央-軍隊教育典範各令各種-573
軍隊内務書抜萃　昭９．９．２７　陸軍軍人休暇令抜萃　昭１５．２．
６

教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-574 陸軍演習令　大正１３．４．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-575 陸軍演習令　大正１３．５．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-575_2 野外演習軌典　第１版　明治１５年９月 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-576 陸軍演習令同附録　昭和１１．１．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-578 陸軍演習令同附録　昭１０．１２．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-579 陸軍演習令同附録　昭１０．１２．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-580 陸軍演習令同附録　昭１０．１２．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-581 陸軍演習令同附録　昭１１．４．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-582 陸軍演習令同附録　昭１１．２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-584 陸軍演習令　昭和１１．２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-585 陸軍演習令同附録抜萃　昭１０．１２．１４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-586 陸軍演習令同附録抜萃　昭１０．１２．１４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-587 陸軍演習令同附録　昭１１．２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-588 陸軍礼式令制定理由書　昭１５．９ 尚兵館

中央-軍隊教育典範各令各種-589 服務提要附録　全　昭１７ -

中央-軍隊教育典範各令各種-589_2 服務提要　附録　全　昭和１３年 -

中央-軍隊教育典範各令各種-589_3 服務提要附録　全　昭和５年 -

中央-軍隊教育典範各令各種-590 剣術教範　大正４．１２．２５ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-591 剣術教範　総則　明治２２．１１ -

中央-軍隊教育典範各令各種-592 剣術教範　第１部　明治２２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-593 剣術教範　第２部　明治２２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-594 剣術教範　明治２７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-595 剣術教範　第３部　明治２２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-596 剣術教範改正報告　明２７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-597 剣術教範改正理由書 -

中央-軍隊教育典範各令各種-598 剣術教範改正理由書　昭９．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-599 剣術教範改正理由書　昭９．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-600 剣術教範　昭９．２．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-601 剣術教範　昭１１．１０．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-602 剣術教範　昭９．５．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-603 剣術教範改正理由書　昭９．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-604 剣術教範詳解　昭１０．１２ 戸山学校

中央-軍隊教育典範各令各種-605 剣術教育の参考　昭１６．８ 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育典範各令各種-606 銃剣術指導必携　昭１７．２ 戸山学校

中央-軍隊教育典範各令各種-606_2 銃剣術指導必携　昭和１７年 陸軍戸山学校編

中央-軍隊教育典範各令各種-607 竹槍術訓練の参考　昭１８．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-608 軍刀術　昭２０．２ -

中央-軍隊教育典範各令各種-609 剣術教範 -

中央-軍隊教育典範各令各種-610 銃剣術指導必携　昭１７．２ 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育典範各令各種-611 熱地作戦の参考　昭１５．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-612 熱地作戦の参考　昭１５．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-613 熱地作戦の参考　昭１５．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-614 熱地作戦の参考　昭１５．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-615 熱地作戦の参考抜萃　昭１５．１１．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-616 戦陣訓　昭１６．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-617 戦陣訓　昭１６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-618 戦陣訓　昭１６．１．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-619 戦陣訓　昭１６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-620 戦陣訓解　昭１６．３．２５ 武揚堂

中央-軍隊教育典範各令各種-621 戦陣訓解　附　従軍兵士の心得　昭１６．４．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-622 戦陣訓　昭１６．５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-623 戦陣訓　昭１６．５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-624 詔勅集 陸軍士官学校

中央-軍隊教育典範各令各種-625 戦陣訓　昭１７．１０．３１ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-626 戦陣訓　昭１６．１．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-627 戦陣訓　昭１６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-628 戦陣訓　昭１６．１．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-629 詔勅集　附戦陣訓 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-630 築営教範　明治４０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-631 築営教範　昭９．４．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-632 築営教範　昭９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-633 築営教範　昭１６．９．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-634 築営教範　昭９．５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-635 築営教範　昭９．５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-636 築営教範　昭９．３．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-637 衛戍令衛戍勤務令　昭１６．５．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-638 衛戍令衛戍勤務令　昭１６．５．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-639 衛戍令．衛戍勤務令　昭１６．５．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-640 衛戍令．衛戍勤務令抜萃　昭１２．１２．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-641 喇叭教程　昭１０．４．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-642 喇叭教程　昭９．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-643 喇叭教程　昭１０．１．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-644 陸軍刑法．陸軍懲罰令　昭６．１２．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-645 陸軍刑法．陸軍懲罰令　昭１６．２．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-646 陸軍刑法．陸軍懲罰令抜萃　大正７．７．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-647 陸軍刑法．陸軍懲罰令抜萃　大正７．７．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-648 陸軍刑法．陸軍懲罰令抜萃　大正７．７．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-649 対空行動　昭１０．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-650 対空行動　昭１０．６．１５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-651 対空挺戦闘の参考　昭１９．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-652 対空挺戦闘の参考　昭１９．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-653 空地協同の参考　昭１７．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-654 対空射撃の参考　小銃、軽機、機関銃の部 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範各令各種-655 遊撃隊戦闘教令（案）　昭１９．１ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-656 遊撃隊戦闘教令（案）　昭１９．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-657 遊撃隊戦闘教令（案）　昭１９．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-658 遊撃隊戦闘教令（案）　昭１９．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-659 海上機動兵団戦闘教令（案）　昭１９．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-660 海上機動兵団戦闘教令（案）　昭１９．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-661 海上機動部隊　戦闘の参考　昭１９．４ 教育総監部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-662 海上機動兵団戦闘教令　昭１８．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-663 挺進奇襲の参考　昭１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-664 挺進奇襲の参考　昭１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-665 挺進奇襲の参考　昭１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-666 国内遊撃戦の参考 -

中央-軍隊教育典範各令各種-667 候察法の参考　昭２０．３．１５ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-668 湿地並水壕通過の参考　昭１２．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-669 湿地並水壕通過の参考　昭１２．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-670 湿地並水壕通過の参考　昭．１２．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-671 密林戦の参考　全般　昭１９．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-672 密林戦の参考　迫撃　昭１９．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-673 対南方思想戦の参考　泰国の部　昭１６．１０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-674 対南方思想戦の参考　ビルマの部　昭１６．１１ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-675 国土決戦教令　昭２０．４．２０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-676 関東軍戦闘教令（案）　昭１７．７ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-677 国土決戦教令　昭２０．４．２０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-678 国土決戦教令　昭２０．４．２０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-679 国土決戦教令　昭２０．４．２０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-680 陸軍刑法．陸軍懲罰令　昭１６．６．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-681 国内遊撃戦の参考　昭２０．１．１５ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-682 国土決戦教令　昭２０．４．２０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-683 国土決戦教令　１／３　昭２０．４．２０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-684 国土決戦教令　２／３　昭２０．４．２０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-685 国土決戦教令　３／３　昭２０．４．２０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-686 対空教令　昭１９．８．１ 森第９４１０部隊

中央-軍隊教育典範各令各種-687 山嶽地帯行動の参考　昭１９．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-688 対火焔行動の参考　昭１９．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-689 対火焔行動の参考　昭１９．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-690 警備勤務及討伐の参考　昭１６．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-691 上陸戦闘教令（乙）　昭１１．１１ 第５師団司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-692 上陸戦闘教令　上陸の部、危害予防の部　昭９．２ 第１２師団司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-693 剛部隊地上戦闘教令　昭１８．１２ 剛部隊

中央-軍隊教育典範各令各種-694 剛部隊地上戦闘教令　昭１８．１２ 剛部隊

中央-軍隊教育典範各令各種-695 漂水訓練の参考　昭１９．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-696 手榴弾教育の参考　昭１４．５．８ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範各令各種-697 夜間視力増進訓練の参考　昭１９．３ 教育総監部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-698 夜間視力増進訓練の参考　昭１９．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-699 夜間視力増進訓練の参考　昭１９．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-700 歩砲協同の教育に関する参考　昭８．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-701 歩砲協同の教育に関する参考　昭８．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-702 歩砲協同の教育に関する参考　続篇　昭９．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-703 歩砲協同の教育に関する参考　続編　昭９．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-704 船舶輸送業務必携　増訂　第３版　大１２．８．３０ 陸軍運輸部

中央-軍隊教育典範各令各種-705 船舶防空及対潜に関する射撃教育の参考　昭１７．５．１５ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範各令各種-706 船舶防空及対潜に関する射撃教育の参考　昭１７．５．１５ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範各令各種-707 船舶防空及対潜に関する射撃教育の参考　昭１７．５．１５ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範各令各種-708 潜水輸送隊教練規定（案）　昭１９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-709 秘　船上見張の常識 -

中央-軍隊教育典範各令各種-710 船艇操縦教範（案）　潜水艇　昭１９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-711 島嶼守備隊部隊戦闘教令（案）　昭１８．１１．１５ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-712 島嶼守備部隊戦闘教令（案）　昭１８．１１．１５ 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-713 島嶼守備部隊戦闘教令（案）　昭１８．１１．１５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-714 島嶼守備部隊戦闘教令（案）の説明　昭１９．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-715 島嶼守備部隊戦闘教令（案）の説明　昭１９．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-716 島嶼守備部隊戦闘教令（案）の説明 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-717 演習用数量表　昭１６．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-718 演習用数量表　昭１６．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-719 演習用数量表　昭１６．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-720 演習用数量表　昭１６．１．１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-721 上陸防御教令（案）　昭１９．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-722 上陸防御教令（案）　昭１９．１０ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-723 上陸防御教令案　昭１９．１０ -

中央-軍隊教育典範各令各種-724 上陸防御教令（案）　昭１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-725 上陸防御教令（案）補遺　昭２０．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-726 上陸防御教令（案）補遺　１／２　昭２０．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-727 上陸防御教令（案）補遺　２／２　昭２０．７ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-728 南方視察に基く築城の参考 陸軍築城本部

中央-軍隊教育典範各令各種-729 南方視察に基く築城の参考　昭１９．６ 陸軍築城部本部

中央-軍隊教育典範各令各種-730 歩工兵の以てする地雷捜索及処理の参考　昭１８．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-731 歩、工兵を以てする地雷の捜索及処理の参考　昭１８．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-732 対空挺戦教令　昭１９．８．１ 森第７９００部隊

中央-軍隊教育典範各令各種-733 対空挺戦教令　昭１９．８．１ 森第７９００部隊
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中央-軍隊教育典範各令各種-734 「スキー」部隊　橇部隊　指揮の参考　昭１７．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-735 熱地及寒地に於ける写真作業の参考　昭１７．５ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-736 南方島嶼作戦に於ける経理勤務の参考　昭１９．３ 陸軍経理学校

中央-軍隊教育典範各令各種-737 地区特設警備隊運用の参考　昭２０．５．３ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-738 市街戦教育の参考　昭７．６ 天津駐屯歩兵隊

中央-軍隊教育典範各令各種-739 歩兵・工兵・輜重兵馭法教範　昭１４．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-740 築営教範　昭９．９．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-741 築営教範　昭９．５．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-742 歩兵・工兵・輜重兵　馭法教範　昭１５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-743 歩兵・工兵・輜重兵　馭法教範　昭１５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-744 歩兵・工兵・輜重兵　馭法教範　昭１５．１．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-745 歩工輜重兵馭法教範　昭１５．１．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-746 煙用法の参考　昭１８．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-747 検印及標識規定　昭１８．１０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範各令各種-748 機雷排除の参考　昭１７．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範各令各種-749 兵站勤務の研究　昭７．４ 偕行社

中央-軍隊教育典範各令各種-750 典範編纂業務に関する参考　昭９．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-751 典範用字例　典範中数に関する記述法　大正１５．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-752 典範用字例　典範中数に関する記述法　昭３．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-753 典範用字例　昭１２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-753_2 典範用字例　昭和１２年１２月 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-754 典範用字例　昭１２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-754_2 典範用字例　昭１２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-755 典範用字例　昭１２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-756 典範用字例　昭１２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-757 典範用字例　昭１２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-758 典範用字例　昭１２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-759 典範用字例　昭１２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-760 通信法用兵語集　昭１８．６．１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範各令各種-761 通信法用兵語集　昭１８．６．１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範各令各種-762 日支兵語集要 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育典範各令各種-763 軍機保護法　昭１３．２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-764 軍機保護法　昭１６．６．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-765 兵器．射撃．築城．交通．測図．航空の沿革集（全）　昭１３．９ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育典範各令各種-766 風塵季に於ける作戦の参考　昭和１１年３月 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-767 化学兵器術語集　大正１５．７ 偕行社
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中央-軍隊教育典範各令各種-768 熱地被服の参考　昭１６．１２ 陸軍被服本廠

中央-軍隊教育典範各令各種-769 橋頭陣地の攻撃　昭２０．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-770 橋頭陣地の攻撃　昭２０．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-771 従軍兵士の心得　第３部　昭１４．３ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-772 黎明攻撃の参考　昭１２．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-773 夜間攻撃の参考　昭１９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-774 夜間攻撃の参考　昭１９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-775 木工教程　昭３．１１．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-776 銃工教程　昭３．１１．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-777 銃工教程　昭３．１１．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-778 鍛工教程　大正６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-779 鞍工教程　大正６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-780 北満凍結期　築城作業参考　昭１６．１１ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-782 発煙筒使用の参考（案） 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-783 擲弾筒射撃講話 -

中央-軍隊教育典範各令各種-784 擲弾筒教育仮規定　昭９．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-785 擲弾筒教育の参考　全　昭１１．７．５ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範各令各種-786 発煙筒使用の参考　昭１７．３ 陸軍習志野学校

中央-軍隊教育典範各令各種-787 軽操舟機取扱教程　昭１５．５ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-788
兵器勤務隊　野戦兵器廠移動修理班　野戦自動車廠移動修理班
教練規定　昭１８．１０

教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-789 制毒隊教練の参考　昭１５．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-790 陸軍軍用電報取扱規約　昭１４．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-791
記憶に便なる作戦要務令の問答的研究　綱領．総則及第１部　昭
１４．５

陸軍中佐　関太常

中央-軍隊教育典範各令各種-792 記憶に便なる作戦要務令の問答的研究　第２部　昭１４．７ 陸軍中佐　関太常

中央-軍隊教育典範各令各種-793
記憶に便なる作戦要務令の問答的研究　綱領．総則及第１部　昭
１４．４

陸軍中佐　関太常

中央-軍隊教育典範各令各種-794 兵器要務書　兵器要務書細則　昭１７．１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-795 兵器要務書　兵器要務書細則　昭１７．１．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-796 兵器要務書　兵器要務書細則　昭１６．１０．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-797 兵器要務書　兵器要務書細則　昭１６．１０．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-798 兵器要務書　兵器要務書細則　昭１６．１０．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-799 擲弾筒手の詳解　８９式重擲弾筒取扱法・附　昭１２．１０．２０ 東京　尚兵館

中央-軍隊教育典範各令各種-800 擲弾筒手の詳解　８９式重擲弾筒取扱法・附　昭１２．１０．２０ 尚兵館

中央-軍隊教育典範各令各種-801 軍隊保育要領　昭１７．５．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-802 軍隊保育要領　昭１７．１２．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-803 軍隊保育要領　昭１７．９．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-804 ９８式海岸射撃具に依る観測教育の参考　昭１８．９ 教育総監部
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中央-軍隊教育典範各令各種-805 ９８式海岸射撃具に依る観測教育の参考　昭１８．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-806 自動砲射撃教育の参考　昭１５．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-807 船上監視の参考　昭１９．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-808 戦時服務提要 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-809 戦時服務提要 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-810 戦時服務提要 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-811 熱地に於ける光学兵器使用上の参考　昭１６．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範各令各種-812 保護兵の教育及保健法　大正１３．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-813 兵器要務書　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-814 兵器要務書細則　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-815 兵器整備工術教範　総則及第１部　昭１９．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-816 兵器整備工術教範　総則及第１部　昭１９．８．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-817 兵器整備工術教範　第２部　塗工術　昭１９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-818 兵器整備工術教範　第２部　塗工術　昭１９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-819
兵器整備工術教範　第２部　金属工術（鍛造．熱処理）　昭１９．１
２

教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-820 兵器整備工術教範　第３部　電気計器　昭２０．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-821 兵器整備工術教範　第３部　送風機　昭２０．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-822 兵器整備工術教範　第２部　眼鏡工術　昭１９．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-823 兵器整備工術教範　第２部　眼鏡工術　昭１９．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-824 陸軍兵馬一覧　明治２３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-825 兵棊教範　明１４．１０．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-826 法略　兵棊教例　全 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-827 体操教練　昭１８．１０ 八路軍留守兵団司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-828 昭和１７年改訂　服務提要 陸軍士官学校長　篠塚義男

中央-軍隊教育典範各令各種-829 ち号教練の参考　昭１９．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-830 化学戦教範作成資料　昭４．４ 陸軍科学研究所

中央-軍隊教育典範各令各種-831 典令範現地研究　第３編　昭１６．１ -

中央-軍隊教育典範各令各種-832 狙撃師団の攻撃に関する想定演習図上技術　昭１６．１２ 日本兵書出版

中央-軍隊教育典範各令各種-833 陸軍の軍事上の秘密写真　及映画取扱に関する件　昭１３．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-834 ９２式重機関銃手必携　昭１８．４ -

中央-軍隊教育典範各令各種-835 ９２式重機関銃手必携　昭１８．４ -

中央-軍隊教育典範各令各種-836 被服手入保存要領　昭和１８年７月 -

中央-軍隊教育典範各令各種-837 被服手入保存法　昭和１４年１２月１日改訂 -

中央-軍隊教育典範各令各種-838 被服手入保存法抜萃　昭１６．４ 軍人会館図書館

中央-軍隊教育典範各令各種-839 各隊特業教育に関する訓令　昭１６．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-840 戦死傷の教育的観察　昭１６．１１ 総参　第１課



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-841 戦死傷の教育的観察 -

中央-軍隊教育典範各令各種-842 軍事教育　補充兵第２国民兵必携　昭和17年６月１日 軍人会館図書館

中央-軍隊教育典範各令各種-843 軍事教育　補充兵第２国民兵　必携　昭１７．５ 軍人会館図書館

中央-軍隊教育典範各令各種-844 酸素救命器取扱法　大正１３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-845 職工具及荷造器具取扱法　大正３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-846 突破作業教範草案　大正７．９．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-847 突撃作業教範草案　大正７．９ 兵用図書

中央-軍隊教育典範各令各種-848 運用作業教範 -

中央-軍隊教育典範各令各種-849 運用作業教範 -

中央-軍隊教育典範各令各種-850 捕縄教範　全　大正１５．９ -

中央-軍隊教育典範各令各種-851 実体曲線描画機取扱法　昭７．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-852 青年義勇隊の話 満州事情案内所

中央-軍隊教育典範各令各種-853 ３箇の伝 -

中央-軍隊教育典範各令各種-854 歩兵砲兵　連大隊の攻撃及防御　昭１５．１１ -

中央-軍隊教育典範各令各種-855 第２０次特別志願将校採用の件達　昭２０．６ -

中央-軍隊教育典範各令各種-856 朝鮮出身兵の教育参考資料　昭１９．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-857 朝鮮出身兵の教育参考資料　其の２　昭１９．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-858 朝鮮出身兵の教育参考資料　其の２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-859 鉄道船舶便乗規定　昭２４．４ 統集団司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-860 高速輸送隊教練規定（案） -

中央-軍隊教育典範各令各種-861 事変の教訓　戦車訓練の部　第１号　昭１２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-862 事変の教訓　第４号　砲兵訓練の部　昭１３．６ -

中央-軍隊教育典範各令各種-863 「ロタ」砲教練の参考　昭２０．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-864 「ロタ」砲教練の参考　昭２０．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-865
９２式重機関銃を以てする高射機関銃小隊の教練の参考　昭１７．
３

陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-866 野戦給養必携　昭１５．１１ 陸軍糧秣本廠

中央-軍隊教育典範各令各種-867 我が陸軍に関する諸問題　昭６．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-868 野戦鉄道小隊長必携 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-869 開戦直前に於ける列強の情勢　大正６．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-870
昭和１６年徴集現役兵の本業　基本教育の特例に関する訓令　昭
１６．１２．１６

教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-871 帝国及列国の陸軍　昭１２年度版 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-872 帝国及列国の陸軍　昭１２年版 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-873 帝国及列国の陸軍　昭１２年版 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-874 帝国及列国の陸軍　昭１３年度版 -

中央-軍隊教育典範各令各種-877 軍事郵便規則　昭１７年版 -

中央-軍隊教育典範各令各種-878 韓国沿道誌　第２巻 -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-879 韓国沿道誌　第１巻 -

中央-軍隊教育典範各令各種-880 従釜山港至京城３路沿道図説 -

中央-軍隊教育典範各令各種-881 要図と写景図の書方　昭和１４年９月 尚兵館

中央-軍隊教育典範各令各種-882 珊瑚島嶼の防御（第１案）　昭和１８．１０．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-883 経理官陣中便覧　昭和１４．４ -

中央-軍隊教育典範各令各種-884 通信業務参考書　別冊 -

中央-軍隊教育典範各令各種-885 教育主任参謀業務の参考　第６巻　昭和１８．１０．２０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-886 兵語の解　附．経理用語の解 陸軍経理学校

中央-軍隊教育典範各令各種-887 野外要務令　明治３３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-888 野外要務令　全　明治３３ -

中央-軍隊教育典範各令各種-889 軍隊教育令　大正２．２．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-890 軍隊教育令　大正９．１０．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-891 軍隊教育令質疑回答　昭和３．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-892 軍隊教育令別冊（航空兵隊を除く）　昭和１７．１１．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-893 上陸戦闘教令　上陸の部　危害予防の部　昭和９．２．１ 第１２師団司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-894 歩兵の上陸戦闘参考　昭和１５．１２ 西部３３部隊

中央-軍隊教育典範各令各種-895 上陸戦闘の参考　昭和１６．９．１８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-896 秋季演習令　大正４．９．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-897 演習用数量表　大正１４．３ 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-898 陸軍演習令　同附録　昭和１１．１．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-899 熱地作戦の参考　昭和１５．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-900 熱地に於ける　弾薬取扱の参考　昭和１６．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範各令各種-901 熱地及寒地に於ける写真作業の参考　昭和１７．５ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-902 陸海軍連合演習令　昭和２年 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-903 軍隊教育令　大正１１．１２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-904 軍隊教育令に関する綴　昭和１５ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育典範各令各種-905 作戦要務令　昭和１３．１０．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-906 作戦経理要務書　綱領総則及第１部（案）　昭和２０．３ 兵站総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-907 スキー部隊行動の参考　昭和１６．１１ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-908 軍隊教育令　附説明　昭和９．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-909 遊撃隊戦闘教令（案）　昭和１９．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-910 軍隊教育令　昭和１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-911 兵站勤務令草案　第２回　明治２４．４改正 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-912 軍用電信教範改正草案　建築の部 電信大隊編纂

中央-軍隊教育典範各令各種-913 軍用電信教範草案　建築の部　明治３６．２．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-914 軍用電信教範草案　通信の部　明治３６．２．２ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範各令各種-915 作戦要務令　第４部（案）　昭和１５．３．１ 参謀本部教育総監部　第２課

中央-軍隊教育典範各令各種-916 作戦要務令　第４部（案）　大河の渡河　昭和１５．３．１ 参謀本部教育総監部　第２課

中央-軍隊教育典範各令各種-917 作戦要務令　第４部（案）　大河の渡河　昭和１５．３．１ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-918 作戦要務令　第４部（案）　上陸戦闘　昭和１５．３．１ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-919 作戦要務令　第４部（案）　上陸戦闘　昭和１５．３．１ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-920
作戦要務令　第４部（案）　湿地及密林地帯に於ける行動　昭和１
５．３．１

参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-921
作戦要務令　第４部（案）　湿地及密林地帯に於ける行動　昭和１
５．３．１

参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-922 作戦要務令　第４部（案）　特種陣地の攻撃　昭和１５．３．１ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-923 作戦要務令　第４部（案）　特種陣地の攻撃　昭和１５．３．１ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-924 作戦要務令　第４部（案）　瓦斯用法　昭和１５．３．１ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-925 作戦要務令　第４部（案）　瓦斯用法　昭和１５．３．１ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-926 上陸戦闘の参考　昭和１６．９ 教育総監部本部長

中央-軍隊教育典範各令各種-927 大東亜戦争陸軍給与令及　同細則の制定に就て　昭和１８．９ 陸軍省経理局監査課

中央-軍隊教育典範各令各種-928 戦時兵器勤務令　昭和１９年 -

中央-軍隊教育典範各令各種-929 無線情報隊勤務令　昭和１２．８ 参謀本部

中央-軍隊教育典範各令各種-930 陸軍通信隊所報命令案　昭和１２年 陸軍通信学校

中央-軍隊教育典範各令各種-931
作戦要務令　綱領．総則及｛第１部　附録　其の１　第２部　附録
其の２　第３部　附録　其の３　附録　其の４）　昭和１７．３

陸軍省検閲

中央-軍隊教育典範各令各種-932 通信速達に関する幕僚参考　昭和２０．２ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範各令各種-933 游撃隊戦闘教令（案） 中島　慶之輔

中央-軍隊教育典範各令各種-934 戦時兵器部勤務令　昭和１２．１２ 工兵准尉　永尾幹三郎

中央-軍隊教育典範各令各種-935 典令範改正意見綴（その１）　大正１０年度 第７師団参謀部

中央-軍隊教育典範各令各種-936 典令範改正意見綴（その２）　大正１０年度 第７師団参謀部

中央-軍隊教育典範各令各種-937 内務規定　大正１３．６ 野戦重砲兵第２連隊

中央-軍隊教育典範各令各種-938 陸軍礼式令制定理由書 -

中央-軍隊教育典範各令各種-939 野戦築城教範編纂理由書　昭和2年4月 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-940 馬術教範編纂理由書　昭和２．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-941 爆破教範中改正理由書　昭和２．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-942 軍隊教育令改正理由書　昭和２．１２～３．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-943 体操教範改正理由書　昭和３．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-944 戦闘綱要編纂理由書　昭和４．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-945 作戦要務令　綱領．総則　及第１部 -

中央-軍隊教育典範各令各種-946 師団作戦方式要綱　昭和２０．１ 鏡第６８１部隊

中央-軍隊教育典範各令各種-947 師団作戦方式要綱　昭和２０．１ 鏡第６８１部隊

中央-軍隊教育典範各令各種-948 師団作戦方式要綱　昭和２０．１ 鏡第６８１部隊

中央-軍隊教育典範各令各種-949 軍隊内務書　第１版　明治２１．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-950 服務提要附録 -
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中央-軍隊教育典範各令各種-951 軍隊教育令関係小冊子集　昭和２．１２～５．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-952 軍隊教育令関係訓令　規定集　昭和３．１～１１．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-953 軍隊教育令質疑並回答 -

中央-軍隊教育典範各令各種-954 陣中要務令給養編に関する研究 陸軍経理学校　渦川教官述

中央-軍隊教育典範各令各種-955 体錬教範　総則及第１部　昭和２０．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-956 諸兵射撃教範編纂理由書 -

中央-軍隊教育典範各令各種-957 戦闘綱要編纂理由書 -

中央-軍隊教育典範各令各種-958 陣中勤務参考　昭和１０年改訂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育典範各令各種-959 軍隊教育令　軍隊内務書　歩兵操典　綱領通解 -

中央-軍隊教育典範各令各種-960 挺進奇襲の参考　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-961_2 上陸防御教令（案）　昭和１９年１０月 陸上自衛隊幹部学校

中央-軍隊教育典範各令各種-962 教育総監部校閲　作戦要務令第２部註解 -

中央-軍隊教育典範各令各種-963 大礼事務便覧（大礼参列諸員　乗用車馬整理規程）　昭和３年 -

中央-軍隊教育典範各令各種-964 服務提要附録　全　昭和４年 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-965 水泳術教範　明治４５年 -

中央-軍隊教育典範各令各種-966 軍事郵便関係法令集　昭和１７年版 -

中央-軍隊教育典範各令各種-967 旧歩兵内務書　第４版　明治１８年６月 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-968 野戦居住施設　昭和１８年 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-968_2 野戦居住施設　昭和１８年 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-969 陸軍服制　陸軍服装令　昭和１３年５月３１日 -

中央-軍隊教育典範各令各種-970 作戦要務令　昭和１３年 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-971 旅団等演習規定・演習指導要領綴　昭和９年１０月　１０年１０月 歩兵第２８旅団　歩兵第２２連隊

中央-軍隊教育典範各令各種-972 熱地作戦の参考抜粋　昭和１５年１１月 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-973
軍用鳩関係資料　１．往復訓練に関する参考（昭和５年３月）　２．
鳩哨勤務に就て　３．軍用鳩の審査法　４．飼料の参考

-

中央-軍隊教育典範各令各種-974 瓦斯防護教範　昭和１８年 -

中央-軍隊教育典範各令各種-975 陸軍禮式令制定理由書　昭和１５年１月２６日 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-976 通信教範　第２部　昭和１８年７月１３日 -

中央-軍隊教育典範各令各種-977 諸兵通信法教範草案　昭和１４年１０月３０日 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-978 諸兵射撃教範　第３部　昭和１４年８月２１日 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-979 軍隊符号　昭和１５年８月２４日 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-980 服務提要　附録　全 -

中央-軍隊教育典範各令各種-981 典令範現地研究　第３編　防御　昭和１６年 教育総監部

中央-軍隊教育典範各令各種-982 陸軍記室　明治１４年 -

中央-軍隊教育典範各令各種-983 陸軍禮式同附録　大正１３年３月６日　陸軍省検閲済 -

中央-軍隊教育典範各令各種-984 體操教範草案　大正１３年３月１９日　陸軍省検閲済 -

中央-軍隊教育典範各令各種-985 軍隊内務書　大正１３年６月４日　陸軍省検閲済 -
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中央-軍隊教育典範各令各種-986 衛戍条例・衛戍勤務令　大正１３年６月４日　陸軍省検閲済 -

中央-軍隊教育典範各令各種-987 衛戍令、衛戍勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-988 陣中要務令　大正１３年６月２２日　陸軍省検閲済 -

中央-軍隊教育典範各令各種-989 戦闘綱要草案　大正１５年６月２４日　陸軍省検閲済 -

中央-軍隊教育典範各令各種-990 交通教範　大正１３年８月１３日　陸軍省検閲済 -

中央-軍隊教育典範各令各種-991 陸軍軍隊符号　大正１３年９月４日　陸軍省検閲済 -

中央-軍隊教育典範各令各種-992 軍刑法．陸軍懲罰令　大正１３年９月１７日　陸軍省検閲済 -

中央-軍隊教育典範各令各種-993 教練指針　上巻 -

中央-軍隊教育典範各令各種-994 教練指針　下巻 -

中央-軍隊教育典範各令各種-995 典範用字例　典範中数に関する記述法　昭和５年３月 -

中央-軍隊教育典範各令各種-996 国防研究室作業雑綴 高嶋大佐

中央-軍隊教育典範各令各種-997 衛戍令、衛戍勤務令 -

中央-軍隊教育典範各令各種-998 主要毒ガス一覽表
日本赤十字社新潟支部長岡病
院

中央-軍隊教育典範各令各種-999 改正軍隊符号に拠る要図と写景図之書方 齋藤市平

中央-軍隊教育典範各令各種-1000 特火点攻撃法　昭和18年１０月 准士官学生

中央-軍隊教育典範各令各種-1001 第１１師団連絡教令案　大正１１年１０月 第１１師団司令部

中央-軍隊教育典範各令各種-1002 昭和１２年改訂　教練ノ参考（戦闘一般） 陸軍教導学校

中央-軍隊教育典範各令各種-1003 作戦要務令　第2部　昭和13年12月 陸軍省

中央-軍隊教育典範各令各種-1004 通信教範　第4部　昭和18年10月 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-1 歩兵操典　生兵の部１．２　明治４ 陸軍兵学寮

中央-軍隊教育典範歩兵の部-2 歩兵操典　明治１５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-3 歩兵操典　生兵の部　明治１５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-4 歩兵操典　大隊の部　明治１５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-5 歩兵操典　第３編　中隊の部 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-6 歩兵操典　第１編　教練基本の部　明治２０．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-7 歩兵操典　第５編　連隊の部　明治２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-8 歩兵操典附録 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-9 歩兵操典　第４編　大隊の部　明治２０．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-9_2 歩兵操典　第４編　大隊の部 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-10 歩兵操典　第３編　中隊の部　明治２０．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-11 歩兵操典　第２編　生兵の部 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-11_2 歩兵操典　第２編　生兵操典 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-12 歩兵操典　第３編　中隊の部 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-12_2 歩兵操典　第３編　中隊の部 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-13 歩兵操典　第５編　連隊の部 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-13_2 歩兵操典　第５編　連隊の部 陸軍省
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中央-軍隊教育典範歩兵の部-13_3 歩兵操典　第５編　連隊の部 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-14 歩兵操典　第４編　大隊の部 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-15 歩兵操典　第１編　教練基本の部　明治２０．５．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-16 歩兵操典　全　明治２４．７．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-16_2 歩兵操典　全　明治２４．７．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-17 歩兵操典改正理由書　昭和３ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-18 歩兵操典改正の報告　明治２４．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-18_2 歩兵操典　改正の報告　明治２４．３ 陸軍戸山学校長

中央-軍隊教育典範歩兵の部-19 歩兵操典　明治３１．１．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-20 歩兵操典　全　明治３１．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-21 歩兵操典　第２部　改正草案　明治４０．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-22 歩兵操典　第２部　改正草案　明治４０ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-22_2 歩兵操典　第２部改正草案　明治４０．５．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-23 歩兵操典草案　第２部　改正理由書　明治４０．９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-24 歩兵操典　明治４２．１１．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-25 歩兵操典　明治４２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-26 歩兵操典　明治４２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-27 歩兵操典　昭和１５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-28 歩兵操典　昭和１５．４．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-29 歩兵操典草案　大正９．９．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-30 歩兵操典草案　大正１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-31 歩兵操典草案 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-32 歩兵操典　昭和３．１．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-33 歩兵操典　昭和５．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-34 歩兵操典草案　昭和１２．５．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-35 歩兵操典草案　大正１２．２．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-36 歩兵操典草案　昭和１２．５．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-37 歩兵操典草案　昭和１２．５．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-38 歩兵操典草案　昭和１２．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-39 歩兵操典草案　第５及至　第７編　昭和１２．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-40 歩兵操典　昭和１５．５．１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-41 歩兵操典　昭和１５．５．１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-42 歩兵操典　昭和１５．２．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-43 歩兵操典　昭和１４．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-44 歩兵操典　昭和１５．２．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-45 歩兵操典　昭和１５．２．１９ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範歩兵の部-46 歩兵操典　昭和１５．２．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-47 歩兵操典　昭和１５．２．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-48 歩兵操典　昭和１５．２．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-49 歩兵操典　昭和１５．２．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-50 歩兵操典　昭和１５．７．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-51 歩兵操典　昭和１５．５．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-52 歩兵操典　昭和１５．５．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-53 歩兵操典　昭和１５．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-54 歩兵操典　昭和１５．２．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-55 歩兵操典　改正案（第１部）　昭和１１．７ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-56 歩兵要典　昭和１６．８ 日本国防協会

中央-軍隊教育典範歩兵の部-57
歩兵操典草案　綱領．総則　第１及至　第４編及　附録．附図　昭
和１１．１２．２６

陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-58
歩兵操典草案　綱領．総則　第１及至　第４編及　附録．附図　昭
和１１．１２

教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-59 歩兵操典　歩兵操典草案　対照研究　全 軍事学指針社

中央-軍隊教育典範歩兵の部-60 歩兵操典草案　昭和１３．１１．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-61 歩兵操典註解　昭和１５．４．１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-62 歩兵操典註解　昭和１５．４．１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-63 歩兵操典註解　昭和１５．４．１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-64 歩兵操典註解　昭和１５．４．１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-65 歩兵操典　昭和１５．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-66 歩兵操典註解　昭和１５．４．１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-67 見出附　歩兵操典草案　昭和１２．５．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-68 歩兵操典註解　昭和１５．４．１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-69 歩兵操典註解　昭和１５．４．１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-70 歩兵操典詳説（初級幹部研究用）　第２巻　昭和１７ 千城堂

中央-軍隊教育典範歩兵の部-71 歩兵操典読方　昭和１５．２．１９ 成武堂

中央-軍隊教育典範歩兵の部-72 歩兵操典の研究（問答式要図入）　昭和１５ 尚兵館

中央-軍隊教育典範歩兵の部-73 記憶に便なる歩兵操典の問答的研究　昭和１５．５ 川流堂

中央-軍隊教育典範歩兵の部-74 記憶に便なる歩兵操典の問答的研究　昭和１５．５ 川流堂

中央-軍隊教育典範歩兵の部-75 記憶に便なる歩兵操典の問答的研究　昭和１５．５ 川流堂

中央-軍隊教育典範歩兵の部-76 歩兵操典問答註解目次　昭和１６夏 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-77 歩兵須知（歩兵操典抜萃　通信隊教練　他） 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-78
歩兵操典改正案　綱領．総則．第１部．各個及中隊教練　昭和１
４．８．３０

陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-79 歩兵操典改正案　第２部　重火器部隊教練　昭和１４．８．３０ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-80
歩兵操典改正案　第３部　大隊．連隊．通信隊教練　昭和１４．８．
３０

陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-81 歩兵操典改正理由説明の参考　昭和１４．１１ 陸軍歩兵学校
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中央-軍隊教育典範歩兵の部-82
歩兵操典改正案　第３部　大隊．連隊及通信隊教練（抜萃）　昭和
１４．１１．１５

-

中央-軍隊教育典範歩兵の部-83 歩兵操典案　第２案 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-84 歩兵操典草案逐條説明の要旨 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-85 歩兵操典　第２編　生兵の部　明治２０．５ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-86 歩兵全書　後編　昭和１３．９．２９ 武揚堂

中央-軍隊教育典範歩兵の部-87 歩兵全書　昭和１５～１７ 武揚堂

中央-軍隊教育典範歩兵の部-88 歩兵全書　昭和１５～１７ 武揚堂

中央-軍隊教育典範歩兵の部-89 歩兵全書 武揚堂

中央-軍隊教育典範歩兵の部-90 歩兵全書　昭和１５．１２ 武揚堂

中央-軍隊教育典範歩兵の部-91 歩兵八書典範 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-92 改正　歩兵八書 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-93 歩兵八書 尚兵館

中央-軍隊教育典範歩兵の部-94 歩兵野外全書　昭和１５．６ 武揚堂

中央-軍隊教育典範歩兵の部-95 歩兵須知　全　大正１３ 武揚堂

中央-軍隊教育典範歩兵の部-96 縮刷典令集　歩兵科　昭和５～６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-97 歩兵射撃教範　明治４４．１．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-98 歩兵射撃教範　全　明治２７．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-99 歩兵射撃教範　全　明治２８．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-100 歩兵射撃教範　全　明治２７．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-101 歩兵射撃教範　第１部　明治２３．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-102 歩兵射撃教範 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-103 歩兵射撃教範 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-104 歩兵射撃教範草案　明治２３．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-104_2 歩兵射撃教範草案　昭和３４．２．１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-105 歩兵射撃教範改正　理由書 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-106 歩兵射撃教範改正　理由書　明治４２．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-107 歩兵射撃教範改正草案　明治４０．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-108 歩兵射撃教範改正草案　明治４０．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-109 歩兵機関銃操典草案　明治４０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-110 歩兵機関銃操典　大正６．１１．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-111 歩兵機関銃操典草案　明治４０．７．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-112 歩兵機関銃操典　大正９．７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-113 歩兵機関銃教練の参考　巻１　単銃及馬取扱法の部　大正６．１２ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-114 機関銃．歩兵砲射撃教範　昭和５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-115 機関銃．歩兵砲射撃教範　昭和５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-116 機関砲射撃教育の参考　昭和１６．９ 教育総監部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範歩兵の部-117 機関砲射撃教育の参考　昭和１６．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-118 機関砲射撃教育の参考　昭和１６．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-119 機関砲射撃教育の参考　昭和１６．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-120 機関砲射撃教育規定　昭和１９．６．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-121 機関砲射撃教育規定　昭和１９．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-122 機関砲射撃教育規定　昭和１９．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-123 歩兵砲射撃の参考　昭和１６．１０ 偕行社

中央-軍隊教育典範歩兵の部-124 歩兵砲射撃の参考　昭和１６．１０ 偕行社

中央-軍隊教育典範歩兵の部-125 歩兵砲射撃の参考　昭和１６．１０ 偕行社

中央-軍隊教育典範歩兵の部-126 歩兵砲手必携　昭和１１．１．６ 武揚堂

中央-軍隊教育典範歩兵の部-127 ９７式曲射歩兵砲　射撃教育規定　昭和１７．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-128 ９７式曲射歩兵砲　射撃教育規定　昭和１７．１１．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-129 ９７式曲射歩兵砲　射撃教育規定　昭和１７．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-130 軽迫撃砲射撃教範　別冊の通定む　昭和１３．１１．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-131 軽迫撃砲射撃教範　昭和１３．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-132 軽迫撃砲射撃教範　昭和１３．１１．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-133 迫撃隊教練規定　総則．第１部　昭和１３．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-134 迫撃隊教練規定　総則．第１部　昭和１３．１０．１３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-135 軽迫撃砲観測教範　昭和１５．１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-136 軽迫撃砲観測教範　昭和１５．１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-137 １２糎迫撃砲教練規定　昭和１９．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-138 迫撃隊（自動車編制）教練規定　総則．第１部　昭和１５．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-139 迫撃隊教練規定　昭和１８．１０．１３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-140 迫撃隊教練規定　昭和１８．１０．１３ 教育総監部　山田乙三

中央-軍隊教育典範歩兵の部-141 迫撃隊教練規定　昭和１８．１０．１３ 教育総監部　山田乙三

中央-軍隊教育典範歩兵の部-142 迫撃隊教練規定　昭和１８．１０．１３ 教育総監部　山田乙三

中央-軍隊教育典範歩兵の部-143 重速射砲隊教練規定　昭和１８．７．３１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-144 重速射砲射撃教育規定　昭和１８．７．３１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-145 歩兵隊射撃教育に関する訓令　昭和１１．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-146 歩兵築城　第１部　昭和１６．８ 陸軍歩兵学校　中永太郎

中央-軍隊教育典範歩兵の部-147 歩兵築城　第１部　昭和１６．８ 陸軍歩兵学校　中永太郎

中央-軍隊教育典範歩兵の部-148 歩兵築城　第２部　昭和１６．８ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-149 歩兵築城　第２部　昭和１６．８ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-150 歩兵戦闘教練編纂要旨　昭和２０．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-151 歩兵戦闘教練編纂要旨　昭和２０．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-152 歩兵戦闘教練　第１部　昭和２０．１ 教育総監部
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中央-軍隊教育典範歩兵の部-153 歩兵戦闘教練　第１部　昭和２０．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-154 歩兵戦闘教練　第１部　昭和２０．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-155 歩兵戦闘教練　第１部　昭和２０．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-156 歩兵戦闘教練　第２部　昭和２０．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-157 歩兵戦闘教練　第２部　昭和２０．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-158 歩兵戦闘教練　第２部　昭和２０．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-159 歩兵戦闘教練　第３部　昭和２０．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-160 歩兵戦闘教練　第３部　昭和２０．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-161 歩兵戦闘教練　第３部　昭和２０．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-162 歩兵戦闘教練　第３部　大隊の部（夜間攻撃欠）　昭和２０．２．２０ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-163 歩兵教練の参考（各個教練）　第１巻　昭和１５．４ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-164 歩兵教練の参考　第２巻　昭和１５．８ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-165 歩兵教練の参考　第２巻　昭和１５．８ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-166 歩兵教練の参考（中隊教練小隊）　第３巻　昭和１５．１１ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-167 歩兵教練の参考（中隊教練小隊）　第３巻　昭和１５．１１ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-168 歩兵教練の参考（中隊教練小隊）　第３巻　昭和１５．１１ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-169 歩兵教練の参考（中隊教練小隊）　第４巻　昭和１６．５ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-170 歩兵教練の参考（中隊教練小隊）　第４巻　昭和１６．５ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-171 歩兵教練の参考（中隊教練中隊）　第４巻　昭和１６．６．２０ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-172 歩兵教練の参考（機関銃教練）　第５巻　昭和１６．９．２７ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-173 歩兵教練の参考（機関銃教練）　第５巻　昭和１６．７ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-174 歩兵教練の参考（自動砲）　第６巻　昭和１６．７ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-175 歩兵教練の参考（大隊砲）　第７巻　昭和１６．９ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-176 歩兵教練の参考（大隊砲）　第７巻　昭和１６．７ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-177 歩兵教練の参考（連隊砲）　第８巻　昭和１６．７ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-178 歩兵教練の参考（速射砲）　第９巻　昭和１６．７ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-179 歩兵教練の参考（歩兵砲　観測通信）　第１０巻　昭和１７．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-180 歩兵教練の参考（連．大隊教練）　第１１巻　昭和１６．９ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-181 歩兵教練の参考（連．大隊教練）　第１１巻　昭和１６．７ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-182 歩兵教練の参考（通信隊教練）　第１２巻　昭和１５．８ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-183 歩兵教練の参考（９７式　曲射歩兵砲）　第１４巻　昭和１７．１１ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-184 歩兵教練の参考（９７式　曲射歩兵砲）　昭和１８．７ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-185 歩兵戦闘教練の参考　昭和１９．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-186 キ　歩兵隊教練規定　昭和１７．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-187 歩兵砲教練の参考（分隊基本）　第１巻　昭和１２．１２ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-188 歩兵砲教練の参考（分隊基本）　第１巻　昭和１２．１２ 陸軍歩兵学校　将校集会所
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中央-軍隊教育典範歩兵の部-189
歩兵砲教練の参考　第２巻　砲隊教練（分隊基本を除く）　昭和１
３．３

陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-190 歩兵教練の参考（連．大隊教練の部）　昭和１６ 岩切大佐

中央-軍隊教育典範歩兵の部-191 機関銃教練の参考（分隊基本）　第１巻　昭和１２．１２ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-192 機関銃教練の参考（分隊基本）　第１巻　昭和１２．１２ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-193 機関銃教練の参考（分隊戦闘）　第２巻　昭和１３．３ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-194 機関銃教練の参考（中小隊の部）　第３巻　昭和１３．５ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-195 機関銃教練の参考（中小隊の部）　第３巻　昭和１３．５ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-196
戦闘各個教練の参考（小銃．擲弾筒．軽機関銃）　第１巻　昭和１
２．１２

陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-197
戦闘各個教練の参考（小銃．擲弾筒．軽機関銃）　第１巻　昭和１
２．１２

陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-198 歩兵中隊教練の参考（総則分隊）　第２巻　昭和１３．３ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-199 歩兵中隊教練の参考（小隊）　第３巻の上　昭和１３．４ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-200 歩兵中隊教練の参考（中隊）　第３巻の下　昭和１３．４ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-201 歩兵中隊教練の参考（中隊）　第３巻の下　昭和１３．４ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-202 歩兵陣中勤務の参考（捜索及警戒）　第１巻　昭和１４．１０ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-203 歩兵陣中勤務の参考（捜索及警戒）　第１巻　昭和１４．１０ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-204 最近戦例応用　理想的夜間戦闘教練　巻下 兵事雑誌社　宮崎歩兵少佐

中央-軍隊教育典範歩兵の部-205 夜間行動教育の参考　全　昭和１１．５ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-206 夜間行動教育の参考　昭和１１．５ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-207
歩兵隊現役兵本業基本教育計画作為の参考（通信中隊の分を除
く）　昭和１６．１１．１

教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-208 夜間攻撃の参考　昭和１９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-209 連隊歩兵砲教育仮規定　昭和９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-210 連隊歩兵砲教育仮規定　昭和９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-211 大隊歩兵砲教育仮規定　昭和１０．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-212 歩兵教程　上巻　大正１４．１
陸軍歩兵大尉　岡宮夙（兵書出
版社）

中央-軍隊教育典範歩兵の部-213 歩兵教程　下巻　大正１４．１
陸軍歩兵大尉　岡宮夙（兵書出
版社）

中央-軍隊教育典範歩兵の部-213_2 歩兵教程附録 上原好雄

中央-軍隊教育典範歩兵の部-214
歩兵小部隊教練（新歩兵操典　作戦要務令に基く）計画の参考
昭和１５．８

熊本陸軍教導学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-215
歩兵小部隊教練（新歩兵操典　作戦要務令に基く）計画の参考
昭和１５．８

熊本陸軍教導学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-216 歩兵初級幹部　野戦の参考　昭和１６．３ 尚兵館

中央-軍隊教育典範歩兵の部-217 歩兵教練の参考（中隊教練　中隊）第４巻　昭和１６．５ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-218 戦況現示の参考 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-219 歩兵対空行動　昭和１７．１ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-220 歩兵隊通信教育　大正６．１２ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-221 輓近戦に於ける歩兵部隊長の戦闘指揮　昭和６．９ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-222 ９２式歩兵砲取扱法　昭和１０．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-223 ９２式歩兵砲教練仮規定　昭和８．６ 教育総監部
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中央-軍隊教育典範歩兵の部-224 ９２式歩兵砲取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-225 歩兵無線電信通信教育規定　昭和７．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-226 歩兵通信教育規定　昭和９．９．３０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-227 歩兵通信教育規定　昭和９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-228 歩兵戦闘教練　第３部　大隊の部（夜間攻撃欠）　昭和２０．２
陸軍歩兵学校　登第７３３１部隊
写

中央-軍隊教育典範歩兵の部-229 キ　歩兵隊教練規定　昭和１７．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-230 迫撃隊（自動車編制）教練規定　総則　第１部　昭和１５．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-231 歩兵通信教範草案　大正１３．１２．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-232 歩兵通信教範草案　大正１１．４．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-233
歩兵機関銃操典草案、歩兵機関銃射撃教範草案　編纂理由書
大正１４．４

偕行社

中央-軍隊教育典範歩兵の部-234 機関銃歩兵砲射撃教範　昭和５．４．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-235 歩兵野戦作業小典　明治１９．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-236 歩兵工作教範　明治２３．７．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-237 歩兵工作教範　明治２３．７．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-238 作業に関する参考書　大正１１．７ 攻防演習計画委員

中央-軍隊教育典範歩兵の部-239 歩兵実兵指揮計画要録　昭和７ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-240 輸送船遭難時に於ける軍隊行動の参考　昭和１８．１１．１ 陸軍船舶練習部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-241 輸送船遭難時に於ける退船前後の動作に就て　昭和１８．１１ 雪部隊本部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-242 連隊歩兵砲教育仮規定　昭和９．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-243 連隊歩兵砲教育仮規定　昭和９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-244 連隊歩兵砲教育仮規定　昭和９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-245 大隊歩兵砲教育仮規定　昭和１０．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-246 小部隊歩戦協同教育の参考　全　昭和１１ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-247 夜間行動教育の参考　全　昭和１１．７．５ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-248 歩砲協同の教育に関する参考　昭和９．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-249 歩砲協同の教育に関する参考　昭和８．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-250 歩兵操典 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-251 歩兵操典草案　昭和１２．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-252 歩兵操典草案編纂理由書　昭和１２．６．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-253 歩兵操典（案）　昭和１４．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-254 歩兵操典　昭和１５．２．１９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-255 戦闘教令　森第１０７１９部隊　昭和１９．１２
森第１６１１部隊　森第７９００部
隊複製

中央-軍隊教育典範歩兵の部-256 南方視察に基く築城の参考　昭和１９．６ 陸軍築城部本部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-257 教練雑話 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-258 歩兵心得　全　元治元年８月 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-259 歩兵操典改正に関する意見　大正８ 三浦大尉
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中央-軍隊教育典範歩兵の部-260 兵家須知戦闘術門　巻の１ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-261 兵家須知戦闘術門　巻の２ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-262 兵家須知戦闘術門　巻の３ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-263 兵家須知戦闘術門　巻の４ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-264 兵家須知戦闘術門　巻の５ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-265 兵家須知戦闘術門　巻の６ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-266 歩兵内務書　第１版　上　明治５．６ 陸軍兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-267 歩兵内務書　第１版　下　明治５．６ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-268 歩兵操典　明治１５．４ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-269 歩兵操典改正案　明治２４．３ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-270 機関銃．歩兵砲射撃教範　昭和５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-271 歩兵新須知　昭和１３．７．７ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-272 闘戦経　昭和１８．１０ 東京教材社

中央-軍隊教育典範歩兵の部-273 歩兵射撃教範 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-274 機関銃歩兵砲射撃教範　昭和５．５．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-275 夜間視力増強法　昭和１８．４ 第７陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-276 新式　歩兵操典　生兵の部　明治１１．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-277 野外演習軌典　第１版（歩兵全）　明治１５．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-277_2 野外演習軌典　第１版　歩兵　全　明治１５年３月 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-278 歩兵野戦作業小典　明治１９．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-279 射撃教範編纂の報告　明治２０．３ 歩兵操典取調委員

中央-軍隊教育典範歩兵の部-280 歩兵陣中軌典　第１部　第２部　明治２０．２ 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-281 歩兵小枝隊　野外演習実施注意　明治２２．２．１５ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-282 歩兵操典改正草案　明治３９．１１．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-283 大正５年夏季試験射撃記事　大正５．９ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-284 丙号曲射歩兵砲及同弾丸試験記事　大正１０．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-285 ９２式歩兵砲履歴　昭和８～１９年 歩兵第１７連隊歩兵砲隊

中央-軍隊教育典範歩兵の部-286 １１年式軽機関銃履歴　昭和３～１９年 歩兵第２２４連隊等

中央-軍隊教育典範歩兵の部-287 師団及歩兵通信連絡の組織と運用　第１編　原則　昭和６．９ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-288 歩兵兵器巡回教育実施計画　昭和１１．４ 豊橋陸軍教導学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-289 兵器履歴綴　昭和１５～１８年 第１歩兵砲小隊

中央-軍隊教育典範歩兵の部-290 将来の歩兵用兵器　大正１５．４ 陸軍歩兵学校訳

中央-軍隊教育典範歩兵の部-291 歩兵夜間教育　明治３６．２ 戸山学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-292 歩兵として砲兵・重砲兵に要求すべき事項の研究　大正６．１２ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-293 敵の砲兵射撃界を通過する為の歩兵隊形の研究　大正６．１２ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-294 歩兵上陸戦闘　昭和５．４ 第４師団司令部
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中央-軍隊教育典範歩兵の部-295 歩兵操典改正草案編纂綴（１）　明治３９．４～９ 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-296 歩兵操典改正草案編纂綴（２）　明治３９．４～９ 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-297 歩兵操典改正草案編纂綴（３）　明治３９．４～９ 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-298 歩兵操典改正草案編纂綴（４）　明治３９．１０ 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-299 歩兵操典改正に関する綴（５）　明治４２年 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-300 諸兵戦闘原則編纂研究経過（６）　大正１１．１２以降 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-301 諸兵戦闘原則案　（第１案）（７）　大正１２．１０ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-302 戦闘綱要案編纂経過綴（８）　大正１３．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-303 戦闘綱要案審議綴（９）　大正１３．１２～１４．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-304 歩兵操典編纂経過綴（１０）　昭和３．１ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-305 歩兵操典編纂経過綴（１１）　昭和３．１ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-306 歩兵操典編纂経過綴（１２）　大正１５．５ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-307 歩兵操典編纂経過綴（１３）　昭和３．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-308 歩兵操典編纂経過綴（１４）　昭和３．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-309 歩兵操典編纂経過綴（１５）　昭和３．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-310 歩兵操典編纂経過綴（１６）　昭和３．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-311 歩兵操典編纂経過綴（１７）（昭２．９改正草案　第６案）　昭和３．１ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-312 歩兵操典編纂経過綴（１８）（印刷原稿）　昭和３．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-313 歩兵操典編纂経過綴（１９）　昭和３．１ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-314 歩兵操典編纂経過綴（２０）　昭和３．１ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-315 歩兵操典編纂経過綴（２１）　昭和３．１ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-316 歩兵操典草案編纂経過綴（２２）　昭和１２年度 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-317 歩兵操典草案編纂経過綴（２３）　昭和１２年度 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-318 歩兵操典草案編纂経過綴（２４）　昭和１２年度 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-319 歩兵操典草案編纂経過綴（２５）　昭和１２年度 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-320 歩兵操典草案編纂経過綴（２６）止　昭和１２年度 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-321 仏蘭西　歩兵程式　教練の部　巻の１２　慶応３年 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-322 歩兵内務書　第３版　明治１３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-322_2 歩兵内務書　第４版　明治１８．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-323 歩兵須知　第１編　明治２９．１０改正増補 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-324 歩兵操典改正草案　第１部　第２部　合本　明治４０．５ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-325 改正歩兵操典草案に関する研究　大正１２．４ 見留歩兵少佐

中央-軍隊教育典範歩兵の部-326 歩兵機関銃操典草案編纂理由書　大正１４．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-327 機関銃、歩兵砲射撃教範編纂理由書　昭和５．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-328 歩兵操典改正理由書　昭和３．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-329 歩兵操典草案研究　昭和１１～１２年 中村　明人
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中央-軍隊教育典範歩兵の部-330 歩兵教練参考　昭和１１～１２年 中村　明人

中央-軍隊教育典範歩兵の部-331 歩兵操典関係綴　昭和１４．１１ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-332 戦後に於ける各国の歩兵戦法の概要 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-333 歩兵操典　中隊の部　明治１５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-334 歩兵操典　生兵の部　明治１５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-335 歩兵操典　大隊の部　明治１５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-336 歩兵操典改正案　明治２４．３ 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-337 歩兵操典改正理由説明の参考 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-338 歩砲協同の教育に関する参考　昭和８．４～９．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-339 歩兵操典改正案　第４部　附録及附図　昭和１４．８ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-340 陸戦操式 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-341 歩兵夜間教育　第８版　明治３４．１２ 陸軍歩兵中佐　橘周太

中央-軍隊教育典範歩兵の部-342 歩兵大隊戦闘展開問題及答解　大正３．１ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-343 歩兵通信参考書（第１部）学理　大正１２．１１ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-344 歩兵兵器概論　大正１５．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-345 歩兵隊射撃教育に関する訓令　昭和２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-346 歩兵隊下士官候補者教育に関する訓令　昭和１０．１ -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-347 新歩兵操典に基く歩兵中隊教練の参考（分隊の部） 第１６師団参謀部

中央-軍隊教育典範歩兵の部-348 歩兵作業教育方案　大正４．２ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-349 歩兵射撃　第２部　大正５．１２ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-350 歩兵通信参考書（第２部）　器材　大正１２．１１ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-351 改正歩兵戦闘の解説 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-352 炮術言葉 五守舘藏板

中央-軍隊教育典範歩兵の部-353 歩兵教練の参考（各個教練）　第１巻 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-354 歩兵陣中勤務の参考（捜索及警戒）　第１巻 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-355
歩操新式（７冊）　（生兵教練　小隊教練上．下　大隊教練上．中．
下．他）　元治元年

-

中央-軍隊教育典範歩兵の部-356 改正　歩兵操典詳解　巻の上　第７版 兵事雑誌社

中央-軍隊教育典範歩兵の部-357 改正　歩兵操典詳解　巻の下　第８版 兵事雑誌社

中央-軍隊教育典範歩兵の部-358 夜間行動教育の参考　全　昭和１１年 陸軍歩兵学校編

中央-軍隊教育典範歩兵の部-359 生兵教練　生兵教練附録 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-360 歩兵調練書　２編　小隊　３編　撤兵 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-361 歩軍操法（３冊）　１編　生兵学　第２編　小隊学　第３編　大隊学 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-362
歩操新式（５冊）　里尼教練　散兵教練　大隊教練上　大隊教練中
大隊教練下．散兵附録

皷譜

中央-軍隊教育典範歩兵の部-363 機関銃歩兵砲射撃教範　昭和５年５月３１日 陸軍省

中央-軍隊教育典範歩兵の部-364 歩兵練法　第１帙　元治元年 陸軍所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-365 歩兵制律　全　元治２年 陸軍所
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中央-軍隊教育典範歩兵の部-366 歩兵心得　全　元治元年 陸軍所

中央-軍隊教育典範歩兵の部-367 秡隊龍図解　全　慶應２年 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-368 １８６１年新銃式　抜隊竜練法　上　文久癸亥冬 大島恭次郎訳

中央-軍隊教育典範歩兵の部-369 １８６１年新銃式　抜隊竜練法　上　文久癸亥冬 大島恭次郎訳

中央-軍隊教育典範歩兵の部-370 小隊教練　附増補　全 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-371 歩兵操典草案　大正１４年６月２６日 陸軍省検閲済

中央-軍隊教育典範歩兵の部-372 歩兵操典草案の研究　第１巻　大正９年 -

中央-軍隊教育典範歩兵の部-373 仏国歩兵陣中要務実地演習軌典 フランス国政府

中央-軍隊教育典範歩兵の部-374 改正歩兵操典之研究 陸軍大佐　河村正彦

中央-軍隊教育典範歩兵の部-375 陸軍士官必携　巻之８、９、１０ ―

中央-軍隊教育典範歩兵の部-376 歩兵操典改正理由説明の参考 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範歩兵の部-377 歩兵操典　昭和15年2月19日 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-1 砲兵程式　砲手教則　慶応３年丁卯８月 陸軍所

中央-軍隊教育典範砲兵の部-2 砲兵教程　第１版　１　明治１５．６．１９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-3 砲兵教程　第１版　２　明治１５．６．１９ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-4 砲兵教程　第１版　３　明治１５．６．１９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-5 砲科教程講本　巻８　職務の部　明治１５．６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-6 砲科教程講本　巻９ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-7 砲科教程各国砲器　巻９附図 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-8 砲科教程　火薬の部　明治１５．６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-9 砲科教程　火砲の部　明治１８．３ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-10 砲兵内務書　第１版　全　明治９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-11 砲兵内務書　第２版　全　明治１５．６ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-12 砲兵内務書　第２版　全　明治１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-13 砲兵内務書　第３版　全　明治１８．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-14 砲兵内務書　第３版　全　明治１８．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-15 砲兵内務書　第３版　全　明治１８．６．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-16 砲具火具手入概則　全　明治１８．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-17 砲具火具手入概則　明治１８．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-18 砲具火具手入概則　全　明治１８．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-19 砲兵射的教法　全　明治１８．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-20 化学読本　前編　巻１０ -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-21 鋼砲取扱概則　明治１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-22 砲術小学　前編　下 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-23 馬関．鹿児島砲撃始末　全 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-24 海戦砲兵史　全　明治２４．３ 要塞砲兵幹部　練習所
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-25 砲兵操典　野砲兵戦時職務の部　草稿 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-26 砲兵操典　野砲兵戦時職務の部 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-27 砲兵操典　乗馬生兵の部　明治１４．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-28 砲兵操典　乗馬小隊の部　明治１４．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-29 砲兵操典　徒歩中隊の部　徒歩中隊連合の部　明治１４．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-30 砲兵操典　徒歩生兵の部　徒歩小隊の部　明治１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-31 砲兵操典　徒歩生兵の部　徒歩小隊の部　明治１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-32 砲兵操典　七珊米山砲々熕操法の部　明治１８．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-33 砲兵操典　歩砲小隊学の部　巻の３　明治３．１０ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-34 砲兵操典　七珊米山砲々熕操法の部　明治１８．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-35 砲兵操典　七珊米山砲々熕操法の部　明治１８．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-36 砲兵操典　七珊米山砲々熕操法の部　明治１８．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-37 砲兵操典　山綫砲　駄馬　繋駕　小隊の部　明治１７．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-38 砲兵操典　山綫砲　駄馬　繋駕　小隊の部　明治１７．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-38_2 砲兵操典　山綫砲　駄馬　繋駕　小隊の部　明治１７年２月 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-39 砲兵操典　山綫砲　駄馬　繋駕　中隊の部　明治１７．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-39_2 砲兵操典　山綫砲　駄馬　繋駕　中隊の部　明治１７年２月 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-40 砲兵操典　繋駕馭方の部　明治１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-41 砲兵操典　繋駕馭方の部　明治１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-42 砲兵操典　繋駕小隊の部　明治１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-43 砲兵操典　繋駕小隊の部　明治１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-44 砲兵操典　繋駕小隊の部　明治１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-45 砲兵操典　繋駕中隊の部　明治１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-46 砲兵操典　繋駕中隊の部　明治１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-47 砲兵操典　繋駕連隊の部　明治１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-48 砲兵操典　繋駕連隊の部　明治１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-49 砲兵操典　克虜伯砲熕操法の部　明治１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-50 砲兵操典　七珊米野砲操法の部　明治１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-51 砲兵操典　七珊米野砲操法　明治１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-52 砲兵操典　七珊米野砲操法の部　明治１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-53 砲兵操典　七珊米野砲操法の部　明治１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-54 砲兵操典　七珊米野砲操法の部　明治１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-55 砲兵操典　昭４．２．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-56 砲兵操典　野砲操法の部改正　明治１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-57 砲兵操典　野砲繋駕馭法教練の部　明治２２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-58 砲兵操典　七珊米野砲操法の部　明治１９．４ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-59 砲兵操典　徒歩教練の部　明治２２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-60 砲兵操典　乗馬教練の部　明治２２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-61
砲兵操典抜萃　第２部　野戦砲兵（輓　駄馬）１０榴　昭１４．１０．２
４

陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-62
砲兵操典抜萃　第２部　野戦砲兵（輓　駄馬）１５榴　昭１４．１０．２
４

陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-63 四一式山砲操法仮規定　明治４４．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-64 砲兵操典　山砲駄馬繋駕教練の部　明治２１．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-65 野戦砲兵操典 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-65_2 野戦砲兵操典 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-65_3 野戦砲兵操典 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-66 攻城砲兵提要　明治３７．５ 陸軍要塞砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-67 要塞砲兵教程　巻の１　材料の解　及　取扱新録 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-68 要塞砲兵教程　巻の１　材料の解及取扱附録 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-69 要塞砲兵材料取扱法草案 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-70 要塞砲兵教程　巻の４下 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-71 要塞砲兵教程　巻の４附録 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-72 要塞砲兵教程　巻の５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-73 要塞砲兵教程　巻の５　軍用通信の部 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-74 要塞砲兵教程　巻の６　水雷の部 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-75 要塞砲兵教程　巻の７　要塞砲兵職務の部 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-76 要塞砲兵操典草案　総則　第１部及第２部　明治４０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-77 要塞砲兵操典草案　総則　第１部及第２部 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-78 要塞砲兵操典草案　第３部 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-79 要塞砲兵操典改正草案　理由書　明治３９．１１．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-80 要塞砲兵観測教範草案　明４０．１．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-81 要塞砲兵観測教範草案　明治４０．１．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-82 要塞砲兵火工教範改正草案　明治４０．１．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-83 要塞砲兵火工教範　明治３１．７．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-83_2 要塞砲兵火工教範　明治３０．６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-84 要塞砲兵火工教範改正草案　明治４０．１．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-85 要塞火工具取扱法　大８．６．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-86 要塞砲兵力作教範　明治３０．３．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-86_2 要塞砲兵力作教範　明治３０．３．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-87 要塞砲兵工作教範　明治３８．３．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-88 要塞砲兵射撃教範改正草案　第１部　明治３９．１２．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-89 要塞砲兵射撃教範改正草案　第２部　明治３９．１２．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-90 要塞砲兵通信教範草案　明治３９．１２．１７ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-91 要塞砲兵通信教範草案　明治３９．１２．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-92 要塞砲兵照準教範草案　明治４０．１．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-93 要塞砲兵力作教範改正草案　明４０．１．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-94 重砲兵操典草案に関する訓示　及講話筆記　明治４４．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-95 重砲兵操典草案　大正１１．３．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-96 重砲兵操典草案　大正１１．３．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-97 野戦砲兵操典草案　大正９．４．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-98 野戦砲兵操典　明４３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-99 野戦砲兵操典　明治３６年１月 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-100 野戦砲兵操典草案　明治３３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-101 野戦砲兵操典　明治３１．４．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-102 野戦砲兵操典　明治４３．１２．１９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-103 野戦砲兵照準教範　明治２３改正 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-104 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（自動車）　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-105 砲兵操典　昭４．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-106 砲兵操典 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-107 砲兵操典　昭４．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-108 砲兵操典　昭４．３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-109 砲兵操典　昭１０．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-110 砲兵操典改正についての綴　昭１３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-111 砲兵操典改正理由書　昭１５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-112 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（輓　駄馬）　昭１４．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-113
砲兵操典抜萃　第２部　野戦砲兵（輓・駄馬）騎砲兵　昭１４．１０．
２４

陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-114 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（輓・駄馬）　昭１４．７．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-115 砲兵操典　第２部　重砲兵及要塞重砲兵　昭１４．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-116 砲兵操典　第２部　高射砲兵　最終案　原稿　昭１４．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-117 砲兵操典　第３部　高射砲兵　昭１４．５ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-118
砲兵操典　第３部　野戦砲兵．重砲兵．気球兵及情報兵　昭１３．
１０

砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-119 砲兵操典　第３部・第２部　昭１４．８ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-120 砲兵射撃教範　総則及第１部　昭１４ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-121 砲兵操典改正理由書　昭１５．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-122 砲兵操典改正理由書　昭１５．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-123 砲兵操典改正理由書　昭１５．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-124 砲兵操典改正理由書　昭１５．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-125 砲兵操典改正理由書　昭４．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-126 砲兵操典改正理由書　昭１５．７ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-127 砲兵操典　綱領．総則及第１部　昭１４．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-128 砲兵操典　綱領．総則及第１部　昭１４．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-129 砲兵操典　綱領．総則及第１部　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-130 砲兵操典　綱領．総則及第１部　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-131 砲兵操典　綱領．総則及第１部　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-132 砲兵操典　綱領．総則及第１部　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-133 砲兵操典　綱領．総則及第１部　昭１４．１１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-134 砲兵操典　綱領．総則及第１部　昭１４．１１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-135 砲兵操典　綱領．総則及第１部　昭１４．１１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-136 砲兵操典　綱領．総則及第１部　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-137 砲兵操典　綱領．総則及第１部　昭１４．１０．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-138 砲兵操典　綱領．総則及第１部　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-139 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（自動車）　昭１４．１１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-140 砲兵操典　第２部　野戦砲兵　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-141 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（自動車）　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-142 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（自動車）　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-143 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（自動車）　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-144 砲兵操典　第２部　野戦砲兵　昭１５．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-145 砲兵操典　第２部　野戦砲兵　昭１４．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-146 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（自動車）　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-147 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（輓．駄馬）　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-148 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（輓．駄馬）　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-149 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（輓．駄馬）　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-150 砲兵操典　第２部　昭１４．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-151 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（輓．駄馬）　昭１５．７．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-152 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（輓．駄馬）　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-153 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（輓．駄馬）　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-154 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（輓．駄馬）　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-155 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（輓．駄馬）　昭１４．１２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-156 砲兵操典　第２部　重砲兵及要塞重砲兵　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-157 砲兵操典　第２部　重砲兵及要塞重砲兵　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-158 砲兵操典　第２部　重砲兵及要塞重砲兵　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-159 砲兵操典　第２部　重砲兵及要塞重砲兵　昭１４．１１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-160 砲兵操典　第２部　重砲兵及要塞重砲兵　昭１４．１１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-161 砲兵操典　第２部　高射砲兵　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-162 砲兵操典　第２部　高射砲兵　昭１４．１０ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-163 砲兵操典　第２部　高射砲兵　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-164 砲兵操典　第２部　高射砲兵　昭１４．１１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-165 砲兵操典　第２部　高射砲兵　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-166 砲兵操典　第２部　高射砲兵　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-167 砲兵操典　第２部　情報兵　昭１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-168 砲兵操典　第２部　気球兵　昭１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-169 砲兵操典　第２部　気球兵　昭１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-170 砲兵操典　綱領．総則及第１部　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-171 砲兵操典　第３部　昭１４．１１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-172 砲兵操典　第３部　昭１４．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-173 砲兵操典　第２部　重砲兵及要塞重砲兵　昭１４．１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-174 砲兵操典　第３部　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-175 砲兵操典　第３部　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-176 砲兵操典　第３部　昭１４．１１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-177 砲兵操典　第３部　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-178 砲兵操典　第３部　昭１５．５．１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-179 砲兵操典　第３部　昭１４．１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-180 砲兵操典　第３部　昭１４．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-181 砲兵操典　第３部　昭１５．７．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-182 砲兵操典　第３部　昭１４．１２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-183 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（輓・駄馬）　昭１４．１１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-184 砲兵照空教範　昭１３．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-185 砲兵照準教範　野山砲の部　明治２１．１．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-186 砲兵照準教法　明治１８．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-187 砲兵操典　綱領．総則第１部　昭１５．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-188 重砲兵力作教範草案　大正１５．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-189 重砲兵操典草案 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-190 重砲兵力作教範草案　編纂理由書　昭２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-191 重砲兵力作教範草案編纂　理由書　昭２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-192 重砲兵力作教範草案　昭２．５．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-193 重砲兵力作教範草案　昭２．５．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-194 重砲兵力作教範草案　昭２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-195 重砲兵力作教範草案　昭２．５．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-196 重砲兵照準教範草案　明治４５．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-197 野戦砲兵操典 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-198 野戦砲兵力作作業の参考　昭１７．９ 陸軍野戦砲兵学校
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-199 野戦砲兵力作作業の参考　昭１６．１２．８ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-200 野戦砲兵射撃教範　明治２３．４　改正 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-201 野戦砲兵操典 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-202 野戦砲兵操典改正理由書 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-203 野戦砲兵陣中勤務 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-204 重砲兵射撃教範草案　第２部　明治４４．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-205 重砲兵射撃教範草案　第２部　明治４４．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-206 重砲兵射撃教範草案　第１部 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-207 砲兵射撃教範　昭５．１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-208 砲兵射撃教範　昭４．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-209 砲兵射撃教範　昭６．８．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-210 砲兵射撃教範　昭５．１．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-211 砲兵射撃教範　昭４．１２．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-212 砲兵射撃教範　昭６．８．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-213 砲兵射撃教範　昭５．１．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-214 砲兵射撃教範改正理由書　昭４．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-215 砲兵射撃教範改正理由書　昭４．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-216 砲兵射撃教範改正理由書　昭４．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-217 砲兵射撃教範　野山砲の部　明治４４．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-218 重砲兵射撃手簿　昭１２．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-219 重砲兵射撃教範草案　第２部 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-220 重砲兵射撃教範草案改正理由書（第１部） 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-221 重砲兵射撃教範草案改正理由書（第２部） 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-222 重砲兵照準教範草案改正理由書 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-223 野戦砲兵射撃手簿　昭１２．１１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-224 野戦砲兵射撃教範　明治２５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-225 野戦砲兵射撃教範　明治３１．４．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-225_2 野戦砲兵射撃教範　明治３１．４．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-225_3 野戦砲兵射撃教範　明治３２．１１．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-226 野戦砲兵射撃教範 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-227 野戦砲兵射撃教範 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-228 野戦砲兵射撃教範　明治４３．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-229 野戦砲兵射撃教範草案 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-230 野戦砲兵射撃教範改正草案理由書　明治３９．１１．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-231 野戦砲兵射撃教範改正理由書 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-232 野戦砲兵射撃教範改正草案　明治４０．１．９ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-233 野戦砲兵射撃教範中改正案　野戦砲兵射撃教範改正理由 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-234 野戦砲兵射撃教範改正報告　明治２５．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-235 明治２３年改正　野戦砲兵仮想射撃教範　明治２３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-236 明治２３年改正　野戦砲兵照準教範　明治２３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-237 野戦砲兵将校陣中必携　陸軍野戦砲兵学校編　昭１３．１１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-238 重砲兵射撃参考事項集　昭１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-239 野戦砲兵射撃手簿　昭１７．１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-240 砲兵射撃教範の研究　昭６．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-241 野戦射撃必携　昭１３ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-242 砲兵射撃教範質疑回答　昭１７．２．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-243 砲兵射撃教範質疑回答　昭１７．２．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-244 射撃予習例題集　昭１６．１２
陸軍野戦砲兵学　校長　重田徳
松

中央-軍隊教育典範砲兵の部-245
射表及射撃修正計算板の改正に伴う砲兵隊射撃教育規定　昭７．
１０

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-246
射表及射撃修正計算板の改正に伴う砲兵隊射撃　教育規定　昭
７．１０．２２

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-247 砲兵射撃教範　総則及第１部改正理由書　昭１６．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-248 砲兵射撃教範　総則及第１部　改正理由書　昭１６．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-249 砲兵射撃教範　総則及第１部　改正理由書　昭１６．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-250 砲兵射撃教範　総則及第２部　改正理由書　昭１６．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-251 砲兵射撃教範　総則及第１部　改正理由書　昭１６．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-252 砲兵射撃教範問答集　第１部　第２編の部　昭１７．１ 関東軍参謀部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-253 砲兵射撃教範　総則及第１部　昭１６．１２．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-254 砲兵射撃教範　総則及第１部　昭１６．１１．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-255 砲兵射撃教範　昭１６．１２．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-256 砲兵射撃教範　総則及第１部　昭１６．１１．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-257 砲兵射撃教範　昭１６．１１．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-258 砲兵射撃教範　総則及第１部　昭１６．１１．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-259 砲兵射撃教範　昭４．１２．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-260 砲兵射撃教範　総則及第１部　昭１７．５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-261 砲兵射撃教範　第１部　昭１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-262 砲兵射撃教範　第２部　昭１６．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-263 砲兵射撃教範　第２部　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-264 砲兵射撃教範　総則及第２部　昭１６．１２．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-265 砲兵射撃教範　第２部　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-266 砲兵射撃教範　第２部　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-267 砲兵射撃教範　第２部　別冊　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-268 砲兵射撃教範　第２部　別冊　昭１６．１１ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-269 砲兵隊射撃教育の参考　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-270 砲兵射撃教範　第２部　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-271 砲兵射撃教範抜萃　総則及第１部　昭１６．１１．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-272 砲兵射撃教範　昭５．１．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-273 砲兵射撃教範　第２部　昭１６．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-274 砲兵射撃教範　昭５．１．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-275 野戦砲を以て行う対空射撃の参考　昭１８．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-276 野戦砲を以て行う対空射撃の参考　昭１８．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-277 野戦砲を以て行う対空射撃の参考　昭１９．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-278 野戦砲を以て行う対空射撃の参考　昭１９．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-279
高射砲射撃の参考（二式高射瞬曵信管を用うる八八式７糎高射砲
射撃）　昭１８．１０

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-280 高射砲隊射撃教育に関する訓令　昭５．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-281 高射砲隊射撃教育規定　昭１２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-282 自動砲射撃教育の参考　昭１５．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-283 自動砲射撃教育の参考　昭１５．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-284 自動砲射撃教育の参考　昭１５．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-285
（低空目標　砲車眼鏡に依る視認困難なる目標　現制機械照準具に依り未来修正量を算定し得ざる
大高度目標　急降下目標｝　に対する高射砲射撃の参考　昭１８．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-286 野戦砲兵射撃教範草案　大正９．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-287 野戦砲兵射撃教範草案　大正４．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-288 野戦砲兵将校教練必携　昭１２．９．９ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-289 野戦砲兵火工教程　大正６．３．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-290 火工教程　第１部（野戦弾薬）　昭４．５．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-291 火工教程　第１部　野戦弾薬　昭４．７．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-292 火工教程　第１部　野戦弾薬　昭４．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-293 火工教程　第１部　野戦弾薬　昭４．７．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-294 火工教程　第２部　要塞弾薬　昭４．１２．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-295 火工教程　第２部（要塞弾薬）　昭４．１１．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-296 砲兵馭法教範　昭８．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-297 砲兵馭法教範改正理由書　昭８．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-298 砲兵馭法教範改正理由書　昭８．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-299 砲兵馭法教範改正理由書　昭８．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-300 砲兵馭法教範草案　明治４４．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-301 火工作業方式草案説明書　昭１０．９．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-302 砲兵馭法教範　昭８．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-303 砲兵馭法教範　昭９．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-304 砲兵馭法教範　昭９．５ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-305 砲兵馭法教範　昭９．５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-306 野戦砲兵射撃教範　明治３６．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-307 昭和７年特別砲兵演習参考書　砲兵情報班の部 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-308 砲兵情報隊教練規定　昭１３．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-309 砲兵情報隊教練規定　昭１３．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-310 砲兵情報隊教練規定　昭１３．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-311 砲兵情報隊教練規定　昭１９．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-312 砲兵観測通信仮規定　第２部　通信　大正１２．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-313 砲兵情報教練規定　昭１９．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-314 砲兵観測通信仮規定　総則及第１部観測　大正１２．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-315 砲兵観測通信仮規定　総則及第１部観測　大正１２．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-316
砲兵観測通信教範草案（総則及観測）　並同（観測小隊及観測
班）　編纂理由書　昭６．５

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-317
砲兵観測通信教範草案（総則及観測）　並同（観測小隊及観測
班）　編纂理由書　昭６．５

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-318
砲兵観測通信教範草案（総則及観測）　並同（観測小隊及観測
班）　編纂理由書　昭６．５

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-319 砲兵観測通信教範草案　通信編纂理由書　昭７．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-320 砲兵観測通信教範草案　総則及観測　昭６．６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-321 砲兵観測通信教範草案　昭６．６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-322 砲兵観測通信教範草案　総則及観測　昭６．６．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-323 砲兵観測通信教範草案　昭６．６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-324 砲兵観測通信教範　昭６．６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-325 砲兵観測通信教範草案（観測小隊及観測班）　昭６．６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-326 砲兵観測通信教範草案（観測小隊及観測班）　昭６．６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-327 砲兵観測通信教範草案通信　昭７．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-328 砲兵観測通信教範草案通信　昭７．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-329 砲兵観測通信教範草案　総則及観測　昭６．７．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-330 砲兵観測通信教範草案（総則及観測）　昭６．６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-331 砲兵観測通信教範草案通信　昭７．２．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-332 砲兵観測通信教範草案　総則及観測　昭６．６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-333 砲兵観測通信教範草案の参考　昭１０．１０ 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-334 砲兵無線電信通信教育規定　昭７．７．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-335 野戦砲兵通信教育に関する参考　昭１６．８．１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-336
砲兵隊通信教育規定別冊　情報送信機　受信機　標示機の操法
昭１９．１１

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-337 九二式通信器材に依る　砲兵隊通信教育規定　昭１２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-338 九二式通信器材に依る　砲兵隊通信教育規定　昭１２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-339 改訂野戦砲兵隊新観測具に関する参考　昭１８．５．１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-340 観測小隊観測班　教練是丈は心得置くべし　昭１１ 砲兵学校
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-341 野戦砲兵測地観測の参考　昭１５．４ 軍事研究会

中央-軍隊教育典範砲兵の部-342 砲兵情報隊観測教育の参考　昭１３．１２ 軍事研究会

中央-軍隊教育典範砲兵の部-343 砲兵観測教範　昭１８．１２ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-344 砲兵観測教範案　昭１８．１２ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-345 野戦砲兵観測通信教範草案の研究　全　昭１０．９ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-346 野戦砲兵観測通信教範草案の研究　全　昭１０．９ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-347 野戦砲兵通信教育に関する参考　昭１７．５．１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-348 野戦砲兵通信法 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-349 八八式海岸射撃具に依る観測教育規定　昭７．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-350 観測手簿 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-351 野戦砲兵通信 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-352
野、騎、山砲制式一部の改正に伴う教育に関する規定案　大正１
２．４

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-353 歩砲協同の教育に関する参考　昭８．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-354 編制．装備一部の改編に伴う　高射砲隊教練仮規定　昭８．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-355 速射砲教育仮規定　昭１０．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-356 九四式山砲教練規定　昭１１．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-357 砲塔加農教練規定　昭１１．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-358 九一式１０糎榴弾砲教練規定　昭１１．１２．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-359 九一式１０糎榴弾砲を装備する野砲兵隊教育規定　昭８．５．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-360 九一式１０糎榴弾砲を装備する野砲兵隊教育規定　昭８．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-361 三八式１５榴分隊教練の参考　昭１２．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-362 九二式１０糎加農教練規定　昭１２．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-363 砲兵情報隊観測教育の参考 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-364 三八式野砲分隊教練の参考　昭１２．９．２４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-365 九五式野砲教練規定　昭１３．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-366 九六式１５糎榴弾砲教練規定　昭１３．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-367 九九式１０糎山砲教練規定　昭１７．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-368 九六式２４糎榴弾砲教練の参考　昭１６．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-369 九六式２４糎榴弾砲教練の参考　昭１６．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-370 改造１４年式１０糎榴弾砲教練の参考　昭１４．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-371 改造１４年式１０糎榴弾砲教練の参考　昭１４．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-372 砲兵隊機関砲教練の参考　昭１５．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-373 砲兵隊機関砲教練の参考　昭１５．８ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-374 改造１４年式１０糎榴弾砲教練の参考　昭１４．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-375 「ラ」式速射砲教練の参考　昭１６．８ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-376 「ラ」式速射砲教練の参考　昭１６．９ 教育総監部
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-377 特種火砲教練規定　「ラ」式１５加及砲塔２０（２５）加　昭１７．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-378 特種火砲教練規定　「ラ」式１５加及砲塔２０（２５）加　昭１７．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-379 九九式１０糎山砲教練規定　昭１７．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-380 砲手班教育便覧　主として野騎山砲　昭３．４ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-381
改造三八式野砲（短）の制式　一部改正に伴う野砲兵隊の教育に
関する訓令　昭６．６

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-382 九四式山砲教練規定　昭１１．８．１５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-383 船舶砲兵教練の参考　昭１９．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-384 砲兵観測中隊教練の参考　昭１４．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-385 備砲教練の参考　四五式２４榴　昭１８．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-386 備砲教練の参考　２８榴　昭１８．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-387 砲種の訓練に関する参考（其の１）　昭１７．８．１９ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-388 野砲兵．山砲兵用　砲兵全書　輓駄馬の部　昭１４．１０．２４ -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-389 重砲兵須知　昭１１．１ -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-390 重砲兵須知　昭１１ -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-391 改訂　野戦重砲兵須知　全 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-392 重砲兵科須知　全　昭３．１１．１０ 兵書出版社

中央-軍隊教育典範砲兵の部-393 重砲兵必携　昭４．２．６ -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-394 高射砲兵将校陣中必携　昭１６．８．１ 陸軍防空学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-395 高射砲兵将校陣中必携　昭１６．８．１ 陸軍防空学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-396 最新　高射砲兵須知　全　昭１４．４．２５ 兵書出版社

中央-軍隊教育典範砲兵の部-397 砲兵自動車必携　昭１６．１１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-398 重砲兵将校陣中必携　昭１６．８．１０ 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-399 重砲兵小隊長必携　攻城の部　昭８．４．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-400 重砲兵小隊長必携　攻城の部　昭８．５ 帝国在郷軍人会本部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-401 砲兵全書　昭１５．２．１０ 武揚社

中央-軍隊教育典範砲兵の部-402 野戦砲兵必携　昭１４．１０．２４ 軍用図書出版社

中央-軍隊教育典範砲兵の部-403 要塞重砲兵将校陣中必携　昭２０．５ 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-404 野砲兵陣中勤務の参考　昭１７．１２ 軍事界社

中央-軍隊教育典範砲兵の部-405 野戦砲兵将校陣中必携　昭１３．１１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-406 高射砲隊教練規定　昭１２．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-407 重砲兵須知　全　昭１４．１０．１０ 兵書出版社

中央-軍隊教育典範砲兵の部-408 上陸防御に於ける砲兵戦闘の参考　昭１９．５ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-409 熱地に於ける野戦砲兵戦闘の参考　昭１６．１０．２５ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-410 熱地に於ける野戦砲兵戦闘の参考　昭１６．１０．２５ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-411 野戦砲兵上陸戦闘の参考　昭１６．１０ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-412 野戦砲兵士官手簿　明治３６．６ 野戦砲兵射撃学校
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-413
野戦砲兵通信附録　第４　通信手兵語教育参考書　大正４年２月
印刷

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-414 野営演習参考事項　昭１４ 板妻砲兵隊　重砲兵隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-415 野戦砲兵隊教育計画例集　其の２　輓駄馬　昭１６．１１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-416 野戦砲兵写真利用の参考　昭１７．３ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-417 攻城兵器提要 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-418 陸上気象観測教範草案（案） -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-419 野戦砲兵　観測中隊教育参考（測地標定の部）　昭１６．６ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-420 野戦砲兵教育参考（其の８）　下士官現地教育（観測）計画 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-421 対砲兵戦の参考　昭１５．１０ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-422 対砲兵戦の参考（全）　昭１５．１２ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-423 重砲兵自衛の参考　昭１８．７ 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-424 野戦砲兵自衛の参考　昭１４．２ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-425 高射砲砲手教育の参考　昭１６．１１．２８ 陸軍防空学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-426
た号を装備する　高射砲兵教練の参考　電測分隊（た号機１・２
号）　昭１９．２

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-427
た号を装備する　高射砲兵教練の参考　電測分隊（た号機一・二
型）　昭１９．２

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-428
た号を装備する　高射兵教練の参考　電測分隊（た号機三型）　昭
１９．９

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-429 陣地攻撃に於ける砲爆撃の参考　昭１８．７ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-430 船舶砲兵指揮の参考　昭１８．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-431 野砲兵分隊戦闘教練問題並指導計画の範例　昭７．２ 軍事界社

中央-軍隊教育典範砲兵の部-432 対砲兵戦の参考　昭１５．１０ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-433
野戦砲兵教育参考（其の１）　初級将校諸教練計画例集　昭１６．
４

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-434
野戦砲兵教育参考（其の２）　山砲分隊教練教育の参考　昭１６．
１０

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-435 野戦砲兵教育参考（其の３）　初級将校現地教育例集　昭１６．６ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-436
野戦砲兵教育参考（其の４）　准士官下士官現地教育例集　昭１
６．６

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-437 野戦砲兵教育参考（其の５）　軍曹伍長現地教育例集　昭１６．６ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-438 挺進砲兵破壊隊に関する説明　昭１８．９ 雪部隊本部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-439 海岸砲台に対する試験射撃成績報告 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-440 爆破教範改正草案　明治４１．３．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-441 爆破教範改正草案　明治４１．３．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-442 砲塔加農教練規定　昭１１．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-443 機関砲隊教練規定　昭１８．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-444 砲兵自動車必携　昭１６．１１．１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-445 八九式１５加砲車小隊長必携　昭１４．９ -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-446 機関砲分隊教練基本教育の参考　昭１６．８ 陸軍防空学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-447 砲兵照空教範　昭１３．８．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-448 実体鏡取扱法　昭１１．３ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-449 師団砲兵の現地研究 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-450 砲兵弾薬参考書　昭１３．５ -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-451 飛行機観測砲兵射撃教範　昭１４．３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-452 方向鈑使用法規定案　大正９．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-453 「ロタ」砲教練の参考　１／２　昭２０．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-454 「ロタ」砲教練の参考　２／２　昭２０．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-455 高島流砲術秘書　３ -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-456 砲兵力作教範　昭１８ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-457 自動砲教練 宮沢部隊本部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-458 砲兵操典　第２部　高射砲兵　昭１４．１１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-459 砲兵気象常用表　昭７．４ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-460 砲兵操典　第２部　高射砲兵　昭１４．１２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-461 野戦砲兵操典新案　第１　他　明治４５．４ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-462 情報勤務に就て　昭和５．１０ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-463
砲兵に関する参考書（原則の部）（空中観測に依る砲兵射撃及通
信の部）　昭和２．６

砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-464 昭和５年特別砲兵演習参考書　砲兵情報班の部　昭和５．１０ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-465 昭和５年特別砲兵演習参考書　観測．通信の部　昭和５．５ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-466 射的教程　第１版　完　明治１５．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-467 野戦砲兵隊教育計画例集　昭和１６．１１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-468
昭和５年特別砲兵演習参考書　空中観測に依る砲兵射撃及連絡
の部　昭和５．８

砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-469 砲兵陣中必携　明治８ 陸軍文庫

中央-軍隊教育典範砲兵の部-470 砲兵戦術講授録　明治４２．３ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-471 飛行機観測砲兵射撃教範　昭和１３．８．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-472 熱地及水際に於ける　砲兵自動車取扱保存の参考　昭和１６．１０ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-473 上陸防御に於ける　砲兵戦闘の参考　昭和１９．５ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-474 要塞砲兵操典　第２部　第３部　明治２９．１１．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-475 要塞砲兵射撃教範　明治２９．１１．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-476 要塞砲兵射撃教範　第１部　明治２３．１１．１９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-477 要塞砲兵操典　第１部　第１編　明治２４．１０．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-478 要塞砲兵操典　第２部　第１編　明治２４．１１．１９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-479 要塞砲兵観測教範　明治２４．１２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-480 要塞砲兵材料保存法　明治２９．１１．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-481 射撃効力表　明治２４．５ 小山史料

中央-軍隊教育典範砲兵の部-482 実験射撃の結果　大正５．１１ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-483 ＪＡＣＯＢ式砲内弾道略表　大正８．１２ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-484 方向鈑使用法　同取扱法　大正９．６ 陸軍重砲兵射撃学校
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-485 無線電信及地中電信（上巻）　大正９．７ 陸軍野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-486 九〇式砲兵（軽重）観測具駄載区分表　昭和５．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-487 １１年式平射歩兵砲取扱法　昭和 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-488 方向面決定法例題集　全 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-489 通信用兵語集（解説附） 野戦重砲兵第８連隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-490 自動砲射撃教育規定（案）抜萃 坂本部隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-491 弾道数理　明治１６．９ -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-492 兵器履歴表　昭和１６～１９年 野砲兵第１０連隊第１１中隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-493 キ　砲兵隊教練規定（１５榴自走砲）　昭和１９．１２ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-494 試製一式機動４７粍砲説明書 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-495 供覧兵器の説明　昭和７．３ 野戦砲兵学校教導連隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-496 攻防演習準備教育参考資料　昭和９．７ 野砲兵第８連隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-497 特殊陣地攻撃に於ける砲兵用法　昭和１０．３ 野砲兵第８連隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-498 中隊教練教育上の参考　昭和１０．９～１１．１ -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-499 防御に於ける測地の図上研究　昭和１０．１２ 野砲兵第８連隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-500 砲隊鏡写真の利用法　昭和１１．４ 野砲兵第８連隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-501 九七式曲射歩兵砲取扱の参考　昭和１５年 陸軍工科学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-502 信号板を以てする通信 八代大尉

中央-軍隊教育典範砲兵の部-503 高砲砲外参考　大正１４．８ 技術本部　長沢大尉

中央-軍隊教育典範砲兵の部-504 一式４７粍砲取扱の参考（案）　昭和１８．９ 第３歩兵砲隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-505 大東亜戦史資料（砲兵）　昭和２０．２ -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-506 砲兵沿革史　高射砲兵の戦法戦技及びその教育　その１ 入江莞爾中将提供

中央-軍隊教育典範砲兵の部-507 砲兵沿革史　回顧録　高射砲兵の戦法戦技及びその教育　その２ 入江莞爾中将提供

中央-軍隊教育典範砲兵の部-508 砲兵学講本　第１版　全　明治１５．６ 陸軍文庫

中央-軍隊教育典範砲兵の部-509 砲兵内務書　第３版　全　明治１８．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-510 野戦砲兵の運用についての私見　昭和 橋本　博光

中央-軍隊教育典範砲兵の部-511 砲兵関係　巡回教育其他所見　教訓等　報告綴　昭和１４～１５年 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-512 軍直轄砲兵に就て　昭和１５．９ 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-513 山砲兵・騎砲 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-514 砲兵の戦闘区域に就て　他 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-515 野戦砲を以て行う対空射撃の参考 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-516 「ナミュール」及「アンヴェルス」砲撃の効果に就て -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-517 砲兵の軍隊区分に就て -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-518 第３節　砲兵 元陸軍中佐　隈部寅雄

中央-軍隊教育典範砲兵の部-519 外国砲兵材料及編制の部　明治３６．５ 陸軍要塞砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-520 砲兵射撃教範改正理由書　昭和４．１２ 教育総監部
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-521 攻撃に於ける砲兵火力運用の基礎観念　昭和５．７ 野戦砲兵学校　小川大尉

中央-軍隊教育典範砲兵の部-522 砲兵関係資料 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-523 砲兵戦闘　昭和９．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-524 砲兵戦闘の要領　昭和９．６ 野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-525 砲兵操典　第２部　野戦砲兵（自動車）　昭和１４．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-526 砲兵に関する参考　昭和１８．２ 満洲第４６６部隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-527 対戦車戦闘教育の参考　昭和１０．３ 野砲兵第８連隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-528 砲兵射撃教範　総則及　第１部　改正理由書　昭和１６．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-529 対砲兵戦の参考　第１部軍隊区分及任務並に戦闘 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-530 遭遇戦に於ける師団配属野戦重砲兵の用法に就て 萩原砲兵大佐

中央-軍隊教育典範砲兵の部-531 地上防空部隊教育訓練上の参考 第２６８６部隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-532 教練の参考（砲兵用　前．中．後編）　昭和１０．１２ 陸軍教導学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-533 野砲兵教科書　明治４０．９ 馬城生著

中央-軍隊教育典範砲兵の部-534 野戦砲兵操典（第１編徒歩教練除）　明治４１．１２ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-535 砲兵馭法教範草案　明治４１．１２ 野戦砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-536 野戦砲兵射撃教範　明治４３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-537
野戦砲兵射撃教範及　砲兵馭法教範　草案に関する講話筆記
他　明治４４．２～大正４．７

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-538 野戦砲兵操典に関する訓示及講話筆記　明治４４．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-539 野戦砲兵操典新案　第４　明治４５．５ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-540 重砲兵観測通信法仮規定　大正２．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-541 野戦重砲兵操典草案第２部私解　大正１１．２ 上村少佐

中央-軍隊教育典範砲兵の部-542 重砲兵観測通信法仮規定　大正１０．４ -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-543 野戦砲兵射撃手簿　昭和３．２ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-544 砲兵射撃教範改正理由書　昭和４．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-545 砲兵観測通信教範草案　通信　編纂理由書　昭和７．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-546 野戦砲兵　射撃手簿　昭和１２．１１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-547 砲兵操典範第３部説明の参考　昭和１４．８ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-548 操典普及の為行う　臨時召集教育に関する書類　昭和１４．８ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-549 砲兵操典第３部改正理由書　昭和１５．１ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-550 対砲兵戦の参考　昭和１５．１０ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-551 砲兵射撃教範質疑回答集　昭和１９．７ 野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-552 火工具取扱法　昭和１６．９ 陸軍省（陸普６８９９号）

中央-軍隊教育典範砲兵の部-553 火工作業方式草案　昭和１０．９ -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-554
砲兵操典（綱領、総則及第１部第２部、野戦砲兵（輓、駄馬）第３
部）　昭和１４．１０．２４

-

中央-軍隊教育典範砲兵の部-555 砲兵の編制及其の体系に関する意見（第２案）　昭和１７．３ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-556 砲身自由後座運動に関する諸元の算法　明治３８．１０ 陸軍技術審査部
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-557 歩兵砲検閲計画の着眼 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-558 創案　砲兵用小型気球　昭和５．１２ 砲兵中尉　鹿毛貢

中央-軍隊教育典範砲兵の部-559 砲兵火力体系に関する資料の意見　昭和１５．７ 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-560 砲兵火力体系に関する第１次懇談議題　昭和１５．８ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-561 砲兵及び其の関係部隊の体系　昭和１５．９ 砲兵監部第１案

中央-軍隊教育典範砲兵の部-562
軍直轄砲兵火砲及牽引車の体系　整備兵力量の充実の順序に就
て　昭和１５．９

陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-563 特種陣地攻撃に於ける　軍直轄砲兵の兵力量に就て -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-564 特種陣地攻撃に於ける　軍直砲兵所要弾数に就て -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-565 砲兵の編制及其の体系に関する意見（第１案）　昭和１７．１ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-566
砲兵の編制及其の体系に関する審議資料　昭和１５．１２　高射砲
兵の編制並に其の体系に関する審議資料　昭和１６．１

砲兵監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-567 砲兵に関する雑感　昭和１２年９月２９日 山室中尉

中央-軍隊教育典範砲兵の部-568 ６版　墺氏砲論　慶應２年 尾崎又八訳

中央-軍隊教育典範砲兵の部-569 改正　野戦砲兵操典詳解　全　第２版　明治４４年１月８日 兵事雑誌社

中央-軍隊教育典範砲兵の部-570 野戦砲兵　射撃手簿　昭和５年 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-571 密位三角対数表　昭和９年３月 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-572 野戦砲兵大隊本部　諸機関の動作の一例 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-573 野戦重砲兵操典草案　大正１１年１月２０日 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-574
野戦重砲兵　重砲兵　射撃教典草案　第１部　大正１４年１月１３
日　陸軍省検定済

-

中央-軍隊教育典範砲兵の部-575 砲兵馭法教範草案　大正９年９月１８日 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-576 砲兵操典　昭和４年２月１８日　陸軍省検定済 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-577 砲兵射撃教範　昭和５年３月１４日　陸軍省検定済 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-578 陸砲兵観測通信教範草案　昭和７年３月１６日　陸軍省検定済 観測小隊及観測班

中央-軍隊教育典範砲兵の部-579 砲兵観測通信教範草案　昭和７年３月３１日　陸軍省検閲済 総則及観測

中央-軍隊教育典範砲兵の部-580 砲兵観測通信教範草案通信　昭和７年４月７日　陸軍省検閲済 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-581 砲兵観測通信仮規定　総則　第１部　観測 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-582
砲兵観測通信仮規定　第２部通信　第３部観測小隊及観測班　大
正１４年７月１２日

-

中央-軍隊教育典範砲兵の部-583
戦闘綱要草案に伴う　砲兵隊教育に関する訓令　昭和２年６月６
日

-

中央-軍隊教育典範砲兵の部-584 １１年式平射歩兵砲取扱法　昭和１３年７月 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-585 砲兵操典改定に関する砲兵監口演要旨　昭和４年２月 教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-586
戦闘綱要の制定並砲兵操典の改定に伴ふ軍隊の教育訓練に関
する教育総監部本部長口演要旨　他　昭和４年２月

教育総監部

中央-軍隊教育典範砲兵の部-587
野戦砲兵の教育に於て野戦重砲兵操典草案準用に関する指示
大正１１年４月

砲兵監　渡邊岩之助

中央-軍隊教育典範砲兵の部-588 空中観測に依る重砲兵射撃仮規定　大正９年２月 陸軍重砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-589
砲兵操典中要塞重砲兵に関する陸軍重砲兵学校長口演要旨　昭
和４年２月２３日

陸軍重砲兵学校長

中央-軍隊教育典範砲兵の部-590 現行操典と改正案との比較　大正２年１１月 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-591 砲兵隊教育訓令に伴ふ射撃制式一部之内規 -

中央-軍隊教育典範砲兵の部-592 単砲教練に於ける幹部の着眼点　昭和３年４月 陸軍野戦砲兵学校
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中央-軍隊教育典範砲兵の部-593 昭和８年度予後備将校教育計画　昭和８年７月 陸軍野戦砲兵学校教導連隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-594
昭和８年度予後備役将校参考書　砲兵観測通信教範草案改正要
項

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-595
昭和８年度予後備役将校教育参考書　十五榴中隊教練以下射撃
及運動に関する改正要領

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-596
昭和８年度予後備役将校教育参考書　射撃教範改正の要項に就
て

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-597 昭和８年７月予後備役召集将校現地教育計画（十五榴十加班） 陸軍野戦砲兵学校教導連隊

中央-軍隊教育典範砲兵の部-598 昭和８年度予後備役将校参考書　改造三八式野砲に就て 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-599 昭和８年度予後備役将校教育参考書　山砲に就て 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-600 昭和８年度予後備将校教育参考書　１４年式十加に就て 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-601
昭和８年度予後備役将校教育参考書　操典改正に伴ふ射撃号令
（野騎山砲）に就て

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-602
昭和８年度予後備役将校教育参考書　野(騎)砲観測小隊教練に
就て

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-603 昭和８年度予後備役将校参考書　山砲観測小隊に就て 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-604
昭和８年度予後備役将校参考書　操典の射撃及運動の改正要領
に就て（野騎砲）

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-605 ７月１４日　予後備役将校標定指導計画 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-606 昭和８年度予後備役将校参考書　測地、標定作業の参考 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-607 昭和８年度予後備役将校参考書　野戦砲兵の連絡通信に就て 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-608 昭和８年度予後備役将校参考書　砲兵測地及標定 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-609 予後備将校教育参考書　十五榴観測小隊に就て 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-610
昭和８年度予後備将校教育参考書　戦闘綱要砲兵操典戦闘原則
の要点に就て

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-611
昭和８年度予後備役将校参考書　操典改正に伴ふ射撃号令（十
加十五榴）に就て

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範砲兵の部-612 野戦重砲兵　重砲兵射撃教範草案第１部　大正１１年５月２日 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-613 砲兵観測通信仮規定　第3部 陸軍省

中央-軍隊教育典範砲兵の部-614 高射砲隊射撃教育規定　昭１２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-1 騎兵操典　教練の基本．徒歩の部　明治２２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-2 騎兵操典　教練の基本．徒歩の部　明治２２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-3 騎兵操典　教練基礎　明治１６．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-4 騎兵操典　乗馬の部附録　明治２２．１１．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-5 騎兵操典　乗馬の部附録　明治２２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-6
騎兵操典　徒歩生兵の部　徒歩小隊の部　徒歩中隊の部　明治１
４．１１

陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-7
騎兵操典　徒歩生兵の部　徒歩小隊の部　徒歩中隊の部　明治１
４．１１

陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-8 騎兵操典　乗馬生兵の部　明治１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-9 騎兵操典　乗馬生兵の部　明治１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-9_2 騎兵操典　乗馬生兵の部　明治１５年６月 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-10 騎兵操典　乗馬小隊学　明治９．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-11 騎兵操典　乗馬小隊学　明治９．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-12 騎兵操典　乗馬大隊学　明治９．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-13 騎兵操典　乗馬大隊学　明治９．１２ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-14 騎兵操典　明治２４．１１．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-15 騎兵操典　明治２４．１１．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-16 騎兵操典　明治２４．１１．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-17 騎兵操典　明治２４．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-17_2 騎兵操典　明治２４．１１．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-18 騎兵操典　明治３１．３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-19 騎兵操典　明治３１．３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-20 騎兵操典　明治４４．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-21 騎兵操典 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-22 騎兵操典 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-23 騎兵操典 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-24 騎兵操典　明治４５．３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-25 騎兵操典　明治３１．３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-26 騎兵操典草案　大正１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-27 騎兵操典草案　大正１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-28 騎兵操典草案　大正１１．２．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-29 騎兵操典草案編纂理由書　大正１５．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-30 〔特〕騎兵操典改正理由書　昭和６．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-31 騎兵操典草案　大正１４．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-32 〔特〕騎兵操典改正理由書　昭和７．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-33 騎兵操典　昭和６．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-34 騎兵操典　昭和７．２．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-35
騎兵操典草案　綱領．総則．第１及至第５編　附録．附表及附図
昭和１２．１１

教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-36
騎兵操典草案　綱領．総則．第１及至第５編　附録．附表及附図
昭和１２．９

教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-37
騎兵操典草案　綱領．総則．第１及至第５編　附録．附表及附図
昭和１２．１１

教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-38
騎兵操典草案　綱領．総則．第１及至第５編　附録．附表及附図
昭和１２．１２．１３

陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-39 騎兵操典草案　昭和１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-40 騎兵操典草案　昭和１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-41 騎兵操典草案　昭和１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-42 軽騎兵前哨　巻の１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-43 軽騎兵前哨　巻の４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-44 騎兵通信教範草案　明治４０．２．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-45 騎兵通信教範草案　明治４０．２．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-46 騎兵通信教範草案　大正１２．５．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-47 騎兵無線電信通信教育規定　昭和７．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-48 騎兵無線電信通信教育規定　昭和７．９ 教育総監部
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中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-49 騎兵通信教範草案　大正１２．５．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-50 騎兵通信教範草案　大正１２．５．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-51 騎兵射撃教範　大正２．５．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-52 騎兵射撃教範　明治３１．３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-53 騎兵射撃教範草案改正理由書　明治４０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-54 騎兵射撃教範改正草案　明治４０．４．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-55 騎兵機関銃射撃教範　大正９．１０．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-56 騎兵機関銃操典草案 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-57 騎兵武器用法教範　明治２４．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-58 騎兵隊の持久力及速度 トボニー中佐

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-59 騎兵装甲自動車隊教練規定　昭和１０．７ 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-60 騎兵装甲自動車隊教練規定　昭和１０．７ 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-61 騎兵装甲自動車隊教練規定　昭和１０．７ 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-62 騎兵連隊教練規定　昭和１８．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-63 騎兵連隊教練規定　昭和１８．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-64 騎兵連隊教練規定　昭和１８．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-65 馬術教範　明治４４．５．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-66 騎兵陣中勤務の参考 陸軍士官学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-67 馬術教範　第１部　明治２４．１１．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-68 馬術教範　第２部　明治２４．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-69 馬術教範 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-70 馬術教範 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-71 馬術教範草案　大正１２．５．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-72 馬術教範草案　大正１２．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-73 馬術教範編纂理由書　昭和２．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-74 馬術教範改正理由書　昭和２．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-75 馬術教範改正草案　第１部　明治３９．１１．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-76 馬術教範改正草案　第２部　明治３９．１２．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-77 馬術教範改正草案理由書　明治３９．１１．１５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-78 馬術教範改正理由書 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-79 馬術教範　昭和２．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-80 馬術教範　昭和３．２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-81 馬術教範　昭和６．８．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-82 馬術教範編纂理由書　昭和１４．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-83 馬術教範　昭和１３．１２．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-84 馬術教範　昭和１４．９．６ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-85 馬術教範　昭和１３．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-86 馬術教範　昭和１３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-87 馬術教範　昭和１３．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-88 馬術教範　昭和１３．１２．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-89 馬術教範　昭和１３．１２．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-90 騎兵馭法教範　昭和１５．４．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-91 騎兵馭法教範　昭和１５．４．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-92 馬術教範　明治４５．３ 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-93 乗馬調教書　全　明治４４．１１ 陸軍騎兵実施学校

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-94 馬事提要　大正８．８．１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-95 馬事提要　昭和６．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-96 馬事提要　昭和６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-97 馬事提要　昭和７．１．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-98 馬事提要　昭和６．１２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-99 馬事提要　昭和６．１２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-100 馬事提要　昭和６．１２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-101 馬事提要　昭和６．１２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-102 馬事提要抜萃　昭和７．３．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-103 馬事提要抜萃　昭和７．３．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-104 蹄鉄術教程　昭和６．５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-105 瓦斯防護教範　昭和１８．４．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-106 馬埒運動書 -

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-107 捜索連隊教練規定　総則及第１部　昭和１８．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-108 捜索連隊教練規定　第１部　昭和１８．５．２５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-109 捜索連隊教練規定　第２部　昭和１８．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-110 捜索連隊教練規定　第２部　昭和１８．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-111 通信掛将校必携 -

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-112 熱地作戦馬衛生勤務の参考　昭和１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-113 馬学　構造の部　大正２．１１ 陸軍騎兵実施学校

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-114 最新　馬学問答　昭和１４．５ 武揚社

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-115 馬事便覧　昭和１９．８ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-116 機甲車輌整備教範　第１部　昭和１９．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-117 機甲車輌整備教範　第１部　昭和１９．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-118 機甲車輌整備教範　第１部　昭和１９．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-119 機甲車輌整備教範　第１部　昭和１９．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-120 機甲車輌整備教範　第１部　昭和１９．１ 教育総監部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-121 機甲車輌整備教範　第１部　昭和１９．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-122 機甲車輌整備教範　第２部　昭和１９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-123 機甲車輌整備教範　第２部　昭和１９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-124 機甲車輌整備教範　第２部　昭和１９．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-125 機甲車輌整備教範　第２部　昭和１９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-126 対機甲戦闘の参考　昭和１９．３ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-127 対機甲戦闘の参考　昭和１９．３ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-128 対機甲戦闘の参考（１）　昭和１９．３．７ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-129
対機甲戦闘参考資料綴（２）　１、対戦車戦闘の参考　２、対戦車
戦闘法図解　３、対戦車戦闘　昭和１９年７月～２０年

-

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-130 対機甲戦闘の参考　昭和１９．３ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-131 徒歩小、分隊の指揮及訓練の参考　昭和１６．７．３１ 陸軍機甲本部　高等官集会所

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-132 機甲部隊換字表１号　昭和１７．９．１ 参謀本部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-133 機甲作戦要務書　第２部　昭和１７．９．１ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-134 機甲作戦要務書　第３部　昭和１８．１２．１ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-135 騎手教本 日本競馬会

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-136 騎兵教育の参考 陸軍騎兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-137 機甲参考書　其２　列強戦車の趨勢 -

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-138 熱地作戦馬衛生勤務の参考 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-139 ８９式重擲弾筒騎兵用　１５年式駄馬具取扱法　昭和１３．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-140 騎兵部隊教育の参考　昭１８．１ 陸軍機甲本部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-142 機甲整備将校必携 -

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-143 各国騎兵操典の対照　大正２．１ 陸士　第１学年教官

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-144 騎兵操典　昭和６．１２．１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-145 蹄鉄術教程　昭和８．９．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-146 対機甲部隊戦闘法続編　戦車撃滅隊戦闘法　昭和１７．５．２０ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-147 対戦車戦闘教育計画 -

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-148 馬学外貌の部　大正２．１２ 陸軍騎兵実施学校

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-149 対機甲要綱　昭和１６．７ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-150 対空射撃参考資料 -

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-151
教練参考資料　第１号　キ　戦車隊教練規定参考図例・命令集
昭和１８．４

陸軍機甲本部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-152 整備作業教範（案） 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-153 馬学　明治４０．１２ 川村獣医

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-154 馬事調査に関する綴　大正８．１０ 山内少佐

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-155 装甲列車に関する最近の文献　昭和９．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-156 馬事便覧　昭和１４．１２ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-157 騎兵内務書　第２版　全　明治１８．１２ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-158 試製９７式中戦車取扱法案（第４）　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-159 夜間捜索法及教育法 -

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-160 機甲部隊の運用に関する研究綴 小林中佐

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-161 騎兵通信教範　大正７．１ 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-162 馬術教範改正に関する資料　大正７．９～１１．５ 山内少佐

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-163 馬術教範改正案　大正１０．７ 陸軍騎兵学校　山内少佐

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-164 馬術教範草案　大正１１．６ 騎兵監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-165 騎兵操典草案改正に関する研究　昭和２．９ 山内中佐

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-166 対機甲戦闘の参考（別冊）　昭和１８．７ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-167 騎兵連隊教練規定　昭和１８年５月 教育総監部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-168 ルイ・ゼーゲル馬術法式　明治３０年４月 陸軍乗馬学校

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-169 馬術教範　昭和１３年１月１１日　陸軍省検閲済 -

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-170 馬術教範草案　大正１３年８月　陸軍省検閲済 -

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-171 馬事提要　大正１４年１月２８日　陸軍省検閲済 -

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-172 新馬速成（１ヶ月）調教法 騎兵第１旅団司令部

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-173 備忘録　明治３４年９月 内田廣徳

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-174
内田廣徳ノート　騎兵教練　フランシュミッツ、騎兵教練及指揮　ナ
ルボン等

内田廣徳

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-175 研究録１、２、３ 内田廣徳

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-176 研究録　騎兵戦術講授書　騎兵操典改正意見 内田廣徳

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-177 戦術彙例　明治３２年３月 内田廣徳

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-178 研究録　レーベル年報等 内田廣徳

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-179 内田廣徳ノート　第１想定　枝隊命令　大正３～４年 内田廣徳

中央-軍隊教育典範騎・機甲の部-180 陸軍乗馬軍装図 不詳

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-1 工兵操典　第１編　附図　明２６．３．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-2 工兵操典　第２編　明２５．１１．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-3 工兵操典　第３編　明２６．４．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-4 工兵操典　第４編　明２５．１２．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-5 工兵操典　第７編　明２６．５．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-6 工兵操典草案　明３４．９．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-7 工兵操典　軍令陸第４号　大２．５．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-8 工兵操典　第４号　大２．５．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-9 工兵操典草案　大１４．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-10 工兵操典改正理由書　昭８．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-11 工兵操典改正理由書　昭８．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-12 工兵操典　軍令陸第１号　昭８．４ -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-13 工兵操典　綱領、総則及第１部　第２部　昭８．４ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-14 工兵操典　綱領　総則及　第１部．第２部　昭１６．３．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-15 工兵操典　綱領．総則及　第１部．第２部　昭１６．２．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-16 工兵操典　第３６号　綱領．総則及第１部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-17 工兵操典　第３６号　昭１５．１２．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-18 工兵操典　軍令陸第３６号　綱領．総則及第１部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-19 工兵操典　第３６号　綱領．総則及第１部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-20 工兵操典　第３６号　綱領．総則及第１部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-21 工兵操典　軍令陸第４号　大２．５．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-22 工兵操典　第２部　第３６号　綱領．総則及第１部　昭１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-23 工兵操典　第３６号　第２部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-24 工兵操典　第３６号　綱領．総則及第１部 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-25 工兵操典　第３６号　綱領．総則及第１部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-26 工兵操典　第３６号　綱領．総則及第１部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-27 工兵操典　第１号　昭８．１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-28 工兵操典　第３６号　綱領．総則及第１部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-29 工兵操典　第３６号　第２部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-30 工兵操典　第３６号　第２部　昭１５．１２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-31 工兵操典　第３６号　第２部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-32 工兵操典　第３６号　第２部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-33 工兵操典　第２部　昭１６．２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-34 工兵操典　綱領．総則及第１部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-35 工兵操典　第２部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-36 工兵操典　第２部　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-37 工兵操典　第２部　第３６号　昭１５．１２．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-38 工兵操典草案　明３４．６．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-39 工兵操典　第２部　軍令陸第３６号　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-40 工兵操典　第２部　第３６号　昭１５．１２．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-41 工兵操典　第１編　明２６．３．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-42 工兵操典　第２編　明２５．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-43 工兵操典　第３編　明２６．４．４ -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-44 工兵操典　第４編　明２５．１２．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-45 工兵操典草案　第５編 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-46 工兵　第１５２号　昭１９．１０ 陸軍工兵学校

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-47 坑道教範草案　明４１．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-48 坑道教範草案　明４１．４．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-49 坑道教範草案　明４１．４．２０ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-50 坑道教範草案改正理由書　昭１３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-51 坑道教範草案改正理由書　昭１３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-52 坑道教範草案　昭１３．９．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-53 坑道式掩蔽部（洞窟）構築の参考　昭１９．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-54 坑道陣地の参考　昭２０．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-55 工兵全書　昭１４年 尚兵館

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-56 工兵須知　全 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-57 工兵須知 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-58 改訂　工兵須知　全 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-59 工兵操典　綱領．総則及第１部問答研究　昭１６．８ 軍事社

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-60 工兵操典（第２部）問答研究　昭１７．６ 軍事界社

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-61 工兵基礎教練参考書　大１３．３ -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-62 工兵戦闘の参考　昭２０．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-63 工兵教練計画例　昭１２．１２ 工兵監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-64 工兵教練計画例　昭１７．４ 工兵監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-65 工兵学科問答全書 軍事学研究会

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-66 工兵（己）隊教練規定　昭１４．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-67 工兵操典　第４部　上陸（案） -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-68 工兵作業の参考　昭１７．８ 陸軍工兵学校

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-69 工兵作業の参考　昭１３．１ 工兵監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-70 築城新法　初編１　安政６ -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-71 障碍物通過法　野戦築城教範改正草案　附録　明４１．１ -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-72 障碍物通過法　野戦築城教範改正草案　附録　明４１．１ -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-73 臨時築城教程 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-74 野戦築城教範改正草案　明４１．１．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-75 野戦築城教範改正草案　明４１．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-75_2 野戦築城教範草案　明治３６．５．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-76 工兵操典　第４部（案）　工兵上陸作業教範草案　昭１６．２ 豆田中尉

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-77 野戦工兵廠勤務令草案 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-78 野戦築城教範改正草案　明４１．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-79 野戦築城教範改正草案　明４１．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-80 野戦築城教範改正草案　改正案の一部　大１１．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-81 野戦築城教育規定　昭１３．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-82 野戦築城教範　第３号　昭２．５．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-83 野戦築城教範　昭２．６．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-84 野戦築城教範編纂理由書　昭１８．７ 教育総監部
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中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-85 野戦築城教範編纂理由書　昭２．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-86 野戦築城教範編纂理由書　昭１８．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-87 野戦築城教範 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-88
既設築城の利用並今後に於ける野戦築城構築要領　昭１４．６．２
４

-

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-89 野戦築城教範　陸達第２６号　総則及第１部 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-90 野戦築城教範　総則及第１部　昭１８．６．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-91 野戦築城教範　総則及第１部　昭１８．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-92 特種火砲教練規定　教訓第３９号　昭１７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-93 野戦築城教範　総則及第１部　昭１８．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-94 野戦築城教範　総則及第１部　陸達第２６号　昭１８．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-95 野戦築城教範　第３６号　第２部　昭１８．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-96 野戦築城教範　総則及第１部　昭１８．５．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-97 野戦築城教範　第２６号　第２部　昭１８．９．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-98 野戦築城教範　第１部　補遺　昭１９．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-99 野戦築城教範　陸達第２６号　第２部　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-100 野戦築城教範　第２６号　第２部　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-101 野戦築城教範　第２６号　第２部　昭１８．１１．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-102 野戦築城教範　第２６号　第２部　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-103 野戦築城教範　総則及第１部　昭１８．５．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-104 野戦築城教範　第１部　補遺　昭１９．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-105 野戦築城教範　第１部　補遺　昭１９．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-106 南方視察に基く築城の参考　昭１９．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-107 南方視察に基く築城の参考　昭１９．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-108 改制　野戦築城教範（抜萃） -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-109 南方視察に基く築城の参考　昭１９．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-110 迅速築城素質の参考　築城参考資料　第２号　昭１８．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-111 迅速築城素質の参考　築城参考資料　第２号　昭１８．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-112 南方視察に基く築城の参考　昭１９．１１ -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-113 南方視察に基く築城の参考　昭１９．１１ -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-114 太宰府を中心とする国防築城　昭６年 陸軍大学校

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-115 大西洋岸築城に就て　昭１８年 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-117 野戦築城学講授録　昭１７年 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-118 爆破教範　大７．１０．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-118_2 爆破教範改正草案　明治４２．３ -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-119 爆破教範　昭３．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-120 爆破教範　中改正の部　昭２．１２ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-121 爆破教範　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-122 爆破教範　昭１６．１１．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-123 爆破教範　昭２０．１．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-124 爆破教範　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-125 爆破教範　昭１６．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-126 爆破教範抜萃　昭１６．９．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-127 爆破教範抜萃　昭１６．９．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-128 爆破教範抜萃　昭１６．９．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-129 爆破教範改正理由書　昭１７．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-130 爆薬戦闘の参考　昭２０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-131 爆薬戦闘の参考　昭２０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-132 爆薬戦闘の参考　昭２０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-133 爆薬戦闘の参考　昭２０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-134 爆薬戦闘の参考　昭２０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-135 爆薬戦闘の参考　昭２０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-136 爆薬戦闘の参考　昭２０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-137 架橋教範　大７．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-138 渡河作業教範　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-139 渡河作業教範　第６１号　総則及第１部　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-140 渡河作業教範　第６１号　総則及第１部　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-141 渡河作業教範　総則及第１部　昭１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-142 渡河作業教範　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-143 渡河作業教範　総則及第１部　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-144 渡河作業教範　第２部　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-145 渡河作業教範　第２部　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-146 渡河作業教範　第２部　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-147 渡河作業教範　第２部　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-148 渡河作業教範　第２部　昭１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-149 渡河作業教範　附録　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-150 車載式架橋器材使用法　昭１４．１ -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-151 車載式架橋器材使用法　昭１３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-152 重橋梁に関する教育参考書　昭１２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-153 機航教練規定　昭１２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-154
工兵隊の教育の参考（教育順次表．同課程表　同課目表．検閲一
覧表）　昭１７．１

陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-155
工兵隊教育の参考（教育順次表．同課程表．同課目表．検閲一覧
表）　昭１７．１

陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-156 歩・工兵を以てする地雷の捜索及処理の参考　昭１８．８ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-157 地雷の捜索及処理の参考　将校用（工兵） 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-158 戦況現示の参考　昭１７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-159 工兵操典　第１編 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-160 工兵操典　第１編附図 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-161 工兵操典　第２編 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-162 工兵操典　第３編 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-163 工兵操典　第４編　明２５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-164 工兵操典　第７編 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-165 工兵操典　第７編　附図 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-166 工兵操典　第２版　対壕の部　巻１　明１６．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-167 工兵操典　第２版　野堡の部　巻２　明１８．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-168 工兵操典　第２版　野堡の部　巻３　明１８．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-169 工兵操典　第２版　野堡の部　巻４　明１８．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-170 工兵操典　第２版　坑道の部　巻５　明１９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-171 工兵操典　橋?の部　巻５　明１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-172 工兵操典　橋?の部　巻６　明１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-173 工兵操典　第２版　坑道の部　巻６　明２０．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-174 工兵操典　第２版　坑道の部　巻７　明２０．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-175 工兵操典　第２版　橋?の部　巻８　明２０．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-176 工兵操典　第２版　橋?の部　巻９　明２０．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-177 工兵操典　第２版　測地の部　巻１０　明２２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-178 作業指揮の研究　昭１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-179 作業指揮の研究　昭１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-180 工兵基本作業に関する参考書　第３編　石工　大１３．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-181 工兵作業の参考　特種作業　昭１４年 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-182 現代に於ける永久築城に関する提案　昭１７．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-183 改正架橋縦列器材使用法案　大９．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-184 装工兵教程草案　昭１６．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-185 工作参考書（陣地構築） -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-186 鉄道測量補助表　昭７．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-187 鉄道測量補助表　昭７．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-188 鉄道測量補助表　昭７．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-189 鉄道測量補助表　昭７．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-190 鉄道教範草案　総則及測量　昭７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-191 鉄道教範草案　総則及測量　昭７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-192 鉄道教範草案　総則及測量 陸軍省
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中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-193 鉄道教範草案　上部建築　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-194 鉄道教範草案　上部建築　昭９．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-195 鉄道教範草案　路盤編纂理由書　昭９．１１．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-196 鉄道教範草案　鉄道橋　編纂理由書　昭１０．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-197 鉄道教範草案　鉄道橋　編纂理由書　昭１０．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-198 鉄道教範草案　上部建築　昭７．１２．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-199 鉄道教範草案　総則及測量　昭７．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-200 鉄道教範草案　路盤　昭９．１１．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-201 鉄道教範草案　鉄道橋　昭１０．１０．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-202 鉄道教範草案　鉄道橋　昭１０．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-203 鉄道教範草案　停車場設備　昭１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-204 鉄道教範草案　運転（案）　昭１２．７．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-205 鉄道教範草案　運転（案）　昭１２．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-206 鉄道教範草案　運転（案）　昭１２．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-207 鉄道兵操典　昭１８．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-208 鉄道兵操典　昭１８．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-209 鉄道兵操典　昭１８．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-210 鉄道兵操典　昭１８．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-211 鉄道兵操典　昭１９．６．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-212 野戦築城教育規定　昭１３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-213 鉄道運転教範別冊　附表　附図　昭１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-214 鉄道運転教範　別冊　昭１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-215 爆破教範抜萃　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-216 爆薬戦闘の参考　昭２０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-217 鉄道兵須知　全　増訂　昭１１．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-218 鉄道将校必携　第２部　昭１９．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-219 鉄道将校必携　第３部　昭１９．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-220 鉄道兵操典（案）　昭１６．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-221 鉄道教範草案　停車場設備　昭１０．１０．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-222 鉄道兵操典　昭１８．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-223 鉄道運転教範　昭１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-224 鉄道運転教範　別冊　附表．附図　昭１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-225 工兵基礎作業教練参考書　大１３．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-226 野戦築城教範　総則及第１部　昭１８．４．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-227 坑道教範草案　昭和１３．９．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-228 鉄道関係教範綴 -
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中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-229 渡河作業教範附録　昭和１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-230
戦術作業数量表（独立歩兵連隊．独立混成旅団　北支１軍　隷下
史料）

-

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-231 築城史料　明治４３．３．３１ 築城本部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-232 架橋教範　大正７．１１．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-233 兵要測量軌典　明治１４．１０．１３ 陸軍文庫

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-234 歩工兵器具材料諸表　明治２７年 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-235 地雷の捜索及処理の参考　第１部（将校用）　昭和１８．９ 陸軍工兵学校

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-236 鉄道作戦 中川少佐

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-237 渡河作戦に於ける技術的事項に就て -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-238 軽渡河に関する参考　昭和９．２ 陸軍工兵学校

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-239 九三式鉄道塔卸具取扱法　昭和１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-240 電化障碍物処理に関する参考（案）　昭和１７．２ 陸軍工兵学校

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-241 築城素質標準設計図　昭和１９．４ 備部隊築城班

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-242 険難なる山地に於ける駄馬道構築の参考　昭和１８．８ 陸軍工兵学校

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-243 熱地に於ける組立兵舎構築要領　昭和１８．８．１５ 建築課

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-244 第１次　築城作業資料労力見積書 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-245 工兵部隊諸計画の一例 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-246 地形図図式説明 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-247 教育参考綴　昭和１８．６ 牧野部隊本部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-248 険難なる山地に於ける駄馬道構築の参考　昭和１８．８ 陸軍工兵学校

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-249 交通壕．探照灯．電纜及通信線　埋設並に掩護「図面」 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-250 海岸要塞に於ける築城施設に就て 鉄道第１連隊

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-251 工兵基本作業に関する参考書　第１編～７編　大正１３．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-252 渡河、湿地設備、自動車道構築に関する参考　昭和１６．３ 高橋中隊長

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-253 工兵．鉄道．電信隊教育に関する規定中改正の部　昭和３．１２ 工兵監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-254 軍用鉄道学　巻の１　明治３０年２月 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-255 軍用鉄道学　巻の２　明治３０年２月 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-256 交通教範　明治４０年 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-257 架橋教範　応用材料の部　明治４０年 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-258 爆破教範　大正７年９月 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-259 工兵操典　昭和８年４月 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-260 工兵須知　昭和１３年９月 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-261 爆破教範　昭和１６年８月 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-262 坑道式掩蔽部（洞窟）構築の参考　昭和１９年１２月 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-263 野戦築城教範　総則及第１部　昭和１８年５月１０日 陸軍省

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-264 築営教範　大正１３年８月１８日　陸軍省検閲済 -
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中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-265 野戦築城教範　昭和２年６月１４日　陸軍省検閲済 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-266 野戦築城教範　第１．２部　昭和１８年 -

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-267 ダーダネルスに於ける戦役と其教訓
シー・イー・コールウェル(陸軍工
兵学校・訳)

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-268 爆薬戦闘の参考　昭和２０年３月 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-269 築城教範編纂要旨 安藤少佐

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-270 キ工兵隊教練規定　昭和１７年１０月 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-271 機甲作戦要務書　綱領、総則及第１部　昭和１８年１２月１日 参謀本部教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-272 迅速築城の参考　昭和１９年１０月 教育総監部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-273 キ諸兵協同訓練の参考（其の１）　昭和１８年６月 満洲第５５０部隊

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-274 キ諸兵協同基礎的訓練の参考　昭和１９年８月 関東軍総司令部

中央-軍隊教育典範工兵・鉄道等-275 工兵作業の参考 不詳

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-1 輜重兵操典　明治３１．３．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-2 輜重兵操典（案）　明治４０年頃 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-3 輜重兵操典改正理由書　明治４０年頃 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-4 輜重兵操典　明治４３．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-5 輜重兵操典 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-6 輜重兵操典 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-7 輜重兵操典　明治２４．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-8 輜重兵操典　明治３１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-9 輜重兵操典　駄馬教練の部　明治１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-10 輜重兵操典　徒歩　車上　駕馭教練の部　明治１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-11
輜重兵操典　駄馬教練　徒歩　車上　駕馭教練　附録　明治１９．
４

陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-12 輜重兵操典　第２編　徒歩の部　明治２１．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-13 輜重兵操典　第４編　駄馬の部　明治２１．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-14 輜重兵操典改正の報告　明治２４．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-15 輜重兵操典に関する訓示及講話筆記　明治４４．２．１７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-16 輜重兵操典改正理由書　昭和４．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-17 輜重兵操典　昭和５．２．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-18 輜重兵操典　昭１５．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-19 輜重兵操典　昭１５．１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-20 輜重兵操典　昭１５．１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-21 輜重兵操典　昭１５．１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-22 輜重兵操典　昭１５．２．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-23 輜重兵操典　昭１５．１２．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-24 輜重兵操典　昭１５．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-25 輜重兵操典　昭和１５．１０ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-26 輜重兵操典　昭１５．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-27 輜重兵操典　昭１５．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-28 輜重兵輸送教程　明治２６．４．１０ 輜重兵監　原田良太郎

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-29 輜重兵操典　昭１５．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-30 梱包積載教範改正草案附図　明治４０．７．１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-31 梱包積載教範改正草案附図　明４０．７．１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-32
梱包積載教範　第１部　梱包の部、第２部　積載の部　明治２５．１
０

-

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-33 梱包積載教範附図　明治２５．１０ -

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-34 梱包積載教範改正草案理由書 -

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-35 梱包積載教範改正草案 -

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-36 輜重　駄馬　各種物品積載教範　明治２１．１２ -

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-37 各積物品梱包教範　明治２２．４ -

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-38 各積物品梱包教範附図　明治２２．４ -

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-39 輜重　駄馬　各種物品積載教範附図　明治２１．１２ -

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-40 梱包積載法附図　車輌の部 -

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-41 梱包積載教範草案　大正元年８月 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-42 梱包積載教範草案　大正元年１０月 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-43 輜重兵操典　昭１５．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-44 梱包積載教範　大８．１２．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-45 梱包積載教範　大８．１１．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-46 梱包積載教範　昭和６．８．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-47 梱包積載教範　大１４．４．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-48 梱包積載教範　昭９．１１．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-49 輜重兵須知　昭和１４．５ 武揚堂版

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-50 最新　輜重兵須知　全　昭和１４．７．１ 軍事研究会

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-51 輜重兵駄馬調教教範　明治２５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-52 輜重輓駄馬調教教範改正草案　明治４１．２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-53 輜重輓駄馬調教教範改正草案　明４１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-54 輜重輓駄馬調教教範改正草案　明４１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-55 輜重用十五年式駄馬具取扱法　昭和８．５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-56 輜重兵自動車教練規定　昭和１１．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-57 輜重兵自動車教練規定　昭１１．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-58 輜重兵対空行動の参考　昭和１７．３ 陸軍輜重兵学校

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-59 輜重兵対空行動の参考　昭１７．３ 陸軍輜重兵学校

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-60 輜重兵対機甲行動の参考　昭和１７．２ 陸軍輜重兵学校

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-61 輜重兵小隊長実兵指揮の参考　昭和１８．６ 久留米第２予科士官学校
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中央-軍隊教育典範輜重兵操典-62 輜重兵通信教練の参考　昭和１８．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-63 輜重兵道路中隊教練の参考　昭和１８．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-64 輜重兵道路中隊教練の参考　昭１８．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-65 輜重兵演習計画講義録 陸軍輜重兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-66
九〇式乗車二馬曳輜重輓馬具及九〇式二馬曳輜重輓馬具取扱
法　昭和８．５．３１

-

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-67 輜重兵操典　明治４３．１２．１９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-68 弾薬交付の参考　昭和１７．７ 陸軍輜重兵学校研究部

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-69 輜重兵須知　明治３２．７改正増補 -

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-70 野戦給養必携　昭和１５．１１ 陸軍糧秣本廠

中央-軍隊教育典範輜重兵操典-71 輜重兵操典改正理由書　昭和４．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範憲兵-1 憲兵須知　中巻 陸軍憲兵学校

中央-軍隊教育典範憲兵-2 憲兵須知　下巻 陸軍憲兵学校

中央-軍隊教育典範憲兵-3 野戦憲兵必携 陸軍憲兵学校

中央-軍隊教育典範憲兵-4 憲兵兵候補者用　作業便覧　昭和１９．７ 陸軍憲兵学校教習隊

中央-軍隊教育典範憲兵-5 憲兵兵候補者用　内務（勤務）実習便覧　昭和１９．７ 陸軍憲兵学校教習隊

中央-軍隊教育典範憲兵-6 憲兵兵候補者用　教練便覧　昭和１９．７ 陸軍憲兵学校教習隊

中央-軍隊教育典範憲兵-7 憲兵警務提要　昭和１４．１２ 陸軍憲兵学校高等官集会所

中央-軍隊教育典範憲兵-8 憲兵捜査書類作成要領　昭和１６．９ 陸軍憲兵学校高等官集会所

中央-軍隊教育典範憲兵-9 憲兵兵候補者用　捜査実務便覧附録　昭和１９．６ 陸軍憲兵学校教習隊

中央-軍隊教育典範憲兵-10 憲兵兵候補者用　基本実務便覧　昭和１９．７ 陸軍憲兵学校教習隊

中央-軍隊教育典範憲兵-11 憲兵須知　下巻 陸軍憲兵学校

中央-軍隊教育典範憲兵-12 憲兵警備 磯教官

中央-軍隊教育典範憲兵-13 関東軍陸軍司法警察執務心得　昭和１６年 -

中央-軍隊教育典範憲兵-14 関東軍陸軍司法警察執務心得　昭和１６年 -

中央-軍隊教育典範憲兵-15 陸軍司法警察執務心得　昭和１６．８ （陸訓第２７号）陸軍大臣

中央-軍隊教育典範憲兵-16 欧洲の友邦に於ける憲兵制度　昭和１７．５ 憲兵中佐　角田忠七郎

中央-軍隊教育典範憲兵-17 剿共実務教案　上巻　中国共産党　昭和１７年５月 北支那派遣憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育典範憲兵-18 剿共実務教案　下巻　剿共警務実務　昭和１７年５月 北支那派遣憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育典範憲兵-19 憲兵體術教育規定（案） -

中央-軍隊教育典範憲兵-20 昭和１３年１１月印刷　陸軍司法警察執務心得 留守第二師団

中央-軍隊教育典範衛生関係-1 看護兵教程　昭和３．１２．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-2 衛生材料器械使用法草案　戦用衛生材料の部　昭和７．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-3 物理学教程草案　昭和１５．６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-4 衛生下士官候補者教程草案 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-5 衛生下士官候補者教程草案　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-6 衛生下士官候補者教程草案　昭和１５．６．１ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範衛生関係-7 衛生下士官候補者教程草案　昭１６．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-8 軍陣防疫学教程　昭和５．６．６ 陸軍軍医団

中央-軍隊教育典範衛生関係-9 陸軍衛生部将校陣中必携　昭和１２．８ 陸軍軍医団

中央-軍隊教育典範衛生関係-10 療具教程　明治４２．２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-11 軍隊衛生学　昭和４．５．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-12 陸軍衛生学　昭和４．５．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-13 軍隊衛生学　昭和４．５．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-14 化兵検査方法　昭和１２．７．１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-15 担架教程　昭和１４．４．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-16 担架教程　大正８．１２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-17 衛生隊教練規定　昭和１９．１２．３０ 陸軍省　教育総監部

中央-軍隊教育典範衛生関係-18 衛生隊教練規定　昭和１９．１２．３０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範衛生関係-19 衛生制規提要　前編　明治３８．７．１５ 陸軍々医学校

中央-軍隊教育典範衛生関係-20 衛生法及救急法　昭和１１．２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-21 衛生法及救急法抜萃　昭和１１．２．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範衛生関係-22 マラリヤ予防の参考　昭和１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-23 マラリヤ予防の参考（将校用）　昭和１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-24 熱地出動軍下士官兵衛生心得 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-25 汚毒標準板　昭和２０．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範衛生関係-26 寒地衛生心得（下士官兵用）　昭和１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-27 補助看護兵教程　昭和６．１０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-28 調剤教程　明治４１．１２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-29 出動軍下士官兵衛生心得　昭和９．１０．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-30 出動軍下士官兵衛生心得　昭和１２．７．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-31 出動軍下士官兵衛生心得　昭和１２．７．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-32 出動軍下士官兵衛生心得　昭和１２．７．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-33 衛生法及救急法　昭和１８．２．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-34 衛生法及救急法　昭和１１．２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-35 衛生法及救急法　昭和１１．２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-36 衛生法及救急法　昭和１１．２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-37 衛生法及救急法　昭和１１．２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-38 衛生法及救急法　昭１９．１１．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-39 野戦病院勤務の参考 陸軍々医団

中央-軍隊教育典範衛生関係-40 野戦病院勤務の参考　昭和１９．１２．２０ 陸軍々医団

中央-軍隊教育典範衛生関係-41 熱地宿営に伴う衛生施設参考　昭１６．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-42 熱地に於ける人衛生に関する参考　昭１３．７．３０ 参謀本部
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中央-軍隊教育典範衛生関係-43 療工下士官候補者教程草案　昭１５．６．１ -

中央-軍隊教育典範衛生関係-44 療工下士官候補者教程草案　昭１５．８．１ -

中央-軍隊教育典範衛生関係-45 軍陣衛生要務講義録　第１巻　昭和１８．７ 陸軍々医団

中央-軍隊教育典範衛生関係-46 軍馬衛生学教程　大正９．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-47 出征間獣医部勤務上の参考書 久留米師団獣医部

中央-軍隊教育典範衛生関係-48 戦時隊附医務及衛生隊演習方法　明２０．４ -

中央-軍隊教育典範衛生関係-49 船舶輸送衛生の参考　昭１６．１０．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-50 獣医実験細菌学　昭１７．２ 陸軍獣医学校

中央-軍隊教育典範衛生関係-51 伝染病を媒介する昆虫の撲滅方法　昭和１５．４．１５ 陸軍軍医団

中央-軍隊教育典範衛生関係-52 寒時出征時の衛生法に就て　明２９．２．２９ -

中央-軍隊教育典範衛生関係-53 陸軍薬局方　第２版　明４０．５ -

中央-軍隊教育典範衛生関係-54 船舶馬衛生心得　昭和１９．２ 船舶司令部

中央-軍隊教育典範衛生関係-55 兵要衛生誌　其１　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-56 化学戦の医学的観察　第３版　昭和９．１ -

中央-軍隊教育典範衛生関係-57 軍健兵対策の参考　昭和１６．３．２３ -

中央-軍隊教育典範衛生関係-58 熱地衛生心得（下士官兵用）　昭１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-59 出動部隊下士官馬衛生心得　昭１５．１１．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-60 検水及浄水方法　昭和１９．１０．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-61 野戦病院勤務の参考　昭和１９．１２．２０ 陸軍軍医団

中央-軍隊教育典範衛生関係-62 キ弾射撃による皮膚傷害並に一般臨床的症状観察　他 陸軍軍医中佐　池田　苗夫

中央-軍隊教育典範衛生関係-63 伝染病及食中毒細菌学的検査方法　昭和１２．７．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-64 衛生法及救急法　昭和１１．３．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-65 陸軍獣医部将校必携（乙）　昭和１５．１０．５ 陸軍獣医学校

中央-軍隊教育典範衛生関係-66 軍隊衛生学　昭和４．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-67 獣医部下士官勤務学　昭和１７．１０ 陸軍獣医学校

中央-軍隊教育典範衛生関係-68 軍人衛生学　全　明治３３．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範衛生関係-69 マラリア 陸軍軍医大佐　原田豊

中央-軍隊教育典範衛生関係-70 九九式簡易消毒車取扱法　昭和１６．８ 陸普６１５１号　陸軍省

中央-軍隊教育典範衛生関係-71 衛生材料格納保全方法　大正１２．５．７ 陸軍大臣

中央-軍隊教育典範衛生関係-72 九九式隊医?　九九式隊瓦斯医?　使用解説草案　昭和１４．３ -

中央-軍隊教育典範衛生関係-73 「マラリア」予防の話（抄） 陸軍々医中佐　佐々木進

中央-軍隊教育典範衛生関係-74 凍傷予防に就て　昭和１６．４．２８ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範衛生関係-75 獣医資材内容品表（其１）　昭和１９．１ 陸軍省獣医課

中央-軍隊教育典範衛生関係-76 陸軍衛生全書　昭和１２年 -

中央-軍隊教育典範衛生関係-77 熱地作戦馬衛生勤務の参考　昭和１６年 -

中央-軍隊教育典範衛生関係-78 保育衛生関係綴　自昭和１１年至昭和１８年 -
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中央-軍隊教育典範衛生関係-79
事変下における臨時東京第１陸軍病院調剤室業務の要覧　昭和
１４．３

臨時東京第１陸軍病院

中央-軍隊教育典範衛生関係-80 陸軍病院経理関係史料 清水正夫 他

中央-軍隊教育典範衛生関係-81 化学兵器関連史料 原大次郎　他

中央-軍隊教育典範航空関係-1 航空作戦綱要写 -

中央-軍隊教育典範航空関係-2 航空兵操典　昭９．５．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-3 航空作戦綱要　昭１５ -

中央-軍隊教育典範航空関係-4 飛行隊教練仮規定（徒歩を除く）　大１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-5 航空兵梱包積載教範　昭１６．１．１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-6 航空作戦綱要　昭１８ -

中央-軍隊教育典範航空関係-7 飛行隊教練仮規定　昭６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-8 航空兵操典編纂理由書　昭９．３ -

中央-軍隊教育典範航空関係-9 航空兵操典　昭９．６．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-9_2 航空兵操典　昭和９．４．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-10 航空兵操典　昭９．５．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-11 航空兵操典　案　綱領．総則及第１部　昭１６．３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-12 航空兵操典　綱領．総則及第１部　昭１６．３．２２ -

中央-軍隊教育典範航空関係-13 航空兵操典　網領．総則及第１部　昭１６．４．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-14 航空兵操典　網領．総則及第１部　昭１６．３．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-15 航空兵操典　網領．総則及第１部　昭１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-15_2 航空兵操典　網領．総則及第１部　昭和１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-16 航空兵操典　昭９．４．１７ -

中央-軍隊教育典範航空関係-17 航空兵操典　綱領．総則及第１部　昭１６．７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-18
航空兵操典　第２部　飛行部隊（爆撃・戦闘・偵察隊）　昭１６．３．
２２

-

中央-軍隊教育典範航空関係-19 航空兵操典　第３部　飛行場大隊及飛行場中隊　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-20 航空兵操典　第３部　飛行場大隊及飛行場中隊　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-21 航空兵操典　第３部　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-22 航空兵操典　第３部　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-23 航空兵操典編纂理由書　昭９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-24 航空兵操典　綱領．総則及第１部　昭１９．３．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-25 航空兵操典　綱領．総則及第１部　昭１９．３．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-26 航空兵操典　綱領．総則及第１部　昭１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-27 航空兵操典　綱領．総則及第１部　昭１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-28 航空兵操典　綱領．総則及第１部　昭１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-29 航空兵操典　綱領．総則及第１部　昭１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-30 航空兵操典　綱領．総則及第１部　昭１９．３ -

中央-軍隊教育典範航空関係-31 航空兵操典　綱領．総則及第１部　昭１９．３．１６ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範航空関係-32 航空兵操典　綱領．総則及第１部　昭１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-33 航空兵操典　綱領．総則及第１部　昭１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-34 航空兵操典　第２部　昭１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-35 航空兵操典　第２部　昭１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-36 航空兵操典　第２部　昭１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-37 航空兵操典　第２部　昭１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-38 航空兵操典　第２部　昭１９．５．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-39 航空兵操典　第２部　昭１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-40 航空兵操典　第２部　昭１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-41 航空兵操典　第２部　昭１９．５．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-42 航空兵操典　第２部　昭１９．３．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-42_2 航空兵操典　第２部　軍令陸第２号　昭和１９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-43 航空兵操典改正理由書　昭１９．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-44 戦闘隊戦闘規範　総則及第１部　昭１９．６．２１ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-45 戦闘隊戦闘規範　総則及第１部（案）　昭１８．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-46 重爆隊戦闘規範　総則及第１部（案）　昭１８．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-47 重爆隊戦闘規範　総則及第１部（案）　昭１８．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-48 空中勤務基本教育（航空）指導法　昭２０．４ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-49 空中勤務基本教育指導法（其の１）　昭１９．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-50 空中勤務基本教育指導法（其の１）　昭１９．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-51 空中勤務基本教育（航法）指導法　昭２０．４ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-52 空中勤務基本教育（通信）指導法　昭２０．４ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-53 襲撃隊戦闘規範（案）　総則及第１部　昭１８．６ -

中央-軍隊教育典範航空関係-54 襲撃隊戦闘規範　総則及第１部（案）　昭１８．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-55 司偵隊戦闘規範（案）　総則及第１部　昭１８．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-56 司偵隊戦闘規範　総則及第１部（案）　昭１８．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-57 気象部隊戦闘規範（案）　昭１８．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-58 気象勤務法（案）　昭１８．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-59 航測部隊戦闘規範　総則及第１部（案）　昭１８．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-60 飛行機操縦教程（全）（生徒用）　昭１８改訂 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育典範航空関係-61 二式小型滑空機操縦法　昭１８．９ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-62 二式小型滑空機操縦法　昭１８．９ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-63 九九式高等練習機操縦法　昭１８．４ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-64 九九式高等練習機操縦法　昭１８．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-65 一〇〇式司令部偵察機操縦法　昭１８．４ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-66 一〇〇式司令部偵察機操縦法　昭１８．４ 陸軍航空総監部
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中央-軍隊教育典範航空関係-67 一〇〇式輸送機（二型）操縦法　昭１８．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-68 九五式一型練習機操縦法　昭１８．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-69 九五式一型練習機（乙型）操縦法　昭１８．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-70 「ク八」二型操縦法　昭１９．３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-71 「ク八」二型操縦法　昭１９．３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-72 「キ六十七」操縦法　昭１９．４ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-73 「キ八十六」練習機操縦法　昭１９．３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-74 「キ八十六」、「九五式三型」練習機操縦法　昭１９．３　昭１３．２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-75 九七　九八式軽爆撃機操縦法　昭１４．２～３ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-76 基本操縦教育法　昭１８．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-77 九一　九五式戦闘機操縦法　昭１３．２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-78 基本操縦教育法　昭１８．１０．２５ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-79 九四式偵察機操縦法　昭１３．２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-80 九五式戦闘機操縦法　昭１３．２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-81 九五式一型練習機操縦法　昭１３．２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-82 九七式重爆撃機操縦法　昭１４．１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-83 九七式戦闘機操縦法　昭１３．６ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-84 九七式司令部偵察機操縦法　昭１３．１１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-85 九八式直協機操縦法　昭１４．２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-86 一〇〇式重爆撃機操縦法　昭１７．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-87 九九式双軽爆撃機（二型乙）操縦法　昭１８．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-88 初級及中級滑空機操縦教育の参考　昭１８．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-89 軍隊教育令　第２部　航空部隊　昭１８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-90 航空兵站業務要綱　昭２０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範航空関係-91 航空兵站事業要綱　第１６号　昭２０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範航空関係-92 航空兵站業務要綱　第１６号　昭２０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範航空関係-93 飛行機操縦教育規定　昭１３．２．１７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-94 武装教程　上巻　昭１７．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-95 武装教程　上巻　昭１７．７．１５ 陸軍航空総監　土肥原賢二

中央-軍隊教育典範航空関係-96 射撃鑑査写真機取扱法　昭１８．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-97 航空兵站業務要綱　昭２０．４．２０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範航空関係-98 二式複座戦闘機武装法　昭１８．２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-99 一式戦闘機武装法　昭１８．２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-100 九五式発射連動機取扱法　昭１８．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-101 二式複座戦闘機武装法　昭１８．２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-102 二式戦闘機（二型）武装法　昭１９．７ 陸軍航空総監部
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中央-軍隊教育典範航空関係-103 試製２０粍施回機関砲取扱法　昭１９．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-104 試製２０粍旋回機関砲取扱法　昭１９．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-105 航空用機関砲弾薬取扱の参考　昭１９．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-106 九九式双軽爆撃機操縦法　昭１６．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-107 航空用機関砲弾薬取扱の参考　昭１９．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-108 二式発射連動機取扱の参考　昭１９．１１ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-109 二式発射連動機取扱の参考　昭１９．１１ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-110 空中射撃学教程　昭１８．１１．１２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-111 空中射撃学教程　昭１８．１１ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-112 航空兵射撃教育仮規定（空中射撃の部）　昭９．９ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-113 航空兵射撃教育仮規定（高射機関銃射撃の部）　昭９．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-114 航空兵射撃教育仮規定　昭９．９ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-115 九八式高射機関砲取扱の参考　昭２０．３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-116 空中戦闘教程　昭１９．９ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-117 空中戦闘教程　昭１９．９．１ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-118 戦闘機急降下爆撃の参考　昭１９．９ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-119 航空兵射撃教育仮規定　昭９．９ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-120 爆撃教育規定　昭１２．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-121 九七式重爆撃機（二型）　機上勤務者必携　昭１７．２ 陸軍航空技術学校

中央-軍隊教育典範航空関係-122 飛行機教程　巻１　昭１８．１１．１２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-123 飛行機教程　巻１　昭１８．１１．１２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-124 九九式高等練習機操縦法 航空局

中央-軍隊教育典範航空関係-125 基本操縦術（計器飛行）参考書 航空局

中央-軍隊教育典範航空関係-126 航空路勤務要領　昭２０．４．１ 陸軍航空路司令部

中央-軍隊教育典範航空関係-127 飛行要務教科書 航空局

中央-軍隊教育典範航空関係-128 飛行機用材料教科書 航空局

中央-軍隊教育典範航空関係-129 航空用具取扱法教程　其１　〔落下傘の部〕　昭１７．１０ 航空局

中央-軍隊教育典範航空関係-130 航空機用計器参考書 航空局

中央-軍隊教育典範航空関係-131 天風発動機一一型整備取扱参考書 航空局

中央-軍隊教育典範航空関係-132 整備術教科書 航空局高等乗員養成所

中央-軍隊教育典範航空関係-133 夜間洋上航法の参考　昭１９．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-134 夜間洋上航法の参考　昭１９．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-135 水上機操縦の参考　昭１９．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-136 水上機操縦の参考　昭１９．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-137 航空兵瓦斯防護教範　昭１８．８．２５ 陸軍省印刷

中央-軍隊教育典範航空関係-138 衛戍勤務令　明４３．３．１８ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範航空関係-139 一〇〇式発射連動機取扱法　昭１７．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-140 空中航法教育仮規定　昭８．２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-141 空中航法教育仮規定　昭８．２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-142 航空兵瓦斯防護教範　昭１８．８．２５ 陸軍省印刷

中央-軍隊教育典範航空関係-143 航空兵瓦斯防護教範　昭１８．８ 陸軍省印刷

中央-軍隊教育典範航空関係-144 高々度飛行の衛生注意書　昭１９．８ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-145 航空部隊衛生勤務要領　昭２０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-146 爆撃場勤務要領　昭１９．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-147 「ホ一〇三」仮取扱法　昭１７．８ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-148 写真教育仮規定　大１３．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-149 写真工術教程（幹部用）　昭１８．１２．１３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-150 写真工術教程（兵用）　昭１８．１２．１３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-151 戦闘飛行隊無線機の整備並に装備の参考　昭２０．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-152 戦闘飛行隊無線機の整備並に装備の参考　昭２０．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-153 戦闘飛行隊無線機の整備並に装備の参考　昭２０．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-154 ち号乙（要地用）取扱の参考　昭１８．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-155 航空兵通信教範　総則及第１部　昭１８．７．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-156 航空兵通信教範　総則及第１部　昭１７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-157 航空兵通信教範　総則及第１部　昭１７．８．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-158 落下タンク取扱法　昭２０．２．２６ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-159
九九式双軽爆撃機（一型）及（二型甲）　特殊装備（２５０瓩爆弾懸
吊装置）取扱法　昭１７．６．４

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-160 三式急降下爆撃照準器取扱法　昭１８．６．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-161 一〇〇式輸送機（二型）曵航装置装備機取扱法　昭２０．３．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-162 機首天幕（１号二型）取扱法　昭１８．６．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-163 雷撃教育の参考　昭２０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-164 航空兵梱包積載教範　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-165 航空兵梱包積載教範　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-166 航空兵梱包積載教範　昭１５．１２．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-167 航空兵梱包積載教範　昭１５．１２．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-168 地上協力機研究　昭１４．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範航空関係-169 各機種取扱に関する綴　昭１８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-170 一〇〇式輸送機（二型）曵航装置装備取扱法　昭２０．３．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-171 航空写真機の結露及氷結防止に関する取扱法　昭１９．３．２８ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-172 １号補助噴射ポンプ取扱法　昭１９．３．１６ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-173 落下タンク取扱法　昭２０．２．２６ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-174 一〇〇式輸送機（二型）曵航装置装備機取扱法　昭２０．３．５ 陸軍航空審査部
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中央-軍隊教育典範航空関係-175 高圧油「ポンプ」１５型取扱法　昭２０．２．４ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-176 機上消火装置取扱法　昭１８．７．１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-177 飛行機給油機取扱法　昭１８．１１．３０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-178 陸軍軍用電報取扱規約　昭１４．６．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-179 飛行機整備要領（総則及第１部）　昭１９．１．３０ 陸軍航空総監　安田武雄

中央-軍隊教育典範航空関係-180 飛行機整備要領　第２部　昭１９．２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-181 飛行機整備要領　第２部　昭１９．２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-182 一〇〇式重爆撃機（二型）整備基準　昭１９．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-183
飛行機整備要領　附録　一〇〇式重爆撃機（二型）整備基準　昭
１９．６

陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-184
飛行機整備要領別冊　一〇〇式司令部偵察機（二型）整備基準
昭１９．８

陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-185 一〇〇式司令部偵察機（二型）整備基準　昭１９．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-186 飛行機整備要領別冊　一式戦闘機（二型）整備基準　昭１９．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-187 飛行機整備要領別冊　二式複座戦闘機整備基準　昭２０．３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-188 九九式双軽爆撃機（２型乙）整備基準　昭１９．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-189
飛行機整備要領別冊　九九式双軽爆撃機（二型乙）整備基準　昭
１９．８

陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-190 整備基準別冊　三式戦闘機酸素装備法　昭２０．３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-191 整備基準別冊　一式戦闘機（三型）酸素装備法　昭２０．４ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-192 整備基準別冊　四式戦闘機酸素装備法　昭２０．４ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-193 整備基準別冊　四式重爆撃機酸素装備法　昭２０．３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-194 水上機整備の参考　昭１９．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-195 水上機整備の参考　昭１９．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-196 飛行機取扱整備の参考　昭１６．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-197 飛行機取扱整備の参考　昭１６．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-198 飛行機取扱整備の参考　昭１６．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-199 九九双軽戦闘整備須知　昭１７．４ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-200 九九式双軽戦闘整備須知　昭１７．４ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-201 兵器整備工術教範　総則及第１部　昭１９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-202 計測器整備の参考　昭１７．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-203 計測器整備の参考　昭１７．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-204 計測器整備の参考　昭１７．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-205 熱地に於ける飛行機整備の参考　昭１６．９ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-206 熱地に於ける飛行機整備の参考　昭１６．９ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-207 一〇〇式重爆戦闘整備須知　昭１８．２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-208 一〇〇式重爆戦闘整備須知　昭１８．２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-209 航空発動機定期手入の参考　昭１７．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-210 気化器取扱整備の参考　昭１８．８ 陸軍航空総監部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範航空関係-211 航空発動機定期の手入の参考　昭１７．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-212
発動機工教程別冊　「ベ・エム・ベ」４５０馬力発動機の部　昭７．１
０

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-213 爆撃機に対する衝突戦法の参考　昭和１８．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-214 気化器取扱整備の参考　昭１８．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-215 飛行場設備教育仮規定　大１３．１．２０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-216 飛行場設備教育規定　昭１２．１１．２９ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-217 飛行場設備教育規定　昭１２．１１．２９ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-218 野戦飛行場設定整備教範（案）　昭１７．３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-219 野戦飛行場設定整備教範（案）　昭１７．３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-220
野戦飛行場設定整備要領別冊　水上飛行場設定の参考　昭１９．
６

陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-221 野戦飛行場設定の参考　昭１８．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-222 野戦飛行場設定の参考　昭１８．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-223 野戦飛行場設定の参考　昭１８．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-224 飛行機工教程　昭５．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-225 飛行機工教程別冊　甲式四型戦闘機の部　昭８．８ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-226 飛行機工教程　昭５．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-227 金属工手教程　昭１３．４ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-228 金属工手教程　昭１３．４ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-229 計器飛行教育法の参考　昭１９．２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-230 航空部隊上陸防御作戦協力の参考　昭１９．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-231 飛行場設定器材教程別冊　掻土機取扱法　昭１９．１２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-232
飛行場設定整備要領別冊　飛行場弾痕補修作業の参考　昭２０．
３

陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-233 気象観測教育仮規定　大１２．６．２０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-234 気球隊教練規定　昭１９．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-235 気球隊教練規定　昭１９．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-236 航空気象教育の参考　昭１６．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-237 特殊気象突破法の参考　昭１９．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-238 特殊気象突破法の参考　昭１９．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-239 九〇式照準器を以ってする射角爆撃法参考 -

中央-軍隊教育典範航空関係-240 九〇式照準器　照準投下法 -

中央-軍隊教育典範航空関係-241 一式戦闘機二型武装法　一〇〇式射撃照準器取扱法　昭１８．３ 明野陸軍飛行学校

中央-軍隊教育典範航空関係-242 ３０瓩爆弾投射法 -

中央-軍隊教育典範航空関係-243 陸海軍飛行機見取図　昭１６．１０ 参謀本部

中央-軍隊教育典範航空関係-244 空地協同の参考　昭１７．１ 陸軍航空総監部　教育総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-245 爆撃場勤務要領　昭１９．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-246 航空弾薬火工作業方式草案　昭１８．１１．２５ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範航空関係-247
航空兵器要務書（決定案）　航空兵器要務書細則（決定案）　大刀
洗陸軍航空廠書類整理要領

-

中央-軍隊教育典範航空関係-248 幕僚便覧（戦闘隊）　昭１９．１０．１８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-249 日．米．英飛行機便覧　昭１８．９ 参謀本部

中央-軍隊教育典範航空関係-250
襲撃隊戦闘規範別冊　九九式襲撃機装備部隊戦闘規範（案）　昭
１８．７

陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-251 航空通信連隊戦闘規範　第２部　昭１９．２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-252 航空地区部隊戦闘規範　総則及第１部（案）　昭１８．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-253 航空地区部隊戦闘規範　総則及第１部　昭１８．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-254 航空通信連隊戦闘規範　総則及第１部（案）　昭１８．１０ 航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-255 島嶼守備部隊戦闘教令（案）　昭１８．１１ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-256 航空兵操典　綱領．総則及第１部　昭１９．３．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-257 気球教範　第１部　明４３．１ 気球隊

中央-軍隊教育典範航空関係-258 爆撃学教程草案　全　昭８ 飛行第７連隊

中央-軍隊教育典範航空関係-259 爆撃学教程草案　昭８ 飛行第７連隊

中央-軍隊教育典範航空関係-260 航空部隊用法　昭１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-261
飛行隊教練仮規定（徒歩を除く）　気球隊教練仮規定（徒歩を除く）
附録　航空兵偵察及戦闘に関する原則　大１３．１２

陸軍航空部

中央-軍隊教育典範航空関係-262 航空兵隊徒歩教練規定　大１３．８．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-263 防空戦闘隊戦闘規範　総則及第１部（案）　昭１８．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-264 航空兵射撃教育仮規定（空中射撃の部）　昭９．８ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-265 航空兵射撃教育仮規定　昭９．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-266 航空兵射撃教育仮規定（高射機関銃射撃の部）　昭９．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-267 航空兵操典（飛行場大隊　飛行場中隊）　昭１６．９ 陸軍総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-268
航空兵器要務書及航空兵器要務書細則編纂理由書　昭１８．４．
２０

陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-269 航空兵器要務書細則　昭１８．３．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-270 航空兵器要務書細則　昭１８．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-271 航空兵器類別表　昭１８．６．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-272 九三式重爆撃機（二型）説明書　昭１２．５．１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-273 九三式重爆撃機（二型）説明書　昭１２．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-274 九三式重爆撃機（二型）説明書　昭１２．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-275 九七式重爆撃機（二型）説明書　昭１６．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-276 九七式重爆撃機（二型）説明書　昭１６．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-277 九七式重爆撃機（二型）説明書　昭１６．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-278 九七式重爆撃機（二型）説明書　昭１６．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-279 九七式重爆撃機（二型）説明書　昭１６．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-280 九七式重爆撃機（二型）説明書　昭１６．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-281 九七式重爆撃機（二型）説明書　昭１６．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-282 各式小銃取扱法・説明書綴 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範航空関係-283 一〇〇式重爆撃機説明書　昭１６．８ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-284
一〇〇式重爆撃機説明書補遺（爆撃装置）　（酸素吸入装置）　昭
１８

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-285 一〇〇式司偵二型仮取扱説明書　昭１８．３ -

中央-軍隊教育典範航空関係-286 一〇〇式司偵三型仮取扱説明書　昭１８．３ -

中央-軍隊教育典範航空関係-287 九三式双軽爆撃機（二型）説明書　昭１３．１．２０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-288 九七式軽爆撃機説明書　昭１３．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-289 九八式軽爆撃機説明書　昭１４．９ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-290 九九式双軽爆撃機説明書　昭１７．６ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-291 九九式双軽爆撃機説明書　昭１７．６改 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-292 九五式戦闘機説明書　昭１１．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-293 九七式戦闘機説明書　昭１３．５．２５
陸軍航空本部長代理　小笠原
数夫

中央-軍隊教育典範航空関係-294 三式戦闘機取扱法　昭１８．４ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-295 九九式軍偵察機　九九式襲撃機　説明書　昭１６．３ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-296 一〇〇式重爆撃機説明書補遺（無線装置）　昭１８．６ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-297 九九式軍偵察機　九九式襲撃機　説明書　昭１６．３ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-298 九九式軍偵察機　九九式襲撃機　説明書　昭１６．３ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-299 九九式軍偵察機　九九式襲撃機　説明書　昭１６．３ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-300 九四式偵察機説明書　昭１０．４ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-301 九四式偵察機説明書　昭１２．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-302 九八式直協機説明書　昭１５．８ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-303 九八式直協機説明書　昭１５．８ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-304 九七式司令部偵察機（二型）説明書　昭１６．３ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-305 九七式司令部偵察機（二型）説明書　昭１６．３ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-306 九二式偵察機説明書　昭７．１２．６ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-307 九五式一型練習機説明書　昭１１．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-308 九五式一型練習機（乙型）説明書　昭１３．１１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-309 九五式一型練習機（乙型）説明書　昭１３．１１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-310 九五式一型練習機（乙型）説明書　昭１３．１１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-311 九五式三型練習機説明書　昭１１．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-312 九五式三型練習機説明書　昭１１．１２ 陸軍航空本部長　古荘幹郎

中央-軍隊教育典範航空関係-313 九九式高等練習機説明書　昭１５．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-314 九九式高等練習機説明書　昭１５．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-315 九七式８５０馬力発動機説明書　昭１３．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-316 九七式８５０馬力発動機　昭１３．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-317 一〇〇式１４５０馬力発動機説明書 -

中央-軍隊教育典範航空関係-318 一〇〇式１４５０馬力発動機説明書　昭１６．１０ 陸軍航空本部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範航空関係-319 一〇〇式１４５０馬力発動機説明書　昭１６．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-320 九四式５５０馬力発動機（二型）説明書　昭１３．１１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-321 一〇〇式1450馬力発動機説明書 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-322 一〇〇式１２５０馬力発動機説明書　昭１６．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-323 一〇〇式１２５０馬力発動機説明書（案）　昭１６．１１ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育典範航空関係-324 九四式５５０馬力発動機説明書　昭１０．４ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-325 九九式９００馬力発動機（一型・二型）説明書　昭１６．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-326 九九式９００馬力発動機（一型・二型）説明書　昭１６．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-327 九九式９００馬力発動機（一型・二型）説明書　昭１６．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-328 九九式９００馬力発動機（一型・二型）説明書　昭１６．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-329 九七式６５０馬力発動機説明書 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-330 九五式８００馬力発動機説明書　昭１３．１．２０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-331 九七式６５０馬力発動機説明書　昭１３．５．２５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-332 九七式６５０馬力発動機説明書　昭１３．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-333 九五式１５０馬力発動機説明書　昭１１．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-334 「ジュ」式４５０馬力発動機（二型）説明書　昭１０．８ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-335 八九式落下傘三型改三取扱説明書　昭１３．５改訂 -

中央-軍隊教育典範航空関係-336 飛３号無線機（九九式）取扱注意書 -

中央-軍隊教育典範航空関係-337 九四式対空１号無線機説明書　昭１８．２ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範航空関係-338 九四式対空２号無線機取扱法別冊　昭１７．３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-339 八七式飛行機用２号無線電信機取扱法　昭４．１．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-340 た号機二型取扱説明書　昭１８．１０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範航空関係-341 九〇式大空中聴音機取扱法　昭７．９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-342 九〇式大空中聴音機取扱法　昭７．９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-343 九〇式小空中聴音機取扱法　昭６．１１．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-344 九〇式小空中聴音機取扱法　昭６．１１．３０ -

中央-軍隊教育典範航空関係-345 九七式落下傘（二型）取扱説明書　昭１６．５改訂 -

中央-軍隊教育典範航空関係-346 一〇〇式１２５０馬力発動機説明書　昭１６．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-347 一〇〇式１２５０馬力発動機説明書　昭１６．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-348 飛５号乙無線機取扱法　昭１８．４．１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-349 九八式偵察気球（除繋留車）取扱法　昭１６．１０．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-350 航空兵器類別表　昭１８．６．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-351 航空弾薬取扱細則　昭１８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-352 航空弾薬取扱細則　昭１８．１１．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-353 飛行場設定用兵器取扱必携 -

中央-軍隊教育典範航空関係-354 北方航空基地附近に於ける羅針盤偏差に就て 長谷川　萬吉
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中央-軍隊教育典範航空関係-355 陸軍航空兵器標準用語集　第１～第５部　昭２０．２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-356 九五式自動操縦機取扱上の参考事項 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-357 著陸場照明機説明書　昭１２．５．２７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-358
陸海軍航空材料規格（マグネシウム及其の合金の部）　昭１５．１．
１０

陸軍航空本部　海軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-359 二式軽量２０粍機関砲（ホ５）対空化の参考　昭１９．１０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範航空関係-360 ２０粍翼内機関砲仮取扱法　昭１８．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-361 発射連動機説明書 -

中央-軍隊教育典範航空関係-362 「ホ１０３」仮取扱法　昭１７．８ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-363 「ホ二〇四」仮取扱法　昭１９．１０．１０ 小倉陸軍造兵廠研究所

中央-軍隊教育典範航空関係-364 緩衝支柱取扱法　昭１９．１．２１ -

中央-軍隊教育典範航空関係-365 防暑覆（双発用）取扱法　昭１８．２．１７ -

中央-軍隊教育典範航空関係-366 防暑覆（単発用）取扱法　昭１８．２．１７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-367 一式戦闘機特殊装備（飛５号乙無線装置）取扱法　昭１９．１．２６ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-368 二式２瓩弾投下機取扱法　昭１８．４．５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-369 二式複座戦闘機特殊装備（飛５号甲無線装置）取扱法　昭１９．１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-370 一式戦闘機（二型）取扱法補遺（防塵装置取扱法）　昭１９．２．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-371 物料落下傘及投下物料収容箱取扱法　昭１８．４．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-372
九七式重爆撃機（二型）特殊装備（後上方砲装置）取扱法　昭１
８．４

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-373 物料落下傘及投下物料収容箱取扱法　昭１８．４．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-374 物料落下傘投下物料収容箱取扱法　昭１８．４．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-375
一〇〇式重爆撃機（二型）用特殊装備（碎氷式防氷装置）取扱法
昭１９．２．２５

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-376
一〇〇式重爆撃機（二型）武装強化（前方砲．側方砲及尾部砲装
置）取扱法　昭１９．２．２３

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-377 一式戦闘機（一型）特殊装備（耐寒装置）取扱法　昭１８．４．２８ -

中央-軍隊教育典範航空関係-378 二式２８０馬力発動機取扱法　昭１８．５．３ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-379
九九式軍偵察機　九九式襲撃機　特殊装備（耐寒装置）取扱法
昭１８．５．３

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-380 二式高等練習機取扱法　昭１９．１．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-381 二式２８０馬力発動機取扱法　昭１８．５．３ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-382 二式旋回射撃鑑査写真機取扱法　昭１８．５．６ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-383
九七式重爆撃機（二型）用　特殊装備（化学式防氷装置）取扱法
昭１９．２．２９

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-384 三式急降下爆撃照準器取扱法　昭１８．６．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-385
一〇〇式輸送機（二型）用　特殊装備（化学式防氷装置）取扱法
昭１９．２．２９

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-386 三式偏流計乙取扱法　昭１９．３．４ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-387 「キ八四」取扱の参考　昭１９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-388 「キ八十四」取扱法（飛行整備）　昭１９．３．８ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-389
一連八一昇流気化器（二式２８０馬力発動機用）取扱法　昭１８．
５．１５

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-390 ピトー管取扱法　昭１９．３．１８ 陸軍航空本部
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中央-軍隊教育典範航空関係-391 携帯用写真処理器具取扱法　昭１９．３．２２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-392 昇降計取扱法　昭１８．５．２８ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-393 九五式自動操縦機（二型）取扱法　昭１９．４．１７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-394 一〇〇式油量計取扱法　昭１８．６．３０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-395 双発大型機用飛行機覆取扱法　昭１８．７．１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-396 双発小型機用飛行機覆取扱法　昭１８．７．１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-397 一式戦闘機（一型）特殊装備（雪上装置）取扱法　昭１８．７．１４ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-398 氷結指示器取扱法　昭１８．８．９ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-399 大航空写真機（一式）取扱法　昭１８．８．３１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-400 三式遠方羅針盤取扱法　昭１８．１０．２１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-401 航法計算盤二型取扱法　昭１８．１０．２１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-402
九七式重爆撃機（二型）特殊装備（飛５号甲無線機装置）取扱法
昭１８．１０．２８

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-403 判読用航空写真機取扱法　昭１８．１１．６ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-404
九九式双軽爆撃機（二型）特殊装備（排気消?装置）取扱法　昭１
８．１２．１８

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-405 移動起重機（小）取扱法　昭１８．１２．２１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-406 発生剤用酸素吸入器取扱注意事項　昭２０．５．２１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-407 高圧油「ポンプ」１５型取扱法　昭２０．２．４ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-408 高圧油「ポンプ」１５型取扱法　昭２０．２．４ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-409 高圧油「ポンプ」一五型取扱法　昭２０．２．４ -

中央-軍隊教育典範航空関係-410 高圧油「ポンプ」１５型取扱法　昭２０．２．４ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-411 高圧油「ポンプ」１５型取扱法　昭２０．２．４ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-412 高圧油「ポンプ」１５型取扱法　昭２０．２．４ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-413 高圧油「ポンプ」１５型取扱法　昭２０．２．４ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-414 高圧油「ポンプ」１５型取扱法　昭２０．２．４ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-415 高圧油「ポンプ」１５型取扱法　昭２０．２．４ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-416
一式戦闘機　二式高等練習機　三式戦闘機　「キ八十四」　特殊装
備（吹流装置）取扱法　昭１９．１０．３

陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-417 落下タンク取扱法　昭２０．２．２６ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-418 落下タンク取扱法　昭２０．２．２６ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-419 落下タンク取扱法　昭２０．２．２６ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-420 点火栓及曲管取扱参考　昭２０．３．１５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-421 一〇〇式輸送機（二型）曵航装置装備機取扱法　昭２０．３．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-422 点火栓及曲管取扱参考　昭２０．３．１５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-423 一〇〇式輸送機（二型）曵航装置装備機取扱法　昭２０．３．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-424 点火栓及曲管取扱参考　昭２０．３．１５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-425 一〇〇式輸送機（二型）曵航装置装備機取扱法　昭２０．３．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-426 一〇〇式輸送機（二型）曵航装置装備機取扱法　昭２３．５ 陸軍航空審査部
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中央-軍隊教育典範航空関係-427 一〇〇式輸送機（二型）曵航装置装備機取扱法　昭２０．３．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-428 一〇〇式輸送機（二型）曵航装置装備機取扱法　昭２０．３．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-429 一〇〇式輸送機（二型）曵航装置装備機取扱法　昭２０．３．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-430 一〇〇式輸送機（二型）曵航装置装備機取扱法　昭２０．３．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-431 四式飛３号無線機取扱法　昭２０．３．２４ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-432 伐根車取扱法　昭２０．４．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-433 伐根車取扱法　昭２０．４．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-434 伐根車取扱法　昭２０．４．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-435 伐根車取扱法　昭２０．４．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-436 上向砲用照準器取扱法　「キ４６」防戦（３型乙）　昭２０．４．９ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-437 「キ四十六」防戦（三型乙）　上向砲用照準器取扱法　昭２０．４．９ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-438 上向砲用照準器取扱法　昭２０．４．９ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-439 上向砲用照準器取扱法　「キ４６」防戦（３型乙）　昭２０．４．９ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-440 上向砲用照準器取扱法　昭２０．４．９ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-441 一式戦闘機整備須知　昭１８．７ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-442 単発機用飛行機覆取扱法　昭１８．４．１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-443 九〇式航速測定機取扱法　昭１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-444 九〇式航速測定機取扱法　昭１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-445 九〇式航速測定機取扱法　昭１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-446 八七式対空用２号無線電信機取扱法　昭４．１．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-447 八八式飛行機用１号地上試験機取扱法　昭４．５．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-448 八七式飛行機用１号無線電信機取扱法　昭８．１２．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-449 八八式飛行機用２号地上試験機取扱法　昭４．５．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-450 八八式飛行機用３号地上試験機取扱法　昭４．５．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-451 八八式飛行機用３号無線電話機取扱法　昭４．５．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-452 九三式防空気球気曩取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-453 九三式防空気球気嚢（除?留機）取扱法　昭１６．１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-454 航空部隊に於ける機関銃修理の参考　昭１７．９ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-455 飛行機動翼角度換算表 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-456 九八式偵察気球（除繋留車）取扱法　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-457 陸軍航空機材料仮規格 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-458 第３編　火星発動機二三型 -

中央-軍隊教育典範航空関係-459
陸軍航空本部管掌　航空器材採用検査法　第２巻　飛行器材　第
１編　飛行機機体（乙式一型偵察機）　昭４．２

陸軍航空本部検査部

中央-軍隊教育典範航空関係-460
陸軍航空本部管掌　航空器材採用検査法　第２巻　飛行器材　第
２編　発動機（「イ」式３００馬力発動機）　昭４．２

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-461
陸軍航空本部管掌　航空器材採用検査法　第２巻　飛行器材　第
２編　発動機（「ロ」式８０馬力発動機）　昭４．２

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-462 主翼荷重試験報告 -
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中央-軍隊教育典範航空関係-463 国産ダグラス三型受講記録　昭１７．３．１０ 中華航空株式会社

中央-軍隊教育典範航空関係-464 自動操縦装置取扱説明書 -

中央-軍隊教育典範航空関係-465 「キ一〇九」装備砲（八八式７糎高射砲）取扱法（案） -

中央-軍隊教育典範航空関係-466 九八式旋回機関銃取扱法　昭１７．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-467 試製単銃身旋回機関銃（二型）取扱法　昭１７．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-468 九八式固定機関銃仮取扱法　昭１３．８ 陸軍航空技術研究所

中央-軍隊教育典範航空関係-469 一式鏡式実体鏡仮取扱法　昭１７．９．１５ 陸軍航空技術研究所

中央-軍隊教育典範航空関係-470 九〇式航速測定機取扱法　昭１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-471 地１号方向探知機取扱法　昭１８．７．１４ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-472 飛２号方向探知機取扱法　昭１８．４．１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-473 （光像式）一〇〇式射撃照準器説明書　昭１７．１０ 明野陸軍飛行学校

中央-軍隊教育典範航空関係-474 らく号火砲説明書　昭１９．５ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範航空関係-475 九八式旋回機関銃取扱法　昭１７．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-476 野外用計測器試験器（高度計試験器）説明書　昭１１．７．１５ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-477 ２０粍翼内機関砲仮取扱法　昭１８．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-478 航空兵器類別表　昭１８．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-479 ２０粍翼内機関砲仮取扱法　昭１８．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-480 ２０粍翼内機関砲仮取扱法　昭１８．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-481 気化器試験機取扱法　昭１９．５．１１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-482 実体写真測量の研究　大１４．７ 陸地測量部

中央-軍隊教育典範航空関係-483
九七式重爆撃機（二型）曵航索機上捲取装置取扱法　昭２０．３．
５

陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-484
九七式重爆撃機（二型）曵航索機上捲取装置取扱法　昭２０．３．
５

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-485 九七式重爆撃機（二型）曵航索機上捲取装置取扱法　昭２０．３ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-486
九七式重爆撃機（二型）曵航索機上捲取装置取扱法　昭２０．３．
５

陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-487
九七式重爆撃機（二型）曵航索機上捲取装置取扱法　昭２０．３．
５

陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-488
九七式重爆撃機（二型）曵航索機上捲取装置取扱法　昭２０．３．
５

陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-489
九七式重爆撃機（二型）曵航索機上捲取装置取扱法　昭２０．３．
５

陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-490 九七式重爆撃機曵航索機上捲取装置取扱法　昭２０．３．５ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-491 地１号無線機（除電源装置）取扱法　昭１８．５．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-492 携行用小型酸素吸入器（発生剤用）取扱法　昭１８．７．１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-493 飛５号甲無線機取扱法　昭１８．４．１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-494 三式遠方羅針盤取扱法　昭１８．１０．２１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-495 飛５号乙無線機取扱法　昭１８．４．１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-496 飛２号無線機（九六式）取扱法　昭１８．５．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-497 四式飛３号無線機取扱法　昭２０．３．２４ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-498 携行用小型酸素吸入器取扱法　昭１８．５．１１ 陸軍航空本部
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中央-軍隊教育典範航空関係-499 九七式重爆撃機（二型）説明書抜萃　昭１７．２ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育典範航空関係-501 九八式試製航法計算盤説明書 関根計器研究所

中央-軍隊教育典範航空関係-502 九七式６５０馬力発動機履歴　昭１６．１１．３０～ 中島飛行機株式会社

中央-軍隊教育典範航空関係-503 九七式戦闘機機体履歴　昭１８．７．２６～ 満洲飛行機製造株式会社

中央-軍隊教育典範航空関係-504 「ユモ」（ＪＵＭＯ）２１１Ｃ　発動機写真図 -

中央-軍隊教育典範航空関係-505 「ユモ」（ＪＵＭＯ）２１０Ｅ　発動機写真図 -

中央-軍隊教育典範航空関係-506 九七式戦闘機機体履歴　昭１６．１１．１５～ 中島飛行機株式会社

中央-軍隊教育典範航空関係-507 慣性始動機取扱説明書 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-508 飛行場大隊勤務の参考　昭１３．７ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-509 飛行隊小銃射撃教育規定　昭和１３．２．２５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-510 飛行機凍結に関する参考　昭和１５．１２ 陸軍気象部

中央-軍隊教育典範航空関係-511 空中勤務者の嗜　昭和１６．１２．８ 陸軍航空総監　土肥原賢二

中央-軍隊教育典範航空関係-512 飛行機整備要領　総則及第１部　昭和１９．１ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-513 飛行機整備要領　総則及第１部　昭和１９．１ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-514 飛行機整備要領　第２部　昭和１９．２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-515 射撃場勤務要領　昭和１９．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-516 射撃場勤務要領　昭和１９．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-517
列国現用並試作中　軍用機及発動機諸元性能一覧表　昭和１９．
７

陸軍航空本部調査課

中央-軍隊教育典範航空関係-518 航空部隊上陸防御作戦協力の参考　昭１９．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-519 戦闘機急降下爆撃の参考　昭和１９．９ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-520
九七式重爆撃機（２型）曵航索　機上捲取装置取扱法　昭和２０．
３．５

陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-521 「キ四十三」操縦の参考 -

中央-軍隊教育典範航空関係-522 航空兵操典編纂理由書 -

中央-軍隊教育典範航空関係-523 飛行実施仮規定　大正１０．８．１０ 陸軍航空部

中央-軍隊教育典範航空関係-524 弾薬取扱細則抜萃　大正１３．６ 明野陸軍飛行学校

中央-軍隊教育典範航空関係-525 敵機　昭和１９．９．２０ 南方軍報道部

中央-軍隊教育典範航空関係-526 各国最新飛行機要目表（大東亜戦争時） -

中央-軍隊教育典範航空関係-527 航空兵操典改正理由書 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-528 航空兵兵器業務提要（案）　大正１３．５ 所沢陸軍飛行学校

中央-軍隊教育典範航空関係-529 写真教育仮規定　大正１３．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-530 発動機工術　巻２（ロ式発動機取扱法）　第３版　大正１３．１ 陸軍航空学校

中央-軍隊教育典範航空関係-531 航空兵通信教育仮規定　大正１４．３．２０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-532
偵察のため空中勤務者の執るべき行動に関する規定抜萃　大正
１４．６．６

-

中央-軍隊教育典範航空関係-533 航空兵操典　昭和９．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-534 航空兵操典　昭和９．５．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-535 航空兵器要務書　昭和１８．３．２０ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範航空関係-536 航空兵器要務書細則　昭和１８．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範航空関係-537 飛行機操縦教程別冊　「キ六十一」操縦法　昭和１８．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-538 飛行機教程別冊　「キ八十四」操縦法　昭和１９．９ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-539 野戦飛行場設定部隊戦闘規範　総則及第１部　昭和１９．６．２１ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-540 飛行機用発動機学講義 -

中央-軍隊教育典範航空関係-541 発動機工手教程附録第４　発動機の故障原因探索法 -

中央-軍隊教育典範航空関係-542 発動機工手教程附録第３　サ式Ｚ九型発動機部品寸度公差表 -

中央-軍隊教育典範航空関係-543 飛行隊教練仮規定改正理由書　昭和６．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-544 日．米．英飛行機便覧　昭和１８．９ 参謀本部

中央-軍隊教育典範航空関係-545 ２式戦闘機２型機体　第４類兵器保有基準表　昭和１８．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-546 二式戦闘機二型機体　第４類兵器保有基準表　昭和１８．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-547 三式戦闘機機体　第４類兵器保有基準表　昭和１８．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-548 一〇〇式輸送機機体　第４類兵器保有基準表　昭和１８．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-549 航空無線 平岡　寛二

中央-軍隊教育典範航空関係-550 航空無線航法 宮本　曉男

中央-軍隊教育典範航空関係-551 航空兵站業務要綱　昭和２０．４．２０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範航空関係-552 三式戦闘機取扱法　昭和１８．４ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-553 航空兵站業務要綱　昭和２０．４．２０ 大本営陸運部

中央-軍隊教育典範航空関係-554 航空兵站業務要綱　昭和２０．４．２０ 大本営陸運部

中央-軍隊教育典範航空関係-555 「ダグラス」輸送機（三型）操縦法　昭和１８．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育典範航空関係-556 航空部隊用法　昭和１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-557 戦闘飛行隊無線機の整備並に装備の参考 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-558 航空作戦綱要　昭１５．２ -

中央-軍隊教育典範航空関係-559
「キ一〇九」装備砲（八八式７糎高射砲）取扱法　昭和１９．１２．２
９

陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-560 「サ」式２３０馬力発動機部品表 -

中央-軍隊教育典範航空関係-561 飛行機整備法（案）　第１篇　第２章　第２篇　第３篇 -

中央-軍隊教育典範航空関係-562 戦闘飛行術（６種） 陸軍航空学校

中央-軍隊教育典範航空関係-564 航空発動機設計講習録　昭和６．８ -

中央-軍隊教育典範航空関係-565 空中写真教育用書類 臨時航空術練習委員

中央-軍隊教育典範航空関係-566 一式戦闘機（二型）取扱法　昭和１８．２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-570 九七式軽爆撃機説明書　昭和１３．５ 陸軍航空本部長

中央-軍隊教育典範航空関係-571 航空戦術講授録　昭和１４年度 陸軍大学校

中央-軍隊教育典範航空関係-572 整備参考資料　昭和１８．７ 鷲部隊

中央-軍隊教育典範航空関係-573 操縦綴　昭和１９年 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育典範航空関係-574 カルマン博士講演記録　昭和４．１ 東京水交社

中央-軍隊教育典範航空関係-575 簡易候敵機取扱法　昭和１５年 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範航空関係-576 航空兵偵察及戦闘に関する原則　大正１３．１２ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-577 航空機発達に伴う戦術原則の適用 安田中佐

中央-軍隊教育典範航空関係-578 航空兵隊本科専門教育指示　昭和４．１０ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-579
大正１４年特別航空兵演習参考書　航空兵高射機関銃教練　大
正１４．９

陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範航空関係-580 高圧油「ポンプ」　１５型取扱法　昭和２０年２月４日 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範航空関係-581 航空作戦綱要 -

中央-軍隊教育典範航空関係-582 飛行場偵察要領　住谷悌史資料　昭和４．１ 参謀本部

中央-軍隊教育典範航空関係-583 慣性始動機取扱説明書　昭和１６．７ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育典範航空関係-584 電磁探傷器使用取扱説明書　昭和１７．４ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育典範航空関係-585 航空兵操典綱領　総則及第1部　昭和16年3月22日 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-1 坑道用　電動捲揚機　捲揚機　取扱法　昭７．８ -

中央-軍隊教育典範器材概説-2 八七式地中聴音器取扱法　昭３．６ -

中央-軍隊教育典範器材概説-3 九一式１瓲捲揚機取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-4 九三式電動通風機取扱法　昭９．１ -

中央-軍隊教育典範器材概説-5 九九式大動力鑿岩機取扱法　昭１６．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-6 九九式大動力鑿岩機取扱法　昭１６．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-7 九三式電気点火機取扱法 -

中央-軍隊教育典範器材概説-8 九三式電気点火機取扱法　昭１０．５．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-9 九九式破壊筒取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-10 九九式破壊筒取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-11 九三式戦車地雷　九三式地雷信管　取扱法　昭１５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-12 九五式凍土破碎機取扱法　昭１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-13 九八式高圧探知機取扱法　昭１４．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-14 九〇式防毒衣取扱法　昭６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-15 九〇式防毒衣取扱法　昭６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-16 九五式消凾取扱法　昭１５．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-17 一式軽防毒面取扱法（案）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範器材概説-18 一式軽防毒面取扱法（案）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範器材概説-19 九六式防毒面（乙）仮取扱法　昭１４．１１ -

中央-軍隊教育典範器材概説-20 八七式防毒面取扱法　昭３．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-21 八七式防毒面取扱法　昭３．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-22 九一式防毒面（甲）取扱法　昭７．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-23 九一式防毒面（甲）取扱法　昭７．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-24 九九式簡易消毒車取扱法　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-25 防毒面（甲）通気管仮取扱法　昭１８．５ -

中央-軍隊教育典範器材概説-26 防毒面（甲）通気管仮取扱法　昭１８．５ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範器材概説-27 一〇〇式一酸化炭素検知器取扱法　昭１８．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-28 九一式防毒面（乙）取扱法　昭６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-29 九六式大操舟機取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-30 九六式大操舟機取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-31 潜水機取扱法　昭７．９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-32 潜水機取扱法　昭７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-33 九五式　７馬力　３馬力　築頭取扱法　昭１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-34 九五式　７馬力　３馬力　築頭取扱法　昭１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-35 九〇式駄載操舟機取扱法　昭８．１．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-36 九一式軽構桁道路橋　同　架設機　取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-37 九一式軽構桁道路橋　同　架設機　取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-38 九二式軽門橋取扱法　昭７．８．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-39 九二式軽門橋取扱法　昭７．８．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-40 九七式徒橋取扱法　昭１５．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-41 九七式徒橋取扱法　昭１５．１１．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-42 九五式軽操舟機甲取扱法　昭１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-43 九五式軽操舟機甲取扱法　昭１６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-44 九九式重門橋取扱法　昭１７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-45 九九式重門橋取扱法　昭１７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-46 九九式重門橋取扱法　昭１７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-47 九五式大舟艇羅針盤取扱法　昭１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-48 九九式機舟取扱法　昭１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-49 九四式脱線器取扱法　昭１１．２．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-50 九四式脱線器取扱法　昭１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-51 九三式鉄道塔卸具取扱法　昭１１．２．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-52 九三式軽便牽引車取扱法　昭１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-53 九三式軽便牽引車取扱法　昭１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-54 九五式枕木鑽孔機取扱法　昭１１．２．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-55 九四式軌條敷設車取扱法　昭１０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-56 九三式動力軌條鋸取扱法　昭１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-57 九三式動力軌條鋸取扱法　昭１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-58 九五式鉄道工作車取扱法 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-59 九五式鉄道工作車取扱法　昭１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-60 九八式鉄道牽引車旋回具取扱法　昭１７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-61 九八式鉄道牽引車旋回具取扱法　昭１７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-62 一〇〇式線路障害検知機取扱法　昭１８．１１．４ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範器材概説-63 九二式電話機取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-64 小アセチレン灯取扱法　昭８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-65 九二式電話機取扱法 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-66 小アセチレン灯取扱法　昭８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-67 九三式軽電話機取扱法　昭１０．１．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-68 九三式１２回線交換機取扱法　昭１１．２．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-69 九二式２０糎回光機取扱法　昭７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-70 電信兵通信教範　通信法　電報取扱　昭１３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-71 昭和２年製　携帯回光通信機仮取扱法　昭５．３．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-72 九七式空気釘著機取扱法　昭１２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-73 九一式２瓲捲揚機取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-74 九一式半瓲捲揚機取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-75 九一式半瓲捲揚機取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-76 九二式１「キロ」発電機取扱法　昭８．１．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-77 九二式２０キロ発電機取扱法　昭９．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-78 九二式２０馬力空気圧縮機取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-79 九二式４０馬力空気圧縮機取扱法　昭１０．９．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-80 九二式４０馬力空気圧縮機取扱法　昭１０．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-81 九四式工作機取扱法　昭１１．７．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-82 大石油捲揚機　小石油捲揚機　取扱法　昭８．１．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-83 大石油杭打機取扱法（大石油捲揚機を除く）　昭４．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-84 小空気圧縮機取扱法　昭１６．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-85 九〇式手動圧縮空気喞筒甲乙取扱法　昭１３．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-86 九〇式手動圧縮空気喞筒甲乙取扱法　昭１３．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-87 仮九〇式手動圧搾空気喞筒取扱法附図　昭８．５ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範器材概説-88 九四式圧縮空気喞筒車説明書附図　昭１２．２ -

中央-軍隊教育典範器材概説-89 九六式５０気圧手動空気喞筒取扱法　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-90 小空気圧縮機取扱法　昭１６．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-91 九七式空気圧縮車取扱説明書 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-92 九四式圧縮空気喞筒車取扱法　昭１４．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範器材概説-93 九四式圧縮空気喞筒車取扱法　昭１４．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範器材概説-94 九八式掃海立標取扱法　昭１６．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-95 九一式動力鑿井機取扱法　昭７．９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-96 九四式動力鑿井機取扱法　昭１１．７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-97 九四式動力鑿井機取扱法　昭１１．７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-98 九五式動力揚水機取扱法　昭１２．８ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範器材概説-99 九五式動力揚水機取扱法　昭１２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-100 九七式打込作井機取扱法　昭１３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-101 野戦動力鑿井機使用法 陸軍糧秣本廠

中央-軍隊教育典範器材概説-102 １瓲半搬水器取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-103 九七式沸水車取扱法　昭１３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-104 九五式給水槽取扱法　昭１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-105 九五式大舟艇羅針盤取扱法　昭１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-106 九八式梯子乙取扱法　昭１６．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-107 九八式梯子甲取扱法　昭１６．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-108 九八式梯子甲取扱法　昭１６．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-109 特種梯子乙取扱説明書　昭１３．１１．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-110 九六式携帯羅針取扱法　昭１２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-111 ８糎経緯儀取扱法　昭７．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-112 九二式望遠測角機取扱法　昭８．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-113 潜望測量機取扱法　昭４．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-114 潜望測量機取扱法　昭７．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-115 潜望測量機取扱法　昭７．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-116
九九式破壊筒取扱法　人用地雷　兵器教育事項（概要）　昭１６．
１０

陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-117 九二式測距機取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-118 九二式測距機取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-119 ６米観測鏡取扱法　昭７．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-120 ６米観測鏡取扱法　昭７．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-121 ６米観測鏡取扱法　昭７．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-122 九三式測高計取扱法　昭１０．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-123 九三式測高計取扱法　昭１０．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-124 九七式鏡式実體鏡取扱法　昭１３．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-125 九三式２米測高機取扱法　昭１２．２．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-126 九三式２米測高機取扱法　昭１２．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-127 九〇式３米測高機取扱法　昭１３．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-128 九〇式３米測高機取扱法　昭１３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-129 潜望式経緯儀及３脚分度器仮取扱法　大１５．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-130 潜望式経緯儀及３脚分度器仮取扱法　大１５．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-131 眼鏡附測斜儀取扱法　昭７．１２．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-132 眼鏡附測斜儀取扱法　昭７．１２．１６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-133 眼鏡附測斜儀取扱法　昭７．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-134 気流経緯儀及浮力計仮取扱法　大１５．９ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範器材概説-135 気流経緯儀及浮力計仮取扱法　大１５．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-136 九四式１米対空測遠機取扱法　昭１２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-137 九二式経路機取扱法　昭１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-138 九八式１米測遠機取扱法　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-139 九八式１米測遠機取扱法　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-140 試製倒像実體式２米測遠機説明書　昭１３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-141 九八式２米測遠機取扱法　昭１７．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-142 九八式２米測遠機取扱法　昭１７．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-143 九三式野戦軽測遠機取扱法　昭１０．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-144 方向鈑及磁針儀取扱法　大１２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-145 ８年式野戦重測遠機仮取扱法　昭３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-146 ８年式野戦重測遠機仮取扱法　昭３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-147 野外験速儀取扱法　昭７．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-148 九八式軽地上標定機取扱法　昭１７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-149 音源標定機仮取扱法　昭９．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-150 実体鏡取扱法　昭１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-151 地上標定機取扱法　昭７．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-152 九五式凍土破砕機取扱法　昭１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-153 手持式動力鑿岩機取扱法　昭７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-154 手持式動力鑿岩機取扱法　昭７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-155 托架式動力鑿岩機取扱法　昭７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-156 托架式動力鑿岩機取扱法　昭７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-157 硬土掘鑿機取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-158 八九式重擲弾筒取扱法　昭１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-159 九四式コンクリート混合機取扱法　昭１１．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-160 九四式コンクリート混合機取扱法　昭１１．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-161 九四式コンクリート混合機取扱法　昭１１．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-162 １０年式擲弾筒説明書　昭４．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-163 九八式破砕機取扱法　昭１５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-164 「コンクリート」混合機取扱法　昭７．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-165 九四式製材機取扱法　昭１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-166 九四式製材機取扱法　昭１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-167 動力鑿整形機取扱法　昭７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-168 動力鑿整形機取扱法　昭７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-169 塗料噴射機取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-170 塗料噴射機取扱法　昭８．１ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範器材概説-171 兵器迷彩法要領　大１５．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-172 九二式隠顕灯取扱法　昭８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-173 隠顕アセチレン灯取扱法　昭８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-174 隠顕アセチレン灯取扱法　昭８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-175 大アセチレン灯取扱法　昭８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-176 大アセチレン灯取扱法　昭８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-177 九二式３０糎探照灯取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-178 九四式熔接切断機取扱法　昭１１．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-179 九二式３０糎探照灯取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-180 九四式投光電灯取扱法　昭１０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-181 九四式投光電灯取扱法　昭１０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-182 火光標示機取扱法　昭１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-183 九三式１５０糎探照灯取扱法　昭１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-184 九三式１５０糎探照灯取扱法　昭１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-185 九三式１５０糎探照灯取扱法　昭１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-186 九三式１５０糎探照灯取扱法　昭１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-187 九三式１５０糎探照灯取扱法　昭１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-188 九二式標灯取扱法　昭８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-189 大作業灯取扱法　大１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-190 無電池携帯電灯取扱法　昭１２．１１ -

中央-軍隊教育典範器材概説-191 無電池携帯電灯取扱法　昭１２．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-192 自動警報機取扱法　昭８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-193 自動警報具取扱法　昭８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-194 自動警報具取扱法　昭８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-195 １００屯ジャッキ取扱法　昭１７．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-196 写真引伸具説明書　昭１７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範器材概説-197 九五式望遠写真機取扱法　昭１１．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-198 九六式複写写真機取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-199 九七式携帯写真機取扱法　昭１３．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-200 湿板写真具説明書　昭１９．４ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範器材概説-201 九六式写真標定機取扱法　昭１２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-202 九六式写真標定機取扱法　昭１２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-203 九六式写真標定機取扱法　昭１２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-204 地上写真機説明書　昭１７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範器材概説-205 １０米望遠写真機説明書　昭１９．６ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範器材概説-206 高速度写真地図製作機説明書　昭１９．４ 陸軍兵器行政本部
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中央-軍隊教育典範器材概説-207 自記風向計　自記風速計　自記瞬間風速計　仮取扱法　昭８．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-208
携帯気圧計　携帯温湿計　携帯温度計　風向風速計　仮取扱法
昭８．８

陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-209 自記温度計　自記湿度計　百葉箱　仮取扱法　昭８．９ -

中央-軍隊教育典範器材概説-210
曲管地温計．日射温計．自記地温計．日照計．蒸発計．自記雨量
計．自記蒸発計　取扱法　昭１０．１

陸軍省

中央-軍隊教育典範器材概説-211 野外天幕取扱説明書 陸軍省（美津濃運動用品Ｋ・Ｋ）

中央-軍隊教育典範器材概説-212 野外天幕取扱説明書 美津濃運動用品Ｋ・Ｋ

中央-軍隊教育典範器材概説-213 九七式布濾水器説明書 -

中央-軍隊教育典範器材概説-214 九五式８錐形天幕使用法　昭１１．９ 大阪陸軍被服支廠

中央-軍隊教育典範器材概説-215 衛生濾水機取扱法解説 静部隊軍医部

中央-軍隊教育典範器材概説-216 陸軍記念日に於ける供覧兵器説明書　昭和６．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範器材概説-217
一式４７粍砲取扱の参考　（案）　一式機動４７粍砲取扱上の要点
昭和１８．９

第３歩兵砲隊

中央-軍隊教育典範器材概説-218 試製無線方向標示機説明書　昭和１４．８ 陸軍技術本部第４部

中央-軍隊教育典範器材概説-219 水中破壊艇　水中破壊艇操縦具取扱説明書　昭和１８．１０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範器材概説-220 兵器取扱法　昭和２０．１～５ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範器材概説-221 光学兵器取扱法 技工科

中央-軍隊教育典範器材概説-222
各種艇の取扱法集録（四式二型駆逐艇取扱法（案）　連絡艇甲一
型取扱説明書（案）　自力引上装置附大発動艇取扱法（案）　四式
木製大発動艇取扱法（案））　昭和１９

第１０陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範器材概説-223 陸軍舟艇関係取扱説明書綴等　昭和２０．１ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範器材概説-224 砲内弾道学　昭和１４．１２ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範器材概説-225 のみ研磨盤取扱法　昭和１６．７ 陸普第５３３１号

中央-軍隊教育典範器材概説-226 九七式３０糎探照灯取扱法　昭和１３．８ 陸普第５２７２号

中央-軍隊教育典範器材概説-227 九〇式航速測定機取扱法　昭和１１．３ 陸軍第１２０１号

中央-軍隊教育典範器材概説-228 九八式掃海索取扱法　昭和１６．８ 陸普第５８１８号

中央-軍隊教育典範器材概説-229 九三式８回線交換機取扱法　昭１１．２ -

中央-軍隊教育典範器材概説-230
九二式経路機取扱に関する参考　陸軍兵器学校幹部候補生隊複
写

陸軍技術本部印刷

中央-軍隊教育典範器材概説-231 九四式２号乙発動機故障探究法　発電機及配電盤 -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-2 米国「ガーランド」Ｍ１自動小銃説明書　昭１９．９ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-3 １４　２４式自動小銃全体図　外図表 -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-4 ９９式狙撃銃及短狙撃銃取扱法　昭１８．７ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-5 ９９式狙撃銃及短狙撃銃取扱法　昭１８．７ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-6 ４４式騎銃取扱法　大正元年９月３０日 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-7 ４４式騎銃取扱法　大正元年９月３０日 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-8 ４４式騎銃取扱法　大正元年９月３０日 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-9 ４４式騎銃取扱法　大正元年９月３０日 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-10 ４４式騎銃取扱法　大正元年９月 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-11 ４４式騎銃取扱法　大正元年９月 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-12 ３８式歩兵銃及騎銃取扱法　明治４１．３．１２ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範銃（小火器）-13 ３８式歩兵銃及騎銃取扱法　明治４１．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-14 ３８式歩兵銃及騎銃取扱法　昭４．７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-15 ３８式歩兵銃及騎銃取扱法　大正１３．７．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-16 「モ」式小銃第１　２　３型取扱法 -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-17 「モ」式小銃第１　２　３型説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-18 「モ」式小銃第１　２　３型説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-19 ９９式小銃及短小銃取扱法　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-20 ９９式小銃及短小銃取扱法　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-21 ９９式小銃及短小銃取扱法　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-22 ９９式小銃及短小銃取扱法　昭１６．８．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-23 ９９式小銃及短小銃取扱法　昭１６．８．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-24 ９９式小銃及短小銃取扱法　昭１６．８．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-25 ９９式小銃及短小銃取扱法　昭１６．８．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-26 ９９式小銃及短小銃取扱法　昭１５．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-26_2 ９９式　小銃及短小銃取扱法　昭和１５年１２月 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-27 ９９式小銃及短小銃取扱法　昭１５．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-28 ９９式小銃及短小銃取扱法　昭１５．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-29 モーゼル９８式小銃の説明書（原書直譯のもの） -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-30 ９９式短小銃履歴簿 -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-31 ９９式小銃弾薬試製外装穿甲弾説明書　昭２０．６．５ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-32 １０年式信号拳銃仮取扱法　昭９．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-33 １０年式信号拳銃仮取扱法　昭９．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-34 ２６年式拳銃保存法　明治３６．１１．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-35 １４年式拳銃取扱法　昭６．６．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-36 １４年式拳銃取扱法　昭６．６．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-37 １４年式拳銃取扱法　昭６．６．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-38 １４年式拳銃取扱法　昭６．６．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-39 １４年式拳銃取扱法　昭６．６．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-40
９９式狙撃眼鏡（９９式狙撃銃用　９９式短狙撃銃用）取扱法　昭１
９．１．２５

陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-41
９９式狙撃眼鏡（９９式狙撃銃用　９９式短狙撃銃用）取扱法　昭１
９．１．２５

陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-42
９９式狙撃眼鏡（９９式狙撃銃用　９９式短狙撃銃用）取扱法　昭１
９．１．２５

陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-43
９９式狙撃眼鏡（９９式狙撃銃用　９９式短狙撃銃用）取扱法　昭１
９．１．２５

陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-44
９９式短小銃部品の鍛造方式　改善に依る歩留の向上に就て　昭
１８．６月調製

名古屋陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-45 Ｍ１９１８　Ｍ１９１９　ブローニング　自動小銃説明書　昭１９．９ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-46 Ｍ１９１８　Ｍ１９１９　ブローニング自動小銃説明書　昭１９．９ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-47 ２６年式拳銃保存法　明治３６．１１．１４ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範銃（小火器）-48 小銃と火砲　昭和５．９．２０発行 陸軍歩兵大佐　小縣保二郎

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-49 １４年式拳銃取扱法　昭和６．６．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-50 １４年式拳銃取扱法　昭和６．６．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-51 軍用拳銃の沿革及諸元　昭和８．８ 陸軍技術本部第１部銃器班

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-52 試製自動小銃（丙号）説明書　昭和１１．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-53 ３８式歩兵銃及騎銃取扱法　明治４０．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-54 ９９式小銃及短小銃取扱法　昭和１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-55 ９４式３７粍砲内?銃説明書　昭和 -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-56 甲号７粍７歩兵銃研究試験報告　昭和４．５ 陸軍技術本部１部

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-57 ３８式騎銃履歴　昭和１６～１７年 -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-58 ３８式歩兵銃履歴　昭和１７．１ 日野隊

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-59 ３８式歩兵銃履歴　昭和１８年 -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-60 １４年拳銃履歴綴　昭和１８年 -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-61 小銃履歴表綴　昭和１９年 第５３３部隊よ隊

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-62 小銃変遷の概要　大正５．４ 岡部砲兵大尉

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-69 ７粍７銃火薬研究会議記録　昭和４．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-70 ３０年式騎銃 -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-71 ３８式歩兵銃履歴表　昭和１８．１１ 歩兵第２２２連隊第１中隊

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-72 拳騎銃分解図 -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-73 銃砲製造要領の抜萃　大正６．６ -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-74 村田銃取扱法　全　明治１５．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-75 小銃．軽機関銃．拳銃射撃教範編纂理由書　昭和４．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-76 ３０年式歩兵銃及騎銃保存法　明治３２年１２月２１日 -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-77 ３８式歩兵銃及騎銃取扱法　明治４１年３月１２日 -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-78 ３０年式歩兵銃使用法草案　明治３２年 -

中央-軍隊教育典範銃（小火器）-79 明治１５年１１月 村田銃取扱法 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-1 九二式車載１３粍機関砲取扱法　昭和１１．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-2 九二式車載１３粍機関砲取扱要領　昭和８．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-3 九二式車載１３粍機関砲取扱要領　昭和８．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-4 九七式車載重機関銃説明書　昭和１２．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-5 九七式車載重機関銃取扱法　昭和１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-6 九七式車載重機関銃取扱法　昭和１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-7 九七式車載重機関銃取扱法　昭和１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-8 九七式車載重機関銃取扱法　昭和１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-9 九七式車載重機関銃高射用具應急案説明書　昭和１９．８ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範機関銃-10 九七式車載重機関銃高射用具應急案説明書　昭和１９．１２ 陸軍兵器行政本部
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中央-軍隊教育典範機関銃-11 三八式機関銃取扱法　明治４２．５．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-12 三八式機関銃取扱法　明治４２．５．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-13 三八式機関銃取扱上に関する注意　大正元年１２．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-14 ３年式機関銃取扱法　大正１１．５．１０改正 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-15 ３年式機関銃取扱法　大正７．６．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-16 ３年式機関銃取扱法　大正７．６．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-17 ３年式機関銃取扱法　大正７．６．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-18 ３年式機関銃取扱法　昭和６．１０．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-19 ３年式機関銃取扱法　昭和６．１０．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-20 ３年式機関銃取扱法　大正７．６．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-21 ３年式機関銃　全　附歩兵用駄馬具　昭和５．９ -

中央-軍隊教育典範機関銃-22 ３年式機関銃に就て
小銃製造所長　砲兵大佐　南部
麒次郎

中央-軍隊教育典範機関銃-23 ３年式機関銃高射用具取扱法　昭和７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-24 ３年式機関銃高射用具取扱法　昭和７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-25 ３年式機関銃高射用具取扱法　昭和７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-26 ３年式機関銃高射用具取扱法　昭和７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-27 九七式重機関銃取扱法附図 -

中央-軍隊教育典範機関銃-28 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-29 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-30 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-31 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-32 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-33 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-34 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-35 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-36 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-37 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-38 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-39 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-40 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-41 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-42 九二式重機関銃取扱法　昭和１１．３．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-43 九二式重機関銃高射用具取扱法　昭和１８．９ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範機関銃-44 九二式重機関銃高射用具取扱法　昭和１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範機関銃-45 仮　１１年式軽機関銃　３脚架及　高射照準具　取扱法　昭和８．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-46 九二式重機関銃眼鏡照準具取扱法　昭和１５．２ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範機関銃-47 九二式重機関銃眼鏡照準具取扱法　昭和１５．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-48 九二式重機関銃照準具取扱法　昭和１５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-49 九二式重機関銃．高射用具　応急案説明書　昭和１８．５ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範機関銃-50 九二式重機関銃高射用具応急案説明書　昭和１８．５ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範機関銃-51
九二式重機関銃射撃表　九二式普通実包　九二式徹甲実包　九
二式焼夷実包　昭和１０．７

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-52 重機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-53 重機関銃取扱上の参考 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-54 重機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-55 重機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-56 重機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-57 九二式車載１３粍機関銃３脚架取扱法　昭和１２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-58 八九式旋回機関銃、同（特）仮取扱法　昭和９．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-59 １１年式軽機関銃仮取扱法　大正１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-60 １１年式軽機関銃仮取扱法　大正１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-61 １１年式軽機関銃仮取扱法　昭和７．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-62 １１年式軽機関銃仮取扱法　昭和６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-63 １１年式軽機関銃仮取扱法　昭和３．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-64 １１年式軽機関銃仮取扱法　昭和３．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-65 １１年式軽機関銃仮取扱法　昭和３．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-66 １１年式軽機関銃仮取扱法　昭和３．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-67 １１年式軽機関銃仮取扱法　昭和３．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-68 １１年式軽機関銃　附図 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-69 １１年式軽機関銃　附図（改訂版） 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-70 １１年式軽機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-71 １１年式軽機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-72 １１年式軽機関銃取扱上の参考　昭和１６．３．１０改訂 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-73 １１年軽機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-74 １１年式軽機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ -

中央-軍隊教育典範機関銃-75 １１年式軽機関銃　軽３脚架（騎兵用）取扱法　昭和１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-76 １１年式軽機関銃　軽３脚架（騎兵用）取扱法　昭和１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-77 １１年式軽機関銃　軽３脚架（騎兵用）取扱法　昭和１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-78 １１年式軽機関銃　軽３脚架（騎兵用）取扱法　昭和１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-79 １１年式軽機関銃　軽３脚架（騎兵用）取扱法　昭和１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-80 １１年式軽機関銃　軽３脚架（騎兵用）取扱法　昭和１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-81 １１年式軽機関銃　軽３脚架（騎兵用）取扱法　昭和１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-82 １１年式軽機関銃　軽３脚架（騎兵用）取扱法　昭和１６．９ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範機関銃-83 仮１１年式軽機関銃　３脚架及高射照準具取扱法　昭和８．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-84 仮１１年式軽機関銃　３脚架及高射照準具取扱法　昭和８．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-85
１１年式軽機関銃　九一式車載軽機関銃　高射用具應急案説明
書　昭和１９．１２

陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範機関銃-86 九一式車載軽機関銃取扱法　昭和１０．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-87 九一式車載軽機関銃取扱法 -

中央-軍隊教育典範機関銃-88 九二式重機関銃取扱法 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-89 九一式車載軽機関銃取扱法　昭和１０．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-90 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-91 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-92 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-93 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-94 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-95 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-96 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-97 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-98 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-99 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-100 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-101 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-102 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-103 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-104 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-105 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-106 九六式軽機関銃取扱法　昭和１３．４．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-107 九六式軽機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-108 九六式軽機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-109 九六式軽機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-110 九六式軽機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-111 九六式軽機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-112 九六式軽機関銃取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-113 試製九六式軽機関銃取扱説明書　昭和１１．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-114 九六式機関銃用９７式駄馬具取扱法　昭和１６．７．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-115 九六式軽機関銃用九七式駄馬具取扱法　昭和１６．７．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-116 九六式軽機関銃軽３脚架（騎兵用）取扱法　昭和１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-117 九六式軽機関銃高射用具應急案説明書　昭和１９．１１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範機関銃-118 九六式軽機関銃高射用具應急案説明書　昭和１９．１２ 陸軍兵器行政本部
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中央-軍隊教育典範機関銃-119 九六式軽機関銃高射用具應急案説明書　昭和１９．１２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範機関銃-120 九六式軽機関銃高射用具應急案説明書　昭和１９．１２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範機関銃-121 九六式軽機関銃高射用具應急案説明書　昭和１９．１２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範機関銃-122
九六式軽機関銃手必携　附　１１年式軽機関銃の操法及射撃法
昭和１７．３

東京．武揚堂発行

中央-軍隊教育典範機関銃-123 九九式軽機関銃取扱法　昭和１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-124 九九式軽機関銃取扱法　昭和１６．１０．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-125 九九式軽機関銃取扱法　昭和１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-126 九九式軽機関銃取扱法　昭和１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-127 九九式軽機関銃取扱法　昭和１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-128 九九式軽機関銃取扱法　昭和１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-129 九九式軽機関銃取扱法　昭和１６．１０．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-130 九九式軽機関銃取扱法　昭和１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-131 九九式軽機関銃取扱法　昭和１６．１０．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-132 九九式軽機関銃取扱法　昭和１６．１０．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-133 九九式軽機関銃取扱法（案）　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-134 九九式軽機関銃取扱法（案）　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-135 九九式軽機関銃取扱法（案）　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-136 九九式軽機関銃取扱法（案）　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-137 九九式軽機関銃取扱法（案）　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-138 九九式軽機関銃取扱法（案）　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-139 九九式軽機関銃高射用具應急案説明書　昭和１９．１２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範機関銃-140 九九式軽機関銃高射用具應急案説明書　昭和１９．１２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範機関銃-141 九九式軽機関銃高射用具應急案説明書　昭和１９．１２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範機関銃-142 九九式軽機関銃高射用具應急案説明書　昭和１９．１２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範機関銃-143 １９２８年型フィアット２銃身機関銃取扱　昭和７．８ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範機関銃-144 九七式車載重機関銃取扱法　昭和１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-145 九七式車載重機関銃　高射用具應急案説明書 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-146
４０粍機関銃測圧器使用に依る初速（?圧）の変化　２５粍機関銃測
圧器使用に依る初速（?圧）差

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-147 九二式重機関銃履歴　昭和１０．８ 陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範機関銃-148 九七式車載重機関銃高射用具　應急案説明書　昭和２０．６ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範機関銃-149 九七式車載重機関銃取扱法　昭和１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-150 九九式軽機関銃取扱法　昭和１６．１０．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範機関銃-151 試製９８式３７粍戦車砲説明書　昭和１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-152 １９０７年式　サン．テチエン　重機関銃説明書　昭和１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-153
「チエツコ」五三式　「ブルノ」社（ＺＢ　五三）重機関銃説明書　昭和
１６．２

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-154 １９０７年式サン．テチエン　重機関銃説明書　昭和１２．１１ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範機関銃-155 １８９６年式「ルイス」軽機関銃説明書　昭和１２．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-156 二式軽量２０粍機関砲（ホ五）対空化の参考　昭和１９．１０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範機関銃-157 ラインメタル一〇型　３７粍機関砲弾薬説明書　昭和１６．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-158 歩兵機関銃教練の参考　巻２　大正７．６ 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範機関銃-158_2
歩兵機関銃教練の参考　巻１（単銃及馬取扱法の部）　大正６．１
２

陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範機関銃-159 毘式０．５吋高射機関砲弾道試験　昭和３～４年 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-160 九二式重機関銃履歴　昭和１２～１９年 第２１４連隊第３機関銃隊等

中央-軍隊教育典範機関銃-161 １１年式軽機関銃取扱上の参考　昭和１４．６ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範機関銃-162 九六式軽機関銃履歴　昭和１３～１９年 鈴木部隊神部等

中央-軍隊教育典範機関銃-163 単銃身旋回機関銃（二型）履歴　昭和１５～１８年 -

中央-軍隊教育典範機関銃-164 ２０粍旋回機関砲履歴　昭和１６～１８年 -

中央-軍隊教育典範機関銃-165 試製十二・七粍固定機関砲三型乙履歴　昭和１９年 -

中央-軍隊教育典範機関銃-166 機関銃等履歴　昭和１６～１９年 -

中央-軍隊教育典範機関銃-167 九八式旋回機関銃履歴　昭和１７～１８年 -

中央-軍隊教育典範機関銃-168 八九式固定機関銃改（甲）履歴　昭和１７～１８年 -

中央-軍隊教育典範機関銃-169
九九式軽機関銃履歴　九七式車載重機関銃履歴　昭和１７～１９
年

-

中央-軍隊教育典範機関銃-170 九九式軽機関銃履歴　昭和１８～１９年 -

中央-軍隊教育典範機関銃-171 一〇〇式機関短銃取扱法　昭和１９．５ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範機関銃-172 九二式重機関銃取扱法 -

中央-軍隊教育典範機関銃-173 九二式重機関銃教育の詳解　昭和１５．９．５ -

中央-軍隊教育典範機関銃-174 九二式重機関銃 -

中央-軍隊教育典範機関銃-175 九六式軽機銃の参考 -

中央-軍隊教育典範機関銃-176 機関銃教育参考　昭和１７ 独立混成第２旅団

中央-軍隊教育典範機関銃-177
各歩兵連隊提出意見に基く軽機関銃構造機能に関する意見　大
正１４．９

陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範機関銃-178 １１年式軽機関銃附図　昭和３．９ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範機関銃-179 九六式軽機関銃取扱の参考　昭和１５年 陸軍工科学校

中央-軍隊教育典範機関銃-180 恵式２０粍旋回機銃諸表 -

中央-軍隊教育典範機関銃-181 機関銃に関する研究資料　其４　大正５．１０ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範機関銃-182
機関銃に関する研究資料　其５　露国機関銃実地使用法　大正
５．１２

陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範機関銃-183 機関銃教育要領　上巻　大正１０．１１ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範機関銃-184 機関銃教育要領　中巻　大正１０．１１ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範機関銃-185 自動火器に対する２３の問題　大正１５．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範機関銃-186 「チ」式７・９粍軽機関銃説明書（改訂）　昭和１４年１０月 陸軍技術本部調製

中央-軍隊教育典範機関銃-187 九六式軽機関銃取扱上の参考　昭和１３年８月１８日 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-1 試製７糎噴進砲説明書 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-2 試製７糎噴進砲説明書 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範迫撃砲等-3 試製７糎噴進砲説明書 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-4 九八式臼砲及同弾薬　説明書　昭１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-5 試製２０糎木製噴進砲竣工試験要報　昭１９．６．１０ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-6 試製９糎（空挺隊用）噴進砲竣工試験要報　他　昭１９．７．１９ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-7 鋼製１５珊臼砲構造要領　明治４５．３ 陸軍技術審査部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-8 九八式臼砲操法規定（案）　昭１４．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-9 九八式臼砲及同弾薬　説明書　昭１４．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-10 鋼製９糎臼砲説明書　昭１３．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-11 鋼製９糎臼砲説明書　昭１３．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-12 鋼製９糎臼砲説明書　昭１３．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-13 ２８珊臼砲説明書　明４４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-14 九六式中迫撃砲説明書　昭１６．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-15 重迫撃砲説明書　大３．１１ 陸軍技術審査部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-16 試製九六式重迫撃砲取扱上の注意事項　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-17 １４年式重迫撃砲仮取扱法 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-18 １４年式重迫撃砲　試製船載砲床説明書 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-19 １４年式重迫撃砲　試製船載砲床説明書 -

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-20 １４年式重迫撃砲　試製船載砲床説明書 -

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-21 １４年式重迫撃砲　試製船載砲床説明書 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-22 試製重迫撃砲説明書　昭１１．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-23 １４年式重迫撃砲仮取扱法　昭１３．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-24 試製九七式中迫撃砲（長．短）説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-25 九七式中迫撃砲短取扱法 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-26 九七式中迫撃砲（短）説明書　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-27 九六式中迫撃砲説明書　昭１３．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-28 九六式中迫撃砲説明書　昭１６．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-29 九六式中迫撃砲説明書　昭１６．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-30 試製九七式軽迫撃砲説明書　昭１７．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-31 九六式中迫撃砲取扱法　昭１７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-32 九六式中迫撃砲取扱法　昭１７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-33 九六式中迫撃砲取扱法　昭１６．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-34 九七式中迫撃砲（短）説明書　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-35 九七式中迫撃砲（短）用　九七式駄馬具取扱法　昭１７．８ -

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-36 九七式中迫撃砲（短）取扱法（案）　昭１８．８ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-37
三九式輜重車甲附属器具　九七式中迫撃砲用積載具　取扱法
昭１７．８

陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-38 試製二式船舶用中迫撃砲説明書　昭１９．３ 陸軍兵器行政本部
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中央-軍隊教育典範迫撃砲等-39 試製船舶用１２糎迫撃砲説明書　昭１９．５ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-40 「スピゴット」迫撃砲に就て　昭１９．１２．１３ 陸軍兵器・行政本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-41 各種迫撃砲関係資料綴 -

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-42 試製１２糎迫撃砲竣工試験要報　昭１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-43 試製九七式中迫撃砲説明書　昭１７．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-44 試製九七式軽迫撃砲説明書　昭１８．７ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-45 二式１２糎迫撃砲取扱法（案） 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-46 九〇式軽迫撃砲仮取扱法　昭７．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-47 九〇式軽迫撃砲説明書　昭６．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-48 九四式軽迫撃砲取扱法　昭１２．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-49 九四式軽迫撃砲取扱法　昭１２．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-50 九四式軽迫撃砲弾薬取扱上の注意　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-51 九四式軽迫撃砲取扱法　昭１２．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-52 軽迫撃砲説明書　大正３．９ 陸軍技術審査部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-53 試製九七式中迫撃砲説明書　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-54 軽迫撃砲説明書　大正３．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-55 試製小迫撃砲説明書　昭１３．８．２０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-56 試製小迫撃砲説明書　昭１４．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-57 九九式小迫撃砲取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-58 九九式小迫撃砲取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-59 九九式小迫撃砲取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-60 九九式小迫撃砲取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-61
試製九七式軽迫撃砲床板弾道性　試製小迫撃砲機能　試験報告
他　昭１４．７

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-62 二式１２糎迫撃砲用九七式駄馬具取扱法　昭１８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-63 九七式曲射歩兵砲取扱法案　昭１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-64 九七式曲射歩兵砲取扱法　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-65 九七式曲射歩兵砲取扱法　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-66 九七式曲射歩兵砲取扱法　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-67 九七式曲射歩兵砲説明書　昭１４．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-68 九七式曲射歩兵砲説明書　昭１４．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-69 九七式曲射歩兵砲　試製曲射大隊砲　説明書　昭１４．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-70 九七式曲射歩兵砲　試製曲射大隊砲　説明書　昭１４．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-71 九七式曲射歩兵砲　試製曲射大隊砲　説明書　昭１４．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-72 試製九七式曲射歩兵砲説明書　昭１２．１２ 陸軍技術部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-73 九七式曲射歩兵砲射表（一〇〇式榴弾） 吐田隊

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-74 １１年式曲射歩兵砲取扱法　昭７．５．２６ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範迫撃砲等-75 １１年式曲射歩兵砲取扱法　昭７．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-76 １１年式曲射歩兵砲取扱法　昭７．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-77 試製九七式軽迫撃砲説明書　昭１７．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-78 簡易擲弾器の参考　昭２０．２ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-79 簡易擲弾器の参考　昭２０．２ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-80 簡易擲弾器の参考　昭２０．２ 第１陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-81 一〇〇式擲弾器取扱法（案）　昭１６．９ 陸軍技術部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-82 一〇〇式擲弾器取扱法（案）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-83 試製一〇〇式擲弾器の参考 -

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-84 試製一〇〇式擲弾器説明書　昭１７．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-85 二式擲弾器の説明書　昭１８．５．３０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-86 八九式重擲弾筒弾薬　試製１式目標指示弾　説明書　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-87 八九式重擲弾筒弾薬　試製一式目標指示弾　説明書　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-88 八九式重擲弾筒取扱法　昭１０．１０．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-89 八九式重擲弾筒取扱法　昭１０．１０．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-90 八九式重擲弾筒取扱法　昭１０．１０．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-91 八九式重擲弾筒取扱法　昭１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-92 八九式重擲弾筒取扱法　昭１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-93 八九式重擲弾筒取扱法　昭１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-94 八九式重擲弾薬説明書　昭１３．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-95 八九式重擲弾筒弾薬説明書　昭１３．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-95_2 八九式重擲弾筒用試製照準子説明書　昭和１７．４ -

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-96 仮八九式重擲弾筒取扱法　昭８．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-97 擲弾筒説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-98 １０年式擲弾筒弾薬説明書　昭５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-99 簡易投擲器（弓及弩弓）説明書　昭２０．２ 第１陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-100 擲弾筒取扱上の参考　昭１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-101 擲弾筒取扱上の参考　昭１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-102 試製二式船舶用中迫撃砲説明書　昭１８．６ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-103 試製２０糎臼砲竣工試験要報　昭１７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-104 試製二式船舶用中迫撃砲説明書　昭１８．６ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-105 １１年式平射　曲射　歩兵砲取扱上の参考　昭１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-106 試製２０糎ろ弾発射機一型説明書 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-107 遠心力利用投擲機説明書　昭１５．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-108 試製九九式短中迫撃砲説明書　昭１５．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-109 試製九九式短中迫撃砲説明書　昭１５．１０ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範迫撃砲等-110 九七式中迫撃砲（短）取扱法（案）　昭１８．８ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-111 兵器学校教程　第１巻　昭１２ 陸軍教導学校

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-112 二式擲弾器説明書　昭１８．５．３０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-113 ソ軍１９１５年式　擲弾筒説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-114 試製重迫撃砲説明書（附図　自第１至３５共）　昭１１．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-115 試製四式４０糎　木製噴進砲　噴進榴弾　説明書　昭２０．３ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-116 試製四式４０糎　木製噴進砲　噴進榴弾　説明書　昭２０．３ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-117 試製四式４０糎　木製噴進砲　噴進榴弾　説明書　昭２０．３ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-118 試製四式４０糎　木製噴進砲　噴進榴弾　説明書　昭２０．３ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-119 試製四式４０糎　木製噴進砲　噴進榴弾　説明書　昭２０．３ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-120 試製重迫撃砲説明書　附図（青図１８枚）　昭１１．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-121 試製四式４０糎　木製噴進砲　噴進榴弾　説明書　昭２０．３ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-122 試製二式船舶用中迫撃砲説明書 -

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-123 一式機動４７粍砲説明書　昭和 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-124 実用試験用　試製中迫撃砲略射表　試製榴弾　昭和１１．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-125 試製九六式中迫撃砲及同弾薬車実用試験規定　昭和１１．５ 陸軍野戦砲学校

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-126 試製九六式中迫撃砲属品予備品員数表　昭和１２．９ 陸軍技術本部調製

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-127 四式１５糎自走砲説明書　昭和２０．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-128 九四式３７粍砲同弾薬車説明書　昭和１０．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範迫撃砲等-129 九四式３７粍砲撃発装置図面 -

中央-軍隊教育典範榴弾砲-1 試製九一式１０糎榴弾砲概説　昭６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-2 九一式１０糎榴弾砲取扱法　昭１２．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-3 九一式１０糎榴弾砲取扱法　昭１２．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-4 九一式１０糎榴弾砲取扱法　昭１２．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-5 改造三八式野砲仮取扱法　昭１３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-6 九一式１０糎榴弾砲説明書　昭１２．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-7 九一式１０糎榴弾砲説明書　附図 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-8 九一式１０糎榴弾砲取扱法　附図　昭１２．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-9 九一式１０糎榴弾砲取扱法　附図　昭１２．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-10 九一式１０糎榴弾砲取扱法　昭１２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-11 九一式１０糎榴弾砲取扱法　昭１２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-12 九一式１０糎榴弾砲取扱法　昭１２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-13 九一式１０糎榴弾砲取扱法　昭１２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-14 九一式１０糎榴弾砲取扱法　昭１２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-15 九一式１０糎榴弾砲取扱法　附図（仮）　昭８．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-16 九一式１０糎榴弾砲取扱法　附図（仮）　昭８．９ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範榴弾砲-17 九一式１０糎榴弾砲取扱法（仮）　昭８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-18 試製機動九一式１０糎榴弾砲説明書　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-19 試製機動九一式１０糎榴弾砲説明書　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-20 試製機動九一式１０糎榴弾砲説明書　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-21 試製機動九一式１０糎榴弾砲説明書　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-22 試製機動九一式１０糎榴弾砲説明書　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-23 九一式１０糎榴弾砲　駐退機　復坐機　取扱法　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-24 九一式１０糎榴弾砲　駐退機　復坐機　取扱法　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-25 九一式１０糎榴弾砲　駐退機　復坐機　取扱法　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-26 九一式１０糎榴弾砲　駐退機　復坐機　取扱法　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-27 九一式１０糎榴弾砲　駐退機　復坐機　取扱法　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-28 九一式１０糎榴弾砲　駐退機　復坐機　取扱法　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-29 九一式１０糎榴弾砲　駐退機　復坐機　取扱法　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-30 九一式１０糎榴弾砲　駐退機　復坐機　分解結合要領　昭１１．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-31 九一式１０糎榴弾砲　駐退機　復坐機　分解結合要領　昭１１．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-32 九一式１０糎榴弾砲教練規定　昭１１．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-33 ４年式１５珊榴弾砲仮取扱法　大６．４．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-33_2 九一式１０糎榴弾砲教育の参考　昭和１１．１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範榴弾砲-34 ４年式１５珊榴弾砲取扱法　大１１．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-35 ４年式１５糎榴弾砲取扱法　昭１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-36 ４年式１５糎榴弾砲取扱法　昭１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-37 ４年式１５糎榴弾砲取扱法　昭１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-38 ４年式１５糎榴弾砲取扱法　昭１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-39 ４年式１５糎榴弾砲取扱中改正　昭６．７．１５ -

中央-軍隊教育典範榴弾砲-40 ４年式１５糎榴弾砲取扱法　昭１３．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-41 改造４年式１５糎榴弾砲取扱法補遺　昭１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-42 改造４年式１５糎榴弾砲取扱法補遺　昭１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-43 改造４年式１５糎榴弾砲取扱法補遺　昭１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-44 四五式２４珊榴弾砲取扱法　大４．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-45 四五式２４珊榴弾砲取扱法附図　大４．８．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-46 四五式２４珊榴弾砲取扱法中追加　大７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-47 四五式２４糎榴弾砲取扱法中改正　昭７．１．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-48 四五式２４糎榴弾砲取扱法　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-49 四五式２４糎榴弾砲取扱法　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-50 四五式２４糎榴弾砲取扱法　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-51 四五式２４糎榴弾砲取扱法　昭１６．８ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範榴弾砲-52 四五式２４糎榴弾砲取扱法　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-53 四五式２４糎榴弾砲取扱法　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-54 三八式１５糎榴弾砲取扱法　大６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-55 三八式１５糎榴弾砲取扱法　大６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-56 三八式１５糎榴弾砲取扱法　大６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-57 三八式１５糎榴弾砲取扱法　大６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-58 三八式１５珊榴弾砲取扱法附図　大６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-59 三八式１２珊榴弾砲取扱法附図　大６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-60 三八式１２珊榴弾砲取扱法附図　大６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-61 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-62 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-63 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-64 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-65 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-66 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-67 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-68 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-69 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-70 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-71 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-72 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-73 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-74 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-75 試製九六式２４糎榴弾砲概説　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-76 試製九六式２４糎榴弾砲説明書　昭１４．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-77 試製九六式２４糎榴弾砲説明書　昭１４．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-78 試製九六式２４糎榴弾砲説明書　昭１４．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-79 九六式２４糎榴弾砲腔発調査報告　昭１７．５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-80 試製九六式２４糎取扱注意事項　昭１２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-81 昭１１．７～８　試製２４糎榴弾砲竣工試験報告　昭１１．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-82 九六式１５糎榴弾砲取扱法　昭１５．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-83 九六式１５糎榴弾砲取扱法　昭１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-84 九六式１５糎榴弾砲取扱法　昭１５．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-85 九六式１５糎榴弾砲取扱法　昭１５．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-86 九六式１５糎榴弾砲取扱法　昭１５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-87 試製九六式１５糎榴弾砲取扱注意事項　昭１２．８ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範榴弾砲-88 九六式１５糎榴弾砲取扱注意事項　昭１９．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-89 九六式１５糎榴弾砲取扱注意事項　昭１９．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-90 九六式１５糎榴弾砲取扱上注意すべき事項 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-91 九六式１５糎榴弾砲取扱注意事項　昭１９．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-92 九六式１５糎榴弾砲取扱注意事項　昭１９．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-93 九六式１５糎榴弾砲取扱注意事項　昭１６．１２改刷 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-94
ラ式１５糎榴弾砲説明書　附　試製２０糎臼砲説明書　昭１８．７改
訂

陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-95
ラ式１５糎榴弾砲説明書　附　試製２０糎臼砲説明書　昭１８．７改
訂

陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-96
ラ式１５糎榴弾砲説明書　附　試製２０糎臼砲説明書　昭１８．７改
訂

陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-97
ラ式１５糎榴弾砲説明書　附　試製２０糎臼砲説明書　昭１８．７改
訂

陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-98
ラ式１５糎榴弾砲説明書　附　試製２０糎臼砲説明書　昭１８．７改
訂

陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-99
ラ式１５糎榴弾砲説明書　附　試製２０糎臼砲説明書　昭１８．７改
訂

陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-100 １４年式１０糎榴弾砲取扱法（案）　昭１２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-101 改造１４年式１０糎榴弾砲説明書 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-102 特２４榴長説明書　昭１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-103
試製五式４５粍簡易無反動砲　試製五式穿甲榴弾々薬筒　説明
書　昭２０．６

陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-104
試製五式４５粍簡易無反動砲　試製五式穿甲榴弾々薬筒　説明
書　昭２０．６

陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-105
試製五式４５粍簡易無反動砲　試製五式穿甲榴弾々薬筒　説明
書　昭２０．６

陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-106 分解式狭軌１５糎榴弾砲　昭１７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-107 分解式狭軌１５糎榴弾砲用輓馬具取扱法　昭１７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-108 分解式狭軌１５糎榴弾砲用輓馬具取扱法　昭１７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-109 分解式狭軌１５糎榴弾砲用輓馬具取扱法　昭１７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-110 分解式狭軌１５糎榴弾砲用輓馬具取扱法　昭１７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-111 分解式狭軌１５糎榴弾砲用輓馬具取扱法　昭１７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-112 分解式狭軌１５糎榴弾砲用輓馬具取扱法　昭１７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-113 試製４１糎榴弾砲運搬要領　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-114 試製４１糎榴弾砲運搬要領　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-115 試製４１糎榴弾砲運搬要領　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-116 試製４１糎榴弾砲運搬要領　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-117 試製４１糎榴弾砲運搬要領　昭１６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-118 ７年式３０糎短榴弾砲取扱法　昭１６．５．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-119 ソ軍１９１０／１９３０年式　１２糎榴弾砲説明書　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-120 ソ軍１９１０／１９３０年式　１２糎榴弾砲説明書　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-121 ２８糎榴弾砲取扱上の注意 基隆重砲兵大隊　田中中佐

中央-軍隊教育典範榴弾砲-122 ア式２１糎榴弾砲用　伊－英術語対照表 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-123 ア式２１糎榴弾砲用　伊－英術語対照表 陸軍省
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中央-軍隊教育典範榴弾砲-124 ア式２１糎榴弾砲用　伊－英術語対照表 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-125 試製九六式２４糎榴弾砲概説 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-126 九一式１０糎榴弾砲取扱法 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-127 九一式１０糎榴弾砲取扱法 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-128 試製簡易無反動砲一型　試製穿甲榴弾説明書　昭２０．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-129 試製簡易無反動砲一・三型試製穿甲榴弾説明書　昭２０．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-130 超特榴取扱の参考　昭１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-131 手榴弾発射筒の使用法に就て　昭１７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-132 九六式１５糎榴弾砲取扱注意事項　昭１９．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-133 １９１０／１９３０年式　１２２粍榴弾砲勤務の参考　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-134 ７年式３０糎長榴弾砲取扱法中改正　Ｓ７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-135 ４１糎榴弾砲照準用電動装置説明書　昭１６．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-136 １４年式１０糎榴弾砲説明書　昭１２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-137 四一式騎砲取扱法　大正元年１０月１１日 陸軍省

中央-軍隊教育典範榴弾砲-138 １６口径２３口径３０珊榴弾砲概説　大正７．３ 長野大尉

中央-軍隊教育典範榴弾砲-139 ４年式１５榴に就て　大正８．１２ 陸軍技術本部　渡部少佐

中央-軍隊教育典範榴弾砲-140 ４年式１５榴に就て　同附表及附図 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範榴弾砲-141 八九式重擲弾筒履歴表　昭和１４～１８年 -

中央-軍隊教育典範榴弾砲-142 各種榴弾砲関連史料 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範榴弾砲-143 克式１２珊米及１５珊米榴弾砲説明書　明治３６．６ 陸軍要塞砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範榴弾砲-144 ４年式１５珊榴弾砲仮取扱法 -

中央-軍隊教育典範榴弾砲-145 ４年式１５榴取扱上の注意 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範榴弾砲-146 試製九六式１５糎榴弾砲及同弾薬車実用試験成績 -

中央-軍隊教育典範榴弾砲-147 ２８珊榴弾砲資料　大正５．９ -

中央-軍隊教育典範榴弾砲-148 ２８珊榴弾砲 -

中央-軍隊教育典範榴弾砲-149 三八式１５珊榴弾砲履歴　昭和１４～１６年 満洲第３７７０部隊

中央-軍隊教育典範榴弾砲-150 １５榴分隊戦闘教練教育の参考（第１案）　昭和１０．９ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範榴弾砲-151 斯式歩兵砲仮射表　昭和１４．２ 波集団兵器実験隊

中央-軍隊教育典範榴弾砲-152 試製４１糎榴弾砲教練規定案　昭和１６．１０ 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育典範榴弾砲-153 九一式１０糎榴弾砲履歴　昭和１５～１９年 -

中央-軍隊教育典範榴弾砲-154 簡易擲弾器の参考　昭和２０．２ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範榴弾砲-155 九六式１５榴の参考　巻３　昭和１４年度 野　重一

中央-軍隊教育典範榴弾砲-156 各国１０糎級榴弾砲概説　昭和１７．９ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育典範榴弾砲-157 ２４榴中隊の占領に於ける人員・装備基準 -

中央-軍隊教育典範榴弾砲-158 分解式狭軌１５糎榴弾砲説明書 -

中央-軍隊教育典範榴弾砲-159 攻城重砲兵（四五式２４榴）中隊教練指導計画 池田大尉



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範榴弾砲-160 三八式１２珊榴弾砲取扱法　大正６．１ -

中央-軍隊教育典範榴弾砲-161 ４年式１５榴　榴霰弾略射表　大正９．１０ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育典範榴弾砲-162 ７年式３０糎長榴弾砲移動砲床取扱法　昭和６．１１ -

中央-軍隊教育典範榴弾砲-163 克式１２珊米及１５珊米榴弾砲説明書　明治３６．６ 陸軍要塞砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範榴弾砲-164 １５榴分隊教練教育の参考　昭和５．１１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範加農砲-1 三八式野砲取扱法　大正５．５．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-1_2 三八式野砲取扱上の注意　明治４５．５ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範加農砲-2 三八式野砲取扱法　大正５．５．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-2_2 三八式野砲取扱に関する参考　大正５．５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育典範加農砲-3 仮改造三八式野砲取扱法　昭和８．５．１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-4 仮改造三八式野砲取扱法　昭和８．５．１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-5 仮改造三八式野砲取扱法　昭和８．５．１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-6 仮改造三八式野砲取扱法　昭和８．５．１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-7 仮改造三八式野砲取扱法　昭和８．５．１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-8 仮改造三八式野砲取扱法　昭和８．５．１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-9 仮改造三八式野砲取扱法　昭和８．５．１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-10 仮改造三八式野砲取扱法　昭和８．５．１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-11 仮改造三八式野砲取扱法　昭和８．５．１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-12 仮改造三八式野砲取扱法　昭和８．５．１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-12_2 仮・改造三八式野砲取扱法　昭和８．６ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-12_3 改造三八式野砲射表　昭和１０．４ -

中央-軍隊教育典範加農砲-13 三八式野砲装載砲床取扱法　昭和１７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-14 三八式野砲装載砲床取扱法　昭和１７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-15 三八式野砲装載砲床取扱法　昭和１７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-16 三八式野砲装載砲床取扱法　昭和１７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-17 三八式１０珊加農取扱法　大正８．１０．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-18 四一式山砲駄馬具取扱法　明治４４．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-19 四一式山砲駄馬具取扱法　昭和１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-20 四一式山砲取扱法　大正５．１．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-21 四一式山砲取扱法　昭和９．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-22 四一式山砲（歩兵用）取扱上の参考　昭和１６．７ 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範加農砲-23 四一式山砲（歩兵用）取扱上の参考 陸軍歩兵学校集会所

中央-軍隊教育典範加農砲-23_2 四一式山砲操法仮規定 -

中央-軍隊教育典範加農砲-23_3 四一式山砲取扱に関する参考　昭和１１．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-24 八九式１５糎加農説明書　昭１５．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-25 八九式１５糎加農説明書　昭１５．２ 陸軍技術本部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範加農砲-26 八九式１５糎加農説明書　昭１５．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-27 八九式１５糎加農説明書　昭１５．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-28 八九式１５糎加農説明書　昭１５．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-29 八九式１５糎加農説明書　昭１５．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-30 八九式１５糎加農説明書　昭１５．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-31 仮八九式１５糎加農取扱法　昭和７．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-32 仮八九式１５糎加農取扱法　昭和１２．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-33 八九式１５糎加農取扱上の注意並応急処置　昭和１２．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-34 八九式１５糎加農取扱上の注意並応急処置　昭和１２．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-35 八九式１５糎加農取扱法　昭和１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-36 八九式１５糎加農取扱法　昭和１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-37 八九式１５糎加農取扱法　昭和１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-38 八九式１５糎加農取扱法　昭和１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-39 八九式１５糎加農取扱法　昭和１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-40 八九式１５糎加農取扱法　昭和１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-41 九九式１０糎山砲取扱法（案）　昭１９．５増刷 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範加農砲-42 四五式１５珊加農取扱法　大正５．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-43 四五式１５珊加農取扱法　大正５．８．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-44 四五式１５珊加農取扱法　附図　大正５．８．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-45 四五式１５珊加農取扱法　附図　大正５．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-45_2 四五式１５珊加農取扱法　附図　大正５．８．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-46 四五式１５糎加農取扱法（改造固定式）　昭１３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-47 四五式１５糎加農取扱法　昭和１３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-48 四五式１５糎加農（改造固定式）取扱法　昭１３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-49 四五式１５糎加農取扱法（改造固定式　特）　昭１２．１２ -

中央-軍隊教育典範加農砲-50 四五式１５糎加農（改造固定式　特）取扱法　昭１２．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-51 四五式１５糎加農取扱法改正綴　大正９．７～昭和７．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-52 四五式１５加　部分　分隊　教練教育要領　昭１１．７．１６ 下関重砲兵連隊

中央-軍隊教育典範加農砲-52_2 四五式１５糎加農射表　昭和９．９ -

中央-軍隊教育典範加農砲-53 三一式山砲取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範加農砲-54 三一式山砲取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範加農砲-55 三一式山砲取扱上の参考　昭和１３．７ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範加農砲-56 克式　３５口径　匡床式　２１糎加農説明書　昭４．４．１６ -

中央-軍隊教育典範加農砲-57 克式　３５口径　匡床式　２１糎加農説明書　昭４．４．１６ -

中央-軍隊教育典範加農砲-58 克式　２５口径　８１・２年製　２４珊加農構造要領　明治４４．１０ 陸軍技術審査部

中央-軍隊教育典範加農砲-59 兵器学教程　第８版　火砲　昭１８ 陸軍科学学校長



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範加農砲-60 克式　３５口径　中心軸　２４珊加農説明書　明治４４．８ 陸軍技術審査部

中央-軍隊教育典範加農砲-61 克式　３５口径　中心軸　２４珊加農説明書　明治４４．８ 陸軍技術審査部

中央-軍隊教育典範加農砲-62 克砲塔１５珊加農取扱法　大正１１．６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-63 克砲塔１５珊加農取扱法　大正１１．６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-64 克砲塔１５珊加農取扱法　大正１１．６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-65 九二式１０糎加農説明書　昭和９．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-66 九二式１０糎加農説明書　昭和９．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-67 九二式１０糎加農説明書附図　昭９．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-68 九二式１０糎加農説明書附図　昭９．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-69 九二式１０糎加農説明書附図　昭９．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-70 九二式１０糎加農説明書附図　昭９．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-71 九二式１０糎加農説明書　昭和１４．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-72 九二式１０糎加農説明書　昭和１４．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-73 九二式１０糎加農取扱法　昭和１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-74 九二式１０糎加農取扱法　昭和１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-75 九二式１０糎加農取扱法　昭和１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-76 九二式１０糎加農取扱法　昭和１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-77 試製九〇式野砲概説　昭和５．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-78 仮九〇式野砲取扱法　昭和７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-79 仮九〇式野砲取扱法　昭和７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-80 仮九〇式野砲取扱法　昭和７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-81 仮九〇式野砲取扱法　昭和７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-82 仮九〇式野砲取扱法　昭和７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-83 仮九〇式野砲取扱法　昭和７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-84 仮九〇式野砲取扱法附図　昭和８．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-85 九〇式１５糎加農取扱法　昭和８．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-86 九〇式１５糎加農取扱法　昭和８．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-87 九〇式１５糎加農取扱法　昭和８．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-88 九〇式１５糎加農取扱法　昭和８．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-89 九〇式２４糎列車加農説明書　昭和１５．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-90 九〇式２４糎列車加農説明書　昭和１５．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-91 九〇式２４糎列車加農説明書　昭和１５．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-92 九〇式２４糎列車加農説明書　昭和１５．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-93 九〇式２４糎列車加農動力車説明書　昭和１６．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-94 九〇式２４糎列車加農動力車説明書　昭和１６．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-95 九〇式２４糎列車加農動力車説明書　昭和１６．１１ 陸軍技術本部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範加農砲-96 「ラ」式１５糎加農説明書　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-97 「ラ」式１５糎加農説明書　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-98 「ラ」式１５糎加農説明書　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-99 「ラ」式１５糎加農説明書　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-100 「ラ」式１５糎短加農説明書　昭和１５．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-101 安式６吋加農　伊型　呂型　説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-102 安式６吋加農　伊型　呂型　説明書　昭和１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-103 安式１２糎加農　伊　呂型　説明書　昭和１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-104 安式１２糎加農　伊型　呂型　説明書　昭和１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-105 ７年式１０珊加農取扱法　大正１１．１．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-106 ７年式１０珊加農取扱法　大正１１．１．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-107 ７年式１５珊加農取扱法　大正１１．１．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-108 １１年式７糎加農取扱法　昭和１２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-109 １１年式７糎加農取扱法　昭和１２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-110 １１年式７糎加農取扱法　昭和７．４．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-111 １１年式７糎加農取扱法　昭和７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-112 １１年式７糎加農取扱法中改正　昭和９．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-112_2 １１年式７糎加農平射射表 -

中央-軍隊教育典範加農砲-113 １４年式１０糎加農取扱法　昭和８．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-114 １４年式１０糎加農取扱法　昭和８．３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-115 １４年式１０糎加農取扱法　昭和８．３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-116 四一式騎砲取扱法　大正元．１０．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-117 仮九五式野砲取扱法　昭和１１．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-118 仮九五式野砲取扱法　昭和１１．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-119 九五式野砲説明書　昭和１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-120 九五式野砲説明書　昭和１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-121 九五式野砲取扱法（案）　昭和１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-122 九五式野砲取扱法　昭和１５．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-123 九五式野砲取扱法　昭和１５．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-124 九五式野砲取扱法　昭和１５．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-125 九四式山砲説明書　昭和１０・昭和１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-126 九四式山砲説明書　昭和１０～昭和１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-127 九四式山砲説明書　昭和１０～昭和１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-128 九四式山砲取扱法　昭和１３．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-129 九四式山砲取扱法　昭和１３．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-130 九四式山砲取扱法　昭和１３．１ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範加農砲-131 九四式山砲取扱法　昭和１３．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-132 九四式山砲取扱法　昭和１３．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-132_2 九四式山砲射表　昭和１８．９ -

中央-軍隊教育典範加農砲-133
昭和３年３月～４月　砲塔４５口径２０糎加農組立機能試験報告
昭和３．５

陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-134 仮砲塔４５口径２０糎加農取扱法附図　昭和６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-135 砲塔４５口径３０糎加農（第５号附属動力機関）員数表 -

中央-軍隊教育典範加農砲-136 砲塔４５口径４０糎加農属品予備品員数表 -

中央-軍隊教育典範加農砲-137
砲塔４５口径４０糎加農（第４号）（旧赤城４番）組立機能及射撃試
験報告

-

中央-軍隊教育典範加農砲-137_2 砲塔４５口径４０糎加農概説　昭和６．４ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-138 斯加式４０口径隠顕砲架２７珊加農取扱法　大正１１．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-139 斯加式２７珊加農取扱法　４０口径隠顕砲架　大正１１．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-140 斯加式１２糎及９糎速射加農説明書　昭和１３．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-141 加式鋼製２８口径２７珊加農（鋼索揚弾機）説明書　明治４４．６ 陸軍技術審査部

中央-軍隊教育典範加農砲-142 斯式３６口径２４珊加農構造要領　明治４５．３ 陸軍技術審査部

中央-軍隊教育典範加農砲-143 ３６口径２７珊加農構造要領　明治４５．２ 陸軍技術審査部

中央-軍隊教育典範加農砲-144 移動式２４糎加農概説　昭和４．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-145 九六式１５糎加農第２予備品　昭和１８．９ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範加農砲-146 試製１５糎加農説明書（附図）　昭和１２．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-147 九六式重砲運材車説明書　昭和１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-148 臨時装甲列車歩兵車説明書　昭和８．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-149 臨時装甲列車歩兵車説明書　昭和８．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-150 臨時装甲列車歩兵車説明書　昭和８．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-151
臨時装甲列車軽砲車説明書　臨時装甲列車軽砲車用大砲弾薬図
昭和８．４

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-152
臨時装甲列車軽砲車説明書　臨時装甲列車軽砲車用火砲弾薬図
昭和８．４

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-153
臨時装甲列車重砲車（加）説明書　臨時装甲列車重砲車（加）用
火砲弾薬図　昭和８．４

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-154
臨時装甲列車重砲車（榴）説明書　臨時装甲列車重砲車（榴）用
大砲弾薬図　昭和８．４

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-155
臨時装甲列車重砲車（榴）説明書　臨時装甲列車重砲車（榴）用
火砲弾薬図　昭和８．４

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-156
臨時装甲列車重砲車（榴）説明書　臨時装甲列車重砲車（榴）用
火砲弾薬図　昭和８．４

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-157 九九式１０糎山砲取扱法（案）　昭和１９．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範加農砲-158 九九式１０糎山砲取扱法（案）　昭和１９．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範加農砲-159 九九式１０糎山砲用九七式駄馬具取扱法　昭和１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-160 九九式１０糎山砲用九七式駄馬具取扱法　昭和１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-161 九九式１０糎山砲属品表　他 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-162 九九式１０糎山砲属品表　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-163 九九式１０糎山砲（薬莢式）属品表　昭和１７．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-164 九九式１０糎山砲（薬莢式）説明書　昭和１７．９ 陸軍技術本部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範加農砲-165 九九式１０糎山砲説明書 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-166 九九式１０糎山砲説明書 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-167 九九式１０糎山砲用９７式駄馬具取扱法　昭和１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-168 九九式１０糎山砲用９７式駄馬具取扱法　昭和１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-169 九六式１５糎加農取扱法附図（案）　昭和１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-170 八八式海岸射撃具砲取扱法　昭和８．３．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-171 ７糎７野砲説明書　昭和１２．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-172 ７糎７野砲取扱法（案）　昭和１２．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-173 一式重砲運搬車説明書　昭和１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-174 一式重砲運搬車説明書　昭和１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-175 試製一式１０糎山砲に就いて　昭和１５．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-176 九六式重砲運材車説明書　昭和１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-177 一式重砲運搬車説明書　昭和１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-178 機動九〇式野砲及同弾薬車説明書　昭和１０．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-179 九四式特殊重砲運搬車説明書　附積載設備等　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-180 試製九四式３７粍砲説明書　昭和９．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-181 蘇軍１９０２／１９３０年式　７６粍野砲説明書　昭和１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-182 旧鹿島后部４５口径３０糎　改修砲塔射撃試験報告　昭和２．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-183 満砲に関する綴　昭和１１．６ -

中央-軍隊教育典範加農砲-184 九〇式２４糎列車加農見取作業報告　昭和１６．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-185 改造三八式野砲修理法の参考　昭和１７．３ 陸軍兵器校将校集会所

中央-軍隊教育典範加農砲-186
昭和１４年度　九六式１５糎加農北満冬季試験報告　昭和１５．３．
１

関東軍技術部

中央-軍隊教育典範加農砲-187 九二式１０糎加農説明書　昭和９．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-188 九九式１０糎山砲取扱法（案）　昭和１９．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範加農砲-189
昭和４年３月　砲塔４５口径３０糎加農（旧伊吹３０糎後部砲塔）組
立機能及射撃試験報告　昭和４．９

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-190 九二式１０糎加農検査法　昭和１０．１０ 陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範加農砲-191 ４５口径３０糎砲塔加農属品予備品其他一覧表　昭和４．１０ 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育典範加農砲-192 九四式特殊重砲運搬車説明書　附　積載設備等　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-193 九二式歩兵砲取扱法　昭和１０．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-194 九二式歩兵砲取扱法　昭和１０．１２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-195 九二式歩兵砲取扱上の参考　昭和１７．１０ 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範加農砲-196 九二式歩兵砲取扱法（案） 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-197 九二式歩兵砲取扱法　昭和１０．１２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-198 九二式歩兵砲取扱法　昭和１０．１２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-199 九二式歩兵砲取扱法　昭和１０．１２．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-200 九二式歩兵砲取扱法　昭和１０．１２ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範加農砲-201 仮九二式歩兵砲取扱法　昭和７．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-202 四一式山砲　九二式歩兵砲　射撃修正の凡例 陸軍少尉　柴田文二郎

中央-軍隊教育典範加農砲-203 １１年式平射歩兵砲取扱法　昭和１３．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-204 １１年式平射歩兵砲取扱法　昭和１３．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-205 １１年式平射歩兵砲取扱法　昭和１３．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-206 九六式重砲運材車説明書　昭和１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-207 九六式重砲運材車説明書　昭和１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-208
昭和９．１１　九〇式野砲機械牽引弾薬車竣工試験報告　昭和９．
１２

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-209 九〇式野砲機械牽引装置説明書　昭和９．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-210 一式重砲運搬車説明書　昭和１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-211 斯式５１口径２４糎列車砲解説　昭和３．１２ 陸軍兵器本廠訳

中央-軍隊教育典範加農砲-212 四一式山砲（歩兵用）細目名称表　昭和１２．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-213 列車砲の構造　昭和２．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-214 四式３７粍舟艇砲説明書 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-215 列車砲改修研究報告　昭和１７．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-216 九四式特殊重砲運搬車説明書　昭和１１．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-217
九四式特殊重砲運搬車起重機積載設備〔甲〕弾薬積載設備〔乙〕
説明書　昭和１１．５

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-218 八八式海岸射撃具砲取扱法　昭和８．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-219 ２３珊臼砲構造要領　明治４５．７ 陸軍技術審査部

中央-軍隊教育典範加農砲-220 九四式山砲用１５年式駄馬具取扱法　昭和１２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-221 四一式山砲（歩兵用）取扱上の参考　昭和１３．７ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範加農砲-222 九四式３７粍砲取扱上の参考　昭和１３．８ 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範加農砲-223 九四式３７粍砲取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範加農砲-223_2 九四式３７粍砲射表　昭和１１．５ -

中央-軍隊教育典範加農砲-224 １２珊青銅加農に於ける照準及射撃 砲兵監部

中央-軍隊教育典範加農砲-225 八九式１５糎加農取扱上の注意並応急処置　昭和１２．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-226 九二式１０糎加農取扱法　昭１４．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-227 ７珊半速射加農（空気復坐機）説明書　明治４３．１２ 陸軍技術審査部

中央-軍隊教育典範加農砲-228 九二式歩兵砲取扱上の参考　昭和１４．９ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範加農砲-229 安芸２５珊　鞍馬、伊吹２０珊　連装砲塔改修方案　大正１３．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-230 三八式野砲取扱法　大５．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-231 四一式山砲取扱法　大５．１．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-232 四一式山砲取扱法　大５．１．２１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-233 九四式山砲取扱法　昭１３．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-234
試製五式４５粍簡易無反動砲説明書　試製五式穿甲榴弾弾薬筒
説明書　昭和２０．６

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範加農砲-235
試製五式４５粍簡易反動砲説明書　試製５式穿甲榴弾弾薬筒説
明書　昭和２０．６

第１陸軍技術研究所
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中央-軍隊教育典範加農砲-236 八九式１５糎加農砲写真　九六式１５糎榴弾砲写真 元独重砲第１３大隊　大川虎男

中央-軍隊教育典範加農砲-237 四一式山砲駄馬具取扱法　明治４４．１２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-238 九二式歩兵砲取扱法　昭和１０．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範加農砲-239 四一式山砲の特性に就て　大正９．１１ 本科訓育部

中央-軍隊教育典範加農砲-240 各種加農砲関連史料 －

中央-軍隊教育典範加農砲-241 試製九四式装甲列車１０糎加農弾薬図　昭和９．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-242 パァッロッＶＶ型４４粍歩兵砲説明書　他　昭和１３年 波集団兵器実験隊

中央-軍隊教育典範加農砲-243 八九式１５加教育の参考　昭和１４．７
陸軍重砲兵学校下士官候補者
隊

中央-軍隊教育典範加農砲-244 九五式野砲履歴　昭和１４～１９年 野砲兵第１連隊等

中央-軍隊教育典範加農砲-245 ２４珊加農参考書　昭和 -

中央-軍隊教育典範加農砲-246 改造馬式５７粍砲機能抗堪及弾道性試験要報　昭和１６．７ 陸軍技術本部１研

中央-軍隊教育典範加農砲-247 各国１０糎及加農概説　昭和１７．９ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育典範加農砲-248 ボ式山砲説明書　昭和 -

中央-軍隊教育典範加農砲-249 斯式歩兵（砲・軽山砲）弾薬概説　昭和１４．３ 波集団兵器実験隊

中央-軍隊教育典範加農砲-250 四一式山砲（歩兵用）説明書　昭和１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-251 九九式１０糎山砲（薬莢式）属品表　昭和１７．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-252 加農砲等履歴 -

中央-軍隊教育典範加農砲-253 各種砲身製造方式調査録（三八式野砲の部）　大正４．１０ 火砲検査掛

中央-軍隊教育典範加農砲-254 砲塔４５口径３０糎加農（第４号）員数表　昭和１２．７ -

中央-軍隊教育典範加農砲-255 各国１０糎級加農砲概説　昭和１７．９ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育典範加農砲-256 斯社の火砲に就て（参考資料特第１３号）　昭和５．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範加農砲-257 列車砲 -

中央-軍隊教育典範加農砲-258 九二式１０糎加農説明書　昭和９年１２月 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-259 九二式１０糎加農説明書　昭和９年１２月 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範加農砲-260 克式　３５口径前心軸１５糎加農説明書　大正６年４月 重砲班

中央-軍隊教育典範高射砲-1 二式多連２０粍高射機関砲取扱法　昭１９．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-2 二式多連２０粍高射機関砲取扱法　昭１９．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-3 二式多連２０粍高射機関砲取扱法　昭１９．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-4 二式多連２０粍高射機関砲取扱法付図（案）　昭１９．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-5 二式多連２０粍高射機関砲取扱法付図　昭１９．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-6 二式多連２０粍高射機関砲取扱法付図　昭１９．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-7 二式多連２０粍高射機関砲取扱法別冊（案）　昭１９．１ 第１陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-8 二式多連２０粍高射機関砲取扱法別冊（案）　昭１９．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-9 二式多連２０粍高射機関砲取扱法別冊　昭１９．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-10 二式軽量２０粍機関砲（ホ５）対空化の参考　昭１９．１０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範高射砲-11 二式軽量２０粍機関砲（ホ五）対空化の参考　昭和１９．１０ 陸軍兵器行政本部
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中央-軍隊教育典範高射砲-12 二式軽量２０粍機関砲（ホ５）対空化の参考　昭和１９．１０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範高射砲-13 二式多連高射機関砲配線説明図　昭１８．４．２０ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-14 二式多連高射機関砲概説 第１陸軍研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-15 二式高射機関砲概説 -

中央-軍隊教育典範高射砲-16 二式高射機関砲概説 第１陸軍研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-17 三式高射照準具取扱法（案）　昭１９．９ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-18 三式高射照準具取扱法（案）　昭１９．９ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-19 三式１２糎高射砲（１・２型）取扱上の注意事項　昭１９．８．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-20 三式１２糎高射砲取扱上の注意事項　昭１９．８．１ 第１陸軍技術研究所　第２科

中央-軍隊教育典範高射砲-21 三式１２糎高射砲（一・二型）取扱上の注意事項　昭１９．８．１ 第１陸軍技術研究本部

中央-軍隊教育典範高射砲-22 三式１２糎高射砲（１・２型）取扱上の注意事項　昭１９．８．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-23 三式高射照準具取扱法（案）　昭１９．９ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-24 三式１２糎高射砲一型二型取扱法　昭１９．１０ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-25 三式１２糎高射砲（１・２型）取扱法　昭１９．１０ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-26 三式１２糎高射砲（１・２型）取扱法　昭１９．１０ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-27 三式１２糎高射砲（１・２型）取扱法　昭１９ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-28 四式７糎半高射砲　特　説明書 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-29 四式７糎半高射砲　特　説明書 第１陸軍研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-30 四式７糎半高射砲　特　説明書 第１陸軍研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-31 四式基筒双連２０粍高射機関砲説明書　昭１９．６ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-32 四式基筒双連２０粍高射機関砲説明書　昭１９．６ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-33 四式基筒双連２０粍高射機関砲説明書　昭１９．６ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-34
四式基筒双連２０粍｛高射機関砲　高射機関砲（舟艇用）｝説明書
昭和１９．１０

陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範高射砲-35 四式７糎半高射砲　特　平衡機修正機能試験要報　昭２０．６．１７ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-36 １１年式高射砲観測具仮取扱法　大正１３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-37 １１年式高射砲照準具仮取扱法　大正１３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-38 １１年式高射砲照準具仮取扱法　昭１５．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-39 １１年式高射砲観測具仮取扱法　昭１５．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-40 押収３・７吋高射砲説明書　昭１７．１２ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-41 押収３・７吋高射砲説明書　昭１７．１２ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-42 押収３・７吋高射砲説明書　昭１７．１２ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-43 押収３・７吋高射砲説明書　昭１７．１２ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-44 試製基筒７糎高射砲説明書 -

中央-軍隊教育典範高射砲-45 試製基筒７糎高射砲説明書　昭１８．１０ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-46 試製九九式８糎高射砲説明書　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-47 試製九九式８糎高射砲説明書　昭１６．９ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範高射砲-48 試製九九式８糎高射砲説明書　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-49 試製九九式８糎高射砲説明書　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-50 九九式８糎高射砲　取扱指導に関する説明書　昭１９．８ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-51 九九式８糎高射砲運搬車取扱法　昭１９．９ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-52 五式１５糎高射砲据付要領　昭２０．４ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-53 九八式高射機関砲説明書　昭１４．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-54 九八式高射機関砲説明書　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-55 九八式高射機関砲説明書　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-56 九八式高射機関砲説明書付図　昭１４．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-57 九八式高射機関砲説明書付図　昭１４．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-58 九八式高射機関砲説明書　昭１６．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-59 九八式高射機関砲取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-60 九八式高射機関砲取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-61 九八式高射機関砲　特　取扱法（案）　昭１９．１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範高射砲-62 九八式高射機関砲　特　取扱法（案）　昭１９．１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範高射砲-63 九八式高射照準具（機関砲用甲）説明書　昭１５．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-64 九八式高射照準具（機関砲用甲）説明書　昭１５．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-65 九八式高射機関砲用九七式駄馬具取扱法　昭１６．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-66 九八式高射機関砲用九七式駄馬具取扱法　昭１６．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-67 九六式基筒　単装２５粍高射機関砲取扱法（案）　昭２０．６ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-68 九六式基筒　単装２５粍　高射機関砲取扱法（案）　昭２０．６ 第１陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-69 九六式基筒　単装２５粍　高射機関砲取扱法（案）　昭２０．６ 第１陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-70 試製九四式装甲列車７糎平高射砲弾薬図　昭９．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-71 九〇式高射算定具取扱法　昭１２．９．３ 陸軍技術部

中央-軍隊教育典範高射砲-72 「ボ」式４０粍高射機関砲説明書　昭１８．９ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範高射砲-73 「ラ」式２０粍高射機関砲説明書　昭１７．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-74 「ラ」式２０粍高射機関砲照準具説明書　昭１７．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-75 「ラ」式２０粍高射機関砲照準具説明書　昭１７．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-76 「ラ」式２０粍高射機関砲射表　昭１４．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-77 「ラ」式２０粍高射機関砲弾道側視図 陸軍技術研究本部

中央-軍隊教育典範高射砲-78 「ラ」式高射機関砲砲架説明書（写真）　昭１４．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-79 「ラ」式高射機関砲照準具説明書　昭１４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-80
八八式７糎野戦高射砲取扱法　付録八八式７糎野戦高射砲　特
取扱法（案）　昭１１．６

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-81 八八式７糎野戦高射砲取扱法　昭１２．４．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-82 八八式７糎野戦高射砲取扱法　昭１２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-83 八八式７糎野戦高射砲分解結合要領　昭１４．８ 陸軍技術本部調製



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範高射砲-84
八八式７糎野戦高射砲分解結合要領｛駐退復坐機　後座変換機）
昭１４．８

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-84_2 八八式７糎野戦高射砲　特　平射射表　昭和１１．８ -

中央-軍隊教育典範高射砲-85 八八式高射照準具（九九式８糎砲用）説明書　昭１７．７．１５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-86 九九式８糎高射砲命数試験成績綴　昭１８．６．２３～１８．６．３０ -

中央-軍隊教育典範高射砲-87 八八式高射照準具取扱法　昭９．１１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範高射砲-88 九九式８糎高射砲　取扱指導に関する説明書　昭１９．８ 第１陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-89 九九式８糎高射砲　教育の参考　実用試験成績　昭１６年～１７年 陸軍防空学校

中央-軍隊教育典範高射砲-90 九七式高射算定具取扱法（下巻）　昭１６．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-91 高射砲射撃修正計算板取扱法　昭１３．１１．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-92 高射機関銃仮取扱法　昭２．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-93 高射火器問題に就て　昭５．７．８ 調査班　朝野大尉

中央-軍隊教育典範高射砲-94 九六式基筒単装２５粍高射機関砲取扱法（案）　昭２０．６ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-95 新要地高射砲説明書　昭２０．４．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-96 １４年式１０糎高射砲取扱法　昭７．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-97 １４年式１０糎高射砲取扱法　昭７．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-98 新高射砲射表の解説　昭７．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-99 試製分速度式高射算定具仮説明書　昭１１．１２
陸軍技術本部　陸軍砲兵少佐
武田文雄

中央-軍隊教育典範高射砲-100 野山砲高射用砲坐説明書　昭１９．６ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-101 野山砲高射用砲坐説明書 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-102 試製基筒７糎高射砲説明書　昭１８．１０ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-103 試製７糎野戦高射砲実用試験成績　昭１９．２ 千葉陸軍防空学校

中央-軍隊教育典範高射砲-104 試製７糎高射砲第２次修正機能試験要報　昭１８．３ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-105 八八式高射照準具取扱法　昭９．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-106 高射機関銃仮取扱法　昭２．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-107 試製九七式高射算定具説明書（下巻）　昭１３．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-108 九七式高射算定具取扱法（下巻）　昭１６．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-109 九七式自動砲高射用具　応急案説明書　昭１８．２．１８ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-110 九七式自動砲高射用具応急案説明書　昭１８．２．１７ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-111 九七式車載重機関銃高射用具応急案説明書　昭１９．１２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範高射砲-112 九六式双連２５粍高射機関砲取扱法（案） -

中央-軍隊教育典範高射砲-113 九六式双連２５粍高射機関砲取扱法（案）　昭２０．７ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-114 コルト０．５吋高射機関砲説明書　昭１８．４．２０
治第４６２６部隊天野部隊兵器
委員

中央-軍隊教育典範高射砲-115 試製九四式装甲列車火砲車（７高）説明書　昭９．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-116 九七式高射算定具取扱法（下巻）　昭１６．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-117 二式二型高射算定具　二式電気照準具　説明書　昭２０．１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範高射砲-118 九九式８糎高射砲取扱指導に関する説明書　昭１９．８ 第１陸軍技術研究所



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範高射砲-119
ラインメタル社　２０粍高射機関砲弾薬説明書　２０粍高射機関砲
弾薬取扱法　昭１４．１０

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-120 八八式７糎野戦高射砲取扱法　昭１２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-121 九九式８糎高射砲運搬車取扱法　昭１９．９ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-122 二式多連２０粍高射機関砲取扱法付図（案）　昭１９．１ 第１陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-123 九八式高射機関砲説明書　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-124 九九式８糎高射砲　取扱指導に関する説明書　昭１９．８ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-125 二式多連２０粍　高射機関砲取扱法別冊（案）　昭１９．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-126 二式多連２０粍　高射機関砲取扱法別冊　昭１９．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-127 九九式８糎高射砲取扱指導に関する説明書　昭１９．８ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-128 八八式７糎野戦高射砲修理法参考　昭１７．３ 陸軍兵器学校将校集会所

中央-軍隊教育典範高射砲-129 １１年式７珊半野戦高射砲仮取扱法　大正１２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-130 八八式７糎野戦高射砲修理法の参考　昭１７．６．１０ 陸軍兵器学校将校集会所

中央-軍隊教育典範高射砲-131 九九式８糎高射砲　取扱指導に関する説明書　昭１９．８ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-132 二式多連２０粍　高射機関砲取扱法付図（案）　昭１９．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-133 九八式高射機関砲説明書　昭１６．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-134 八八式７糎　野戦高射砲取扱法　昭１２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-135 １１年式高射砲照準具仮取扱法　大正１３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-136 「ボ」式４０粍高射機関砲説明書　昭１８．９ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範高射砲-137 １１年式７珊半野戦高射砲仮取扱法　大正１２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-138 九八式高射機関砲説明書　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-139 三式１２糎高射砲（１・２型）取扱上の注意事項　昭１９．８．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-140 三式１２糎高射砲（１・２型）取扱上の注意事項　昭１９．８．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-141 九九式８糎　高射砲運搬車取扱法　昭１９．９ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-142 九九式８糎　高射砲運搬車取扱法　昭１９．９ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-143 九九式８糎　高射砲運搬車取扱法　昭１９．９ 第１陸軍研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-144 一式３７粍高射機関砲に関する綴　昭２０年度 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範高射砲-145 八八式高射照準具取扱法　昭８．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-146 八八式高射照準具取扱法　昭８．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-147
高射砲射撃諸元換算板取扱法　高射砲射撃修正計算板取扱法
昭１３．１１

陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-148 「ボ」式４０粍高射機関砲説明書　昭１８．９ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範高射砲-149 二式多連高射機関砲取扱法別冊（案）　昭１８．１０ 第１陸軍研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-150
第４部防空兵器　第８篇　往時の敵国及中立国に於ける将来の高
射砲兵装備

-

中央-軍隊教育典範高射砲-151
四式基筒双連２０粍　高射機関砲　同右（舟艇用）説明書　昭１９．
１０

陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範高射砲-152 米英機撃墜虎の巻　其の２　昭和１８．９ 雪部隊本部

中央-軍隊教育典範高射砲-153 米英機撃墜虎の巻　其３　（対空監視の参考　（単））　昭和１８．９ 雪部隊本部

中央-軍隊教育典範高射砲-154
四式基筒双連２０粍高射機関砲　４式基筒双連２０粍高射機関砲
（舟艇用）説明書　昭和１９．１０

陸軍兵器行政本部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範高射砲-155 １１年式７珊半陣地高射砲仮取扱法　大正１２．８．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-156 １１年式７珊半陣地　高射砲仮取扱法　大正１２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-157 １１年式７珊半野戦高射砲仮取扱法　大正１２．８．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-158 八八式高射照準具取扱法　昭和８．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範高射砲-159 仮八八式７糎野戦高射砲取扱法　昭和８．５．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-160 八八式７糎野戦　高射砲取扱法　昭和１１．６．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-161 八八式高射照準具取扱法　昭和９．１１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範高射砲-162
八八式７糎野戦高射砲（除照準具）取扱上の注意事項　昭和１２．
８

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-163
八八式７糎野戦高射砲　駐退復坐機　後坐変換機　分解結合要
領　昭和１４．８

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-164 八八式７糎野戦高射砲　検査法の参考　昭和１７．３ 陸軍兵器学校集会所

中央-軍隊教育典範高射砲-165 防空必中兵器に関する問題答解　其２　昭和１２．１ 長沢大佐

中央-軍隊教育典範高射砲-166 八八式７糎野戦高射砲履歴　昭和１８～１９年 -

中央-軍隊教育典範高射砲-167 九八式高射機関砲履歴　昭和１８年 -

中央-軍隊教育典範高射砲-168 九九式８糎高射砲取扱指導に関する説明書　昭和１９．８ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-169 三式１２糎高射砲（１・２型）取扱上の注意事項　昭和１９．８ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-170 旧陸軍高射砲関係資料 五十嵐大佐史料

中央-軍隊教育典範高射砲-171 列車砲（高射砲）図面 立川兵器製造所

中央-軍隊教育典範高射砲-172
外国兵器諸元調査表（２０・２５粍級高射機関砲）写真　昭和１７．１
０

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範高射砲-173 防空砲台現地指導用　二式二改陸用高射器参考書 横砲校防空部

中央-軍隊教育典範高射砲-174 重速射砲隊陣中勤務の参考 第３歩兵砲隊

中央-軍隊教育典範高射砲-175 対砲兵戦に於ける高射砲兵の戦闘　昭和１５．１ 研究部委員

中央-軍隊教育典範高射砲-176 五式１５糎高射砲分隊教練（砲の部）の参考　他　昭和２０．６ 晴第１９０３部隊

中央-軍隊教育典範高射砲-177 九六式双連２５粍　高射機関砲取扱法（案） -

中央-軍隊教育典範高射砲-178 「ラ」式高射機関砲説明書（写真）　昭和１４．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範高射砲-179 九六式基筒単装２５粍　高射機関砲取扱法（案）　昭和２０．６ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-1 九四式３７粍砲取扱法　昭１３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-2 九四式３７粍砲取扱法　昭１３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-3 九四式３７粍砲取扱法　昭１３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-4 九四式３７粍砲取扱法　昭１３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-5 九四式３７粍砲説明書　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-6 九四式３７粍砲説明書　昭１３．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-7 九四式３７粍砲説明書　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-8 九四式３７粍砲説明書　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-9 九四式３７粍砲説明書　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-10 九四式３７粍砲説明書　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-11 九四式３７粍砲説明書　昭１３．５ 陸軍技術本部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範戦車砲-12 九四式３７粍砲説明書　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-13 九四式３７粍砲説明書　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-14 九四式３７粍砲説明書　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-15 九四式３７粍砲説明書　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-16 九四式３７粍砲説明書　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-17 九四式３７粍戦車砲内?銃説明書　昭１７．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-18 九四式３７粍砲．弾薬車説明書　昭１０．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-19 九四式３７粍砲　同　弾薬車　説明書　昭１０．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-20 九四式３７粍砲　同　弾薬車　説明書　昭１０．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-21 九四式３７粍砲取扱上の参考　昭１３．６ -

中央-軍隊教育典範戦車砲-22 九四式３７粍砲取扱上の参考　昭１３．６ -

中央-軍隊教育典範戦車砲-23 九四式３７粍砲内?銃説明書　昭１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-24 九四式３７粍砲内?銃説明書　昭１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-25 九四式３７粍砲内?銃説明書　昭１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-26 九四式３７粍砲内?銃説明書　昭１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-27 九四式３７粍戦車砲説明書　昭１０．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-28 九四式３７粍戦車砲説明書　昭１０．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-29 九四式３７粍戦車砲説明書　昭１０．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-30 九四式３７粍戦車砲説明書　昭１３．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-31 九四式３７粍戦車砲説明書　昭１３．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-32 九四式３７粍戦車砲説明書　昭１３．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-33 九四式３７粍戦車砲説明書　昭１３．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-34 九四式３７粍戦車砲取扱法（案）　昭１３．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-35 九四式３７粍戦車砲取扱法　昭１４．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-36
昭和１２年４月　試製九四式３７粍砲機動台車（第１回）竣工試験
報告　昭１２．５

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-37 一式４７粍戦車砲内?銃取扱法（案）　昭１９．１ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-38 一式４７粍戦車砲内?銃説明書　昭１８．１ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-39 一式４７粍戦車砲内?銃取扱法（案）　昭１９．１ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-40 一式４７粍戦車砲内?銃取扱法　昭１９．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-41 試製一式４７粍戦車砲説明書　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-42 試製一式４７粍戦車砲説明書 -

中央-軍隊教育典範戦車砲-43 試製一式４７粍戦車砲説明書　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-44 一式４７粍戦車砲取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-45 一式４７粍戦車砲取扱法　昭１７．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-46 試製１式機動４７粍砲説明書　昭１７．３ -

中央-軍隊教育典範戦車砲-47 試製１式機動４７粍砲説明書　昭１７．３ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範戦車砲-48 試製１式機動４７粍砲説明書　昭１７．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-49 試製１式機動４７粍砲説明書　昭１７．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-50 試製１式機動４７粍砲説明書　昭１７．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-51 試製１式機動４７粍砲説明書　昭１７．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-52 一式機動４７粍砲説明書　昭１９．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-53 一式機動４７粍砲説明書　昭１９．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-54 一式機動４７粍砲説明書　昭１８．１０ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-55 一式機動４７粍砲説明書　昭１９．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-56 一式機動４７粍砲説明書　昭１８．１０ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-57 一式機動４７粍砲説明書　昭１８．１０ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-58 一式機動４７粍砲説明書　昭１８．１０ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-59 一式機動４７粍砲説明書　昭１８．１０ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-60 一式機動４７粍砲説明書　昭１８．１０ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-61 一式機動４７粍砲説明書　昭１８．１０ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-62 一式機動４７粍砲説明書　昭１８．１０ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-63 一式４７粍戦車砲２型仮細目名称表 -

中央-軍隊教育典範戦車砲-64 試製機動５７粍砲説明書　昭１７．１２ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-65 試製機動５７粍砲説明書　昭１７．１２ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-66 試製機動５７粍砲説明書　昭１７．１２ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-67 試製機動５７粍砲説明書　昭１７．１２ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-68 試製機動５７粍砲説明書　昭１７ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-69 試製機動５７粍砲説明書　昭１７．１２ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-70 試製機動５７粍砲説明書 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-71 試製機動５７粍砲説明書　昭１７．１２ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-72 試製機動５７粍砲説明書　昭１７．１２ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-73 試製機動５７粍砲説明書　昭１７．１２ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-74 試製機動５７粍砲修正機能弾道性並運行試験要報　昭１７．１１ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-75 九七式自動砲内?銃取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-76 九七式自動砲内?銃取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-77 九七式自動砲内?銃取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-78 九七式自動砲内?銃取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-79 九七式自動砲内?銃取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-80 九七式自動砲内?銃取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-81 九七式自動砲内?銃取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-82 九七式自動砲内?銃取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-83 九七式自動砲内?銃取扱法　昭１７．４ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範戦車砲-84 九七式自動砲内?銃取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-85 九七式自動砲内?銃取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-86 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-87 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-88 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-89 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-90 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-91 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-92 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-93 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-94 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-95 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-96 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-97 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-98 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-99 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-100 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-101 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-102 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-103 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-104 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-105 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-106 九七式自動砲説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-107 九七式自動砲取扱法　昭１５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-108 九七式自動砲取扱法　昭１５．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-109 九七式自動砲取扱上の参考　昭１８．６．２０ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範戦車砲-110 九七式自動砲取扱上の参考　昭１８．６．２０ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範戦車砲-111 九七式自動砲修理法の参考　昭１８．３ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育典範戦車砲-112 九〇式５糎７戦車砲説明書　昭１２．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-113 九〇式５糎７戦車砲説明書　昭１２．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-114 九〇式５糎７戦車砲説明書　昭１２．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-115 九〇式５糎７戦車砲説明書　昭１２．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-116 九〇式５糎７戦車砲取扱法　昭１３．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-117 四式１５糎自走砲説明書　昭２０．１．３１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-118 四式１５糎自走砲説明書　昭２０．１．３１ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-119 四式１５糎自走砲説明書　昭２０．１．３１ 陸軍技術研究所
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中央-軍隊教育典範戦車砲-120 四式１５糎自走砲説明書　昭２０．１．３１ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-121 四式１５糎自走砲説明書　昭２０．１．３１ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-122 四式１５糎自走砲説明書　昭２０．１．３１ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-123 四式１５糎自走砲説明書　昭２０．１．３１ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-124 四式１５糎自走砲説明書　昭２０．１．３１ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-125 四式１５糎自走砲説明書　昭２０．１．３１ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-126 四式１５糎自走砲説明書　昭２０．１．３１ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-127 九八式３７粍戦車砲取扱法　昭１７．１０．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-128 九八式３７粍戦車砲取扱法　昭１７．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-129 九八式３７粍戦車砲取扱法　昭１７．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-130 九八式３７粍戦車砲取扱法　昭１７．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-131 試製九八式３７粍戦車砲説明書　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-132 九七式５糎７戦車砲説明書　昭１４．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-133 九七式５糎７戦車砲説明書　昭１４．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-134 九七式５糎７戦車砲内?銃説明書　昭１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-135 九七式５糎７戦車砲内?銃説明書　昭１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-136 九七式５糎７戦車砲取扱の参考 陸軍少年戦車兵学校

中央-軍隊教育典範戦車砲-137 九四式７糎戦車砲説明書　昭１０．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-138 九四式７糎戦車砲説明書　昭１０．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-139 九四式７糎戦車砲説明書　昭１０．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-140 九四式７糎戦車砲説明書　昭１０．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-141 九四式７糎戦車砲説明書　昭１３．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-142 九四式７糎戦車砲説明書　昭１３．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-143 九四式７糎戦車砲説明書　昭１３．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-144 九四式７糎戦車砲説明書　昭１３．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-145 九四式７糎戦車砲説明書　昭１３．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-146 九四式７糎戦車砲取扱法　昭１４．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-147 九四式７糎戦車砲取扱法　昭１４．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-148 九四式３７粍砲機動運搬車説明書　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-149 試製一式１０糎自走砲（砲）概説　昭１７．１１ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-150 試製一式１０糎自走砲（砲）概説　昭１７．１１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-151 試製一式１０糎自走砲（砲）概説　昭１７．１１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-152 試製一式１０糎自走砲（砲）概説　昭１７．１１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-153 試製一式１０糎自走砲（砲）概説　昭１７．１１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-154 試製一式１０糎自走砲運行及弾道性試験要報　昭１７．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-155 九四式３７粍砲取扱上の参考　昭１５．１２ 陸軍歩兵学校
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中央-軍隊教育典範戦車砲-156 試製４７粍戦車砲他　昭１４．９ -

中央-軍隊教育典範戦車砲-157 毘式戦車砲説明書 -

中央-軍隊教育典範戦車砲-158
一式３７粍戦車砲取扱法（案）　付録　九七式車載重機関銃（連装
用）取扱法　昭１８．１２

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-159
一式３７粍戦車砲取扱法（案）　付録　九七式車載重機関銃（連装
用）取扱法　昭１８．１２

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-160
一式３７粍戦車砲取扱法（案）　付録　九七式車載重機関銃（連装
用）取扱法　昭１８．１２

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-161 九七式車載重機関銃（連装用）取扱法 -

中央-軍隊教育典範戦車砲-162
試製三式７糎半戦車砲及同二型取扱指導に関する説明書　昭２
０．１

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-163 対戦車砲に関する研究資料　昭８．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-164
試製一式７糎半自走砲（砲）　試製一式７糎半自走砲（新）（砲）属
品表　昭１８．４

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-165 八九式中戦車（甲）仮検査法　昭１３．１．２２ 陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範戦車砲-166 狙撃砲取扱法草案 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-167 九七式中戦車分解結合の参考　昭１８．６ 陸軍少年戦車兵学校　生徒隊

中央-軍隊教育典範戦車砲-168 熱地に於ける戦車・牽引車　自動車類取扱の参考　昭１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-169
試製五式７糎半戦車砲（長）　二型機能弾道性試験要報　昭２０．
３．２０

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-170 九五式軽戦車砲塔地上設備の一例　昭２０．４．２５ 第４陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-171 試製機関砲照準具（２０粍砲用）説明書　昭１０．１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範戦車砲-172 九四式３７粍砲用　１５年式駄馬具取扱法　昭１２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-173 熱地に於ける戦車、牽引車、自動車類取扱の参考　昭１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-174
試製五式４５粍簡易無反動砲．同五式穿甲榴弾弾薬筒説明書
昭２０．６

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-175
試製五式４５粍簡易無反動砲．同五式穿甲榴弾弾薬筒説明書
昭２０．６

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-176
試製五式４５粍簡易無反動砲　試製五式穿甲榴弾弾薬筒説明書
昭２０．６

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-177 一式４７粍戦車砲内?銃取扱法（案）　昭１９．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-178 九四式３７粍戦車砲内?銃説明書　昭１７．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-179 四式１５糎自走砲説明書　昭２０．１．３１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-180 四式１５糎自走砲説明書　昭２０．１．３１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-181 四式１５糎自走砲取扱法 -

中央-軍隊教育典範戦車砲-182 九〇式５糎７戦車砲取扱法　昭１３．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車砲-183 九二式車載１３粍機関砲取扱要領　昭８．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-184 ラ式（ラインメタル）　３７粍対戦車砲説明書　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-185 試製１０糎対戦車砲研究実施計画　昭１８．８ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-186 ラ式（ラインメタル）　３７粍対戦車砲説明書　昭和１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車砲-187 ラ式（ラインメタル）３７粍対戦車砲説明書 -

中央-軍隊教育典範戦車砲-188 一式４７粍戦車砲内?銃取扱法　昭和１９．６ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車砲-189 火砲研究会議事事項　昭和１７．２ 陸軍技術本部１研３科

中央-軍隊教育典範戦車砲-190 九四式３７粍砲取扱上の参考 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-1 戦車操典　綱領．総則及第１部　昭和１５．６ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範戦車・自動車-2 戦車操典　綱領．総則及第１部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-3 戦車操典　綱領．総則及第１部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-4 戦車操典　綱領．総則及第１部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-5 戦車操典　綱領．総則及第１部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-6 戦車操典　第２部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-7 戦車操典　第２部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-8 戦車操典　第２部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-9 戦車操典　第２部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-10 戦車操典　第３部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-11 戦車操典　第３部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-12 戦車操典　第３部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-13 戦車操典　第３部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-14 戦車操典　第３部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-15 戦車操典　第３部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-16 戦車操典　第３部　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-17 戦車　装甲車　操縦教範　総則及第１部　昭和１６．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-18 戦車　装甲車　操縦教範　総則及第１部　昭和１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-19 戦車　装甲車　操縦教範　総則及第１部　昭和１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-20 戦車　装甲車　操縦教範　総則及第１部　昭和１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-21 戦車　装甲車　操縦教範　総則及第１部　昭和１６．６．１３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-22 戦車　装甲車　操縦教範　総則及第１部　昭和１６．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-23 戦車　装甲車　操縦教範　総則及第１部　昭和１６．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-24 戦車　装甲車　操縦教範　総則及第１部　昭和１６．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-25 戦車　装甲車　操縦教範　総則及第１部　昭和１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-26 戦車　装甲車　操縦教範　第２部　昭和１６．１１．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-27 戦車　装甲車　操縦教範　第２部　昭和１６．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-28 戦車　装甲車　操縦教範　第２部　昭和１６．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-29 戦車　装甲車　操縦教範　第２部　昭和１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-30 戦車　装甲車　操縦教範　第２部　昭和１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-31 戦車　装甲車　操縦教範　第２部　昭和１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-32 戦車　装甲車　操縦教範　第２部　昭和１６．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-33 戦車　装甲車　操縦教範　第３部　昭和１６．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-34 戦車　装甲車　操縦教範　総則及第３部　昭和１６．６．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-35 戦車　装甲車　操縦教範　第３部　昭和１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-36 戦車　装甲車　操縦教範　第３部　昭和１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-37 戦車　装甲車　操縦教範　第３部　昭和１６．３ 教育総監部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-38 戦車　装甲車　操縦教範　総則及第１部　昭和１６．６．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-39 キ　戦車隊教練規定　昭和１７．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-40 キ　戦車隊教練規定　昭和１７．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-41 戦車隊教練規定　昭和１０．１１．１５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-42 戦車　装甲車　操縦教育の参考　昭和１７．１ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-43 戦車軽装甲車射撃教育規定別冊　射撃習会及弾薬　昭和１３．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-44 戦車　軽装甲車　射撃教育規定　昭和１３．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-45 戦車軽装甲車射撃教育規定別冊　射撃習会及弾薬　昭和１３．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-46 戦車　装甲車　射撃教範　昭和１９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-47 戦車　装甲車　射撃教範　昭和１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-48 戦車　装甲車　射撃教範　昭和１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-49 戦車　装甲車　射撃教範　昭和１６．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-50 戦車　装甲車　射撃教範別冊　昭和１９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-51 戦車　装甲車　射撃教範別冊　昭和１９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-52 戦車　装甲車　射撃教範別冊　昭和１９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-53 戦車　装甲車　射撃教範別冊　昭和１９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-54 戦車射撃教育の参考　第１巻　昭和１６．１１ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-55 戦車射撃教育の参考　第２巻　昭和１６．１１ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-56 戦車射撃戦手の参考　昭和１６．８ 満洲第５３３部隊

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-57 戦車須知　昭和１６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-58 戦車部隊陣中勤務の参考（改訂版）　昭和１６．４ 満洲第５８３部隊

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-59 戦車部隊陣中勤務の参考　昭和１６．４ 満洲第５８３部隊

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-60 対戦車戦闘 参謀少佐　フォン・シエル

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-61 対戦車戦闘の参考　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-62 対戦車戦闘の参考　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-63 対戦車戦闘の参考　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-64 対戦車戦闘の参考　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-65 対戦車戦闘の参考　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-66 対戦車戦闘の参考　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-67 対戦車戦闘の参考　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-68 対戦車戦闘の参考　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-69 対戦車戦闘の参考　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-70 対戦車戦闘の参考　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-71 対戦車戦闘の参考　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-72 対戦車戦闘の参考　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-73 対戦車戦闘の参考（戦車関係）　昭和１９．８ 陸軍機甲本部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-74 対戦車戦と戦車用法の参考　昭和１６．１１ 陸軍少佐　斉藤市平

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-75 対戦車戦と戦車用法の参考 陸軍少佐　斉藤市平

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-76 敵中深く楔入せる戦車団の整備・補給に関する参考　昭和１６年 満州第５８３部隊研究部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-77 戦車兵読本　昭和１７．３ 陸軍少佐　浅井寿平

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-78 戦車の用法及対戦車戦闘法　全 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-79 戦車は進む
ゴードン・ベックルズ　陸軍機甲
本部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-80 戦車兵講義 日本国防協会

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-81 戦車用法　昭和２０．５ 参謀本部　教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-82 戦車索引　装甲車両識別用便覧　昭和１２．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-83 寒地に於ける　戦車．自動車類使用上の参考　昭和１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-84
熱地に於ける　戦車．牽引車．自動車類取扱の参考　昭和１６．１
２

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-85 牽引車操縦教範　昭和１７．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-86 牽引車操縦教範　昭和１７．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-87 牽引車操縦教範　昭和１７．１１．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-88 自動車操縦教範草案　昭和６．３．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-89 自動車操縦教範　昭和１２．３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-90 自動車操縦教範　昭和１４．１１．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-91 自動車操縦教範　昭和１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-92 自動車操縦教範　編纂理由書　昭和１１．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-93 自動車操縦教範　編纂理由書　昭和１１．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-94 自動車教程別冊　「ニッサン」自動車取扱法　昭和１９．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-95 乗車部隊の行動　昭和１６．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-96 乗車部隊の行動抜萃　昭和１６．１．１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-97 乗車部隊の行動抜萃　昭和１６．１．１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-98 乗車部隊の行動抜萃　昭和１６．１．１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-99 乗車部隊の行動抜萃　昭和１６．１．１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-100 乗車部隊の行動抜萃　昭和１６．１．１９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-101 ９５式軽戦車検査法及修理法の参考　昭和１７．３ 陸軍兵器学校将校集会所

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-102 装甲兵器の発達．編組及使用　昭和１６．７ 参謀本部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-103 自動車工術参考書　第１編　構造機能　昭和１６．９．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-104 自動車工術参考書　第１編　構造機能　昭和１６．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-105 自動車工術参考書　第１１編　修理作業　昭和１６．１０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-106 戦車操典　綱領．総則及第１部　昭１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-107 戦車操典　第２部　昭１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-108 戦車操典　第３部　昭１５．６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-109 対戦車障碍物処理の参考　昭和１５．１１ 千葉陸軍戦車学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-110 乗車部隊の行動　昭和１６．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-111 熱地に於ける　戦車．牽引車自動車類取扱の参考　昭和１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-112 「トヨタ」自動車取扱法　昭和１９．３ 航空総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-113 寒地に於ける　戦車．自動車類使用上の参考　昭和１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-114 対戦車戦闘 参謀少佐　フォン・シエル

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-115 トヨタ自動車履歴　昭和９～１９年 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-116 戦車軽装甲車に就て　昭和１１．１０ 十川部隊　高佐少佐

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-117 ９７式中戦車分解結合要領　昭和１４．５ 陸軍少年戦車兵学校

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-118 日産自動車履歴　昭和１５～１９年 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-119 ９４式６輪自動貨車（乙）履歴　昭和１５～１７年 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-120 フォード．シボレー自動貨車履歴　昭和１５～１９年 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-121 自動貨車履歴　昭和１５～１９年 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-122 ９５式小型乗用車取扱法（案）付録　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-123 ２式装気自動車２型取扱説明書　昭和１８．７ 三井精機工業（株）

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-124 ９７式中戦車　細目名称表部品番号表　昭和１７．８ 兵器委員

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-125 ９８式３７粍戦車砲履歴　昭和１８～１９年 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-126 拾瓲装軌牽引車取扱説明書　昭和１９．１ 加藤製作所

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-127 東京師団軍用自動車検査規程　昭和１９．６ 東京師団司令部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-128 ９７式植柱作業車取扱説明書 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-129 ９７式（チハ）中戦車図面 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-130 戦車の戦史を顧みて　昭和１１．６ 陸軍大学校研究部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-131 乗用自動車履歴　昭和１３～１９年 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-132 自動車履歴表（３号）　昭和１５．６～１７．４ 第３７７６部隊

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-133 ９７式中戦車履歴　昭和１５～１８年 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-134 ９５式小型乗用車取扱法（案）　昭和１６．９ 陸軍技術本部調製

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-135 ５糎７粍戦車砲、３７粍戦車砲　内?銃履歴　昭和１７～１９年 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-136 自動車教育操用工術教材　昭和１８．１１ 渡１０６０８部隊草木隊

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-137 第１６４６５号　給油機自動車イスズ式履歴　昭和１７～１９年 第６９飛行場大隊

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-138 各種戦車装備武装眼鏡無線一覧表　昭和１８．１０ 第４陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-139 整備実施記録写真
留守第１０師団司令部　鳴尾徴
発自動車整備場

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-140 ９５式１３屯牽引車（甲）価格表 作業課

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-141 戦車より観たる諸兵協同 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-142 戦車操典　第４部　昭和１５．２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-143 戦車．装甲車　射撃教範編纂理由書　昭和１７．３ 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-144 ９３式（戦車地雷．地雷信管）取扱法　昭和１５．１ 陸普第５２４号

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-145 自動車一般検査法草案　昭和３年６月 陸軍自動車学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-146 職工具　第６編（林　砲兵大尉述） 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-147 ４噸自動貨車仮保存法、仮取扱法　大正１４年 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-148 自動車操縦教範　昭和１２年 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-149 陸王　１２００ｃ．ｃ．型　取扱法　昭和１４年版 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-150 ニッサン使用便覧　昭和１４年版 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-151 トヨタ自動車　取扱と修理法　昭和１７年版 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-152 自動車用部品名新旧対照表　昭和１６年６月１０日現在 陸軍自動車学校編

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-153
熱地及水際に於ける砲兵自動車取扱保存の参考　昭和１６年１０
月

陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-154 くろがね号７５０ｃｃ　自動三輪車使用説明 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-155 ９５式　小型乗用自動車取扱法 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-156 「トヨタ」１屯積自動車　取扱法及説明書 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-157 直流発動発電機・使用及説明書 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-158
トヨタ自動車　取扱と修理法　１９３８年式１９３９年式　構造と取扱
並に各部調節

-

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-159 キ　戦車隊教練規定　編纂理由説明書　昭和１７年１０月 四平嶺陸軍戦車学校

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-160 戦車操典編纂理由説明の参考（第４部）　昭和１５年７月 教育総監部

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-161 自動車主要諸元一覧表 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-162 自動車部隊ノ各種地障通過ノ研究　昭和１２年３月起 -

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-163 赤軍戦車戦法 陸軍歩兵少佐　角 健之

中央-軍隊教育典範戦車・自動車-164 牽引車操縦教範　昭和17年8月29日 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-1 九四式１号無線機取扱法　昭和１５．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-2 九四式１号無線機取扱法　昭和１６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-3 九四式１号無線機取扱法別冊　昭和１６．１．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-4 九四式１号型充電機取扱法　昭和１５．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-5 九四式１号型充電機取扱法　昭和１６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-6 九四式１号型充電機取扱法　昭和１５．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-7 九四式４号型特殊受信機取扱法　昭和１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-8 九四式１号型特殊受信機取扱法　昭和１５．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-9 九四式４号型特殊受信機取扱法　昭和１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-10 九四式１号型特殊受信機取扱法　昭和１６．６．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-11 九四式２号乙無線機取扱法　昭和１４．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-12 九四式２号乙無線機取扱法　別冊 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-13
九四式２号丁無線機取扱法　九四式２号丁無線機取扱法別冊
昭和１４．１０

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-14 九四式２号丁無線機取扱法　同別冊　昭和１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-15 九四式２号丁無線機取扱法　昭和１６．１．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-16 九四式２号丁無線機取扱法　別冊 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-17 九四式２号丁無線機取扱法　別冊　昭和１６．１．３１ 陸軍省



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範通信機器-18 九四式２号丁無線機取扱法　別冊　昭和１６．１．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-19 九四式３号甲無線機取扱法　昭和１５．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-20 九四式３号甲無線機取扱法　昭和１５．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-21 九四式３号甲無線機取扱法　別冊 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-22
九四式３号甲無線機　２９号Ｅ型手廻発電装置　説明書　昭和１
５．８

三菱電機株式会社　名古屋製
作所

中央-軍隊教育典範通信機器-23
九四式３号甲無線機説明書（除受信機及発電装置）　昭和１４．
２．１０

北支那方面軍司令部

中央-軍隊教育典範通信機器-24 九四式３号乙無線機取扱法案　昭和１４．４ 通信学校研究部

中央-軍隊教育典範通信機器-25 九四式３号型特殊受信機取扱法　昭和１６．１．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-26 九四式３号乙無線機取扱法　別冊 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-27 九四式３号乙無線機取扱法別冊　昭和１５．７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-28 九四式３号乙無線機取扱上の参考 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範通信機器-29 九四式３号乙無線機取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範通信機器-30 九四式３号丙無線機取扱法別冊　昭和１６．３．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-31 九四式３号丙無線機　昭和１１ -

中央-軍隊教育典範通信機器-32 九四式３号丙無線機取扱法　昭和１６．３．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-33
師団通信隊無線通信教育規定付録　九四式３号乙無線機　九四
式３号丙無線機　昭和１３．１

教育総監部

中央-軍隊教育典範通信機器-34 九四式３号乙無線機取扱法　昭和１５．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-35 九四式４号乙無線機取扱法　別冊 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-36 九四式４号乙無線機取扱法　昭和１６．１．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-37 九四式４号丙無線機取扱法　昭和１６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-38 九四式４号丙無線機取扱法　昭和１６．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-39
九四式４号丙無線機取扱法　九四式４号丙無線機取扱法別冊
昭和１４．１２

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-40 九四式４号丙無線機取扱法　別冊　昭和１６．１．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-41 九四式４号丙無線機取扱法　別冊 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-42 九四式５号無線機取扱法　別冊　昭和１５．２．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-43 九四式５号　６号無線機取扱法　別冊 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-44 九四式５号無線機取扱法　昭和１５．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-45 九四式５号無線機取扱法　昭和１５．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-46 九四式５号無線機取扱法　別冊　昭和１５．２．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-47 九四式５号型特殊受信機取扱法　昭和１４．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-48 九四式５号型特殊受信機取扱法　昭和１６．１．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-49 九四式５号無線機通信機説明書 -

中央-軍隊教育典範通信機器-50 九四式５号無線機送信装置説明書　昭和１５．１１ -

中央-軍隊教育典範通信機器-51 九四式５号無線機　検査法及修理法の参考　昭和１７．１１ 陸軍兵器学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範通信機器-52 九四式５号無線機　検査法及修理法の参考　昭和１７．１１ 陸軍兵器学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範通信機器-53 九四式対空１号無線機説明書　別冊　昭和１８．２．１ 第５陸軍技術研究所



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範通信機器-54 九四式６号無線機通信装置説明書 東京無線電機株式会社

中央-軍隊教育典範通信機器-55 九四式６号無線機取扱法 -

中央-軍隊教育典範通信機器-56 九四式５号　九四式６号　無線機取扱上の参考　昭和１３．５ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範通信機器-57 九四式５号　九四式６号　無線機取扱上の参考 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範通信機器-58 九六式２号戊無線機取扱法　別冊　昭和１６．１０．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-59
九六式３号己無線機取扱法　九六式３号己無線機取扱法別冊
昭和１４．１１

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-60 九六式３号己無線機取扱法　別冊 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-61 九六式３号己無線機取扱法　昭和１５．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-62 九六式２号戊無線機取扱法　別冊　昭和１６．１０．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-63 九六式４号戊無線機取扱法　別冊　昭和１６．３．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-64 九六式４号戊無線機取扱法　昭和１６．３．２４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-65 九六式４号戊無線機取扱法　昭和１５．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-66 九六式４号戊無線機取扱法　別冊 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-67 九六式７号無線機取扱法　昭和１５．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-68 九六式７号無線機取扱法　昭和１６．５．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-69 十五年式２号無線電信機取扱法　昭和２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-70 九九式５０回線交換機取扱法　昭和１６．１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-71 九九式５０回線交換機取扱法　昭和１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-72 九二式２０糎回光機取扱法　昭和７．９．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-73 九二式１０糎回光機取扱法　昭和７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-74 九二式２０糎回光機取扱法　昭和７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-75 九八式回路試験器取扱法　昭和１４．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-76 九三式１２回線交換機取扱法　昭和１１．２．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-77 九二式電話機取扱法　昭和８．１．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-78 九二式電話機取扱法　昭和８．１．１４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-79 九二式携帯回光機取扱法　昭和７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-80 九二式携帯回光機取扱法　昭和７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-81 九二式電話機検査法の参考　昭和１７．３ 陸軍兵器学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範通信機器-82 九二式電話機検査法の参考　昭和１７．６．１０ 陸軍兵器学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範通信機器-83 特２号電話機取扱法　昭和１７．９．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-84 十五年式３号無線電信機取扱法　昭和２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-85 十五年式５号無線電信機取扱法　昭和２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-86 十五年式４号無線電信機取扱法　昭和２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-87 九八式多重電話機説明書　昭和１９．１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範通信機器-88 九八式多重電信機取扱法　昭和１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-89 九四式４号型特殊受信機仕様書　昭和１４．７．７ 陸技４仕第１００号



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範通信機器-90 高速度受信装置（傍受用）説明書 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-91
九八式多重電話機取扱法（案）　九八式多重電話機取扱法別冊
（案）　昭和１６．９

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-92 九八式多重電話機取扱要領（案）　昭和２０．５ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-93
５技研画第１８３号　超短波多重通信機（車両装備式）竣工試験計
画　等　昭２０．１～７

第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-94 超短波警戒機甲３「ワット」説明書　昭和１７．９．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-95 充電用発電機並列運転参考書　計器整備参考書　昭和１８・１９ 龍部隊

中央-軍隊教育典範通信機器-96 試製な４８号一型通信機（除電源）仕様書　昭和１９．６．３０ ５陸技研仕第１７号

中央-軍隊教育典範通信機器-97 半固定特殊受信機仕様書　昭和１４．７．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-98
５技研要第１４９号　せは艇無線機装備試験要報　他　昭和２０．
１．９

第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-99
陸技５無通仕第１０８号　予備電源１２０ＫＶＡ発電装置仕様書　昭
和１７．７．６

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-100
５技研要第１００号　船艇無線機乙修正試験要報　等　昭和１９．
５．８

第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-101 車両無線機甲説明書（昭和１７年度整備の分）　昭和１７．１２．１０ 陸軍第５技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-102 車両無線機甲説明書　昭和１７．１２．１０ 陸軍第５技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-103 車両無線機甲説明書　昭和１７．１２．１０ 陸軍第５技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-104 車両無線機甲説明書　昭和１７．１２．１０ 陸軍第５技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-105 車両無線機乙説明書　昭和１７．１２．１０ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-106 車両無線機乙説明書（昭和１７年度整備の分）　昭和１７．１２．１０ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-107 車両無線機乙説明書　昭和１７．１２．１０ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-108 車両無線機乙説明書　昭和１７．１２．１０ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-109 車両無線機乙説明書　昭和１７．１２．１０ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-110 車両無線機丙（１号）説明書　昭和１７．１２．１０ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-111
車両無線機丙（１号）説明書（昭和１７年度整備の分）　昭和１７．１
２．１０

第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-112 車両無線機丙（１号）説明書　昭和１７．１２．１０ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-113 車両無線機丙（１号）説明書　昭和１７．１２．１０ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-114
車両無線機丙（２号）説明書（昭和１７年度整備の分）　昭和１７．１
２．１０

第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-115 車両無線機丙（２号）説明書　昭和１７．１２．１０ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-116 車両無線機丙（２号）説明書　昭和１７．１２．１０ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-117 車両無線機丙（２号）説明書　昭和１７．１２．１０ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-118 歩兵通信器材（有線　視号）取扱上の参考　昭和１６．１ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範通信機器-119 歩兵通信器材（有線視号）取扱上の参考　昭和１４．５．１５ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範通信機器-120 歩兵通信器材（有線視号）取扱上の参考　昭和１３．６．５ 陸軍歩兵学校　将校集会所

中央-軍隊教育典範通信機器-121 熱地に於ける通信器材取扱の参考　昭和１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-122 熱地に於ける通信器材取扱の参考　昭和１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-123 熱地に於ける通信器材取扱の参考　昭和１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-124 熱地に於ける通信器材取扱の参考　昭和１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-125 熱地に於ける通信器材取扱の参考 陸軍技術本部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範通信機器-126 陸軍軍用電報取扱規約　昭和１４．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-127 九五式電信機取扱法　昭和１４．１１．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-128 超短波警戒機甲３「ワット」説明書　昭和１７．９．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-129 視号通信規定　昭和６．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範通信機器-130 手働式電話交換（付図）　昭和６．３ 東京逓信局工務課　養成用

中央-軍隊教育典範通信機器-131 九八式窃話機仕様書　昭和１５．７．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-132 昭和２年製　携帯回光通信機仮取扱法　昭和５．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-133 九四式５号無線機教育の参考　昭和１４．５ 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育典範通信機器-134 な４８号一型電動発電機仕様書　昭和１８．１０．５ -

中央-軍隊教育典範通信機器-135 九三式軽電話機取扱法　昭和１０．１．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-136 十五年式１号無線電信機取扱法　昭和２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-137
一〇〇式壕内信号機取扱法　一〇〇式練習用送信機取扱法　昭
和１５．１１

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-138 熱地に於ける通信器材取扱の参考（下士官・兵用）　昭和１６．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-139 九七式５「キロ」発電機取扱説明書 -

中央-軍隊教育典範通信機器-140
ガソリン交流発電機械　陸上用．３ＫＶＡ．１１０Ｖ単相５０∞．配電
盤付．取扱説明書

-

中央-軍隊教育典範通信機器-141 火光標示機取扱法　昭和１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-142 火光標示機取扱法　昭和１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-143 火光標示機取扱法　昭和１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-144 無線方向標示機説明書　昭和１７．１．２０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-145 九四式３号丙無線機遠操装置説明書 東京通信機株式会社

中央-軍隊教育典範通信機器-146 九九式飛２号無線機取扱注意書
東京芝浦電気株式会社　通信
工業支社

中央-軍隊教育典範通信機器-147
１５Ｋ・Ｗ直流発電機用２５馬力ディーゼル機械　２５Ｋ・Ｗ直流発
電機用４２馬力ディーゼル機械　取扱説明書

株式会社池見鉄工所　発動機
部

中央-軍隊教育典範通信機器-148 ５キロワット短波無線機　送信装置説明書　第２９６号　昭和１９．２ -

中央-軍隊教育典範通信機器-149 九四式投光電燈取扱法　昭和１０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-150 九四式投光電燈取扱法　昭和１０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範通信機器-151 付表　２キロワット短波無線電信機発電装置品目員数表 -

中央-軍隊教育典範通信機器-152 大正１２年召集佐官の為　通信部隊の用法 大野騎兵少佐

中央-軍隊教育典範通信機器-153 九〇式大空中聴音機取扱法　昭和７．９ 陸普第５３４１号

中央-軍隊教育典範通信機器-154 無線電信通信特別規定　昭和１１．８ -

中央-軍隊教育典範通信機器-155 師団通信隊用副受信機　遠操装置説明書　昭和１４．８ -

中央-軍隊教育典範通信機器-156 無線方向標示機説明書　昭和１７．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-157 ５キロワット短波無線電信機送信機仕様書　昭和１７．１１ ５技研仕第１号

中央-軍隊教育典範通信機器-158 車両無線機装載法の参考　昭和１８．６ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範通信機器-159 三式電化障碍機取扱法　昭和１８．１１ 第３陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-160 九七式音源標定機取扱法　昭和１６．２ 陸普第８８２号

中央-軍隊教育典範通信機器-161 九二式有線電話通信器材操法　昭和１０．１２ 野砲兵第８連隊



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範通信機器-162 観測通信に関する参考　昭和１１年度 乙種学生

中央-軍隊教育典範通信機器-163 通信関係教練指導計画綴　昭和１８年 泉第５３２０部隊

中央-軍隊教育典範通信機器-164 ２０回線交換機取扱説明書　昭和１９．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範通信機器-165 通信工手教育資料　昭和１８．７ -

中央-軍隊教育典範通信機器-166 通信に関する参考書類　昭和１８．８ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育典範通信機器-167 四式飛３号無線機取扱法　昭和２０．３ 陸軍航空審査部

中央-軍隊教育典範通信機器-168 野戦　移動式　無線電信機接続要図　大正６．３ 材料廠

中央-軍隊教育典範通信機器-169 北京天津移動式無線電信所勤務規定　大正６．７．２０ 支那駐屯軍通信部

中央-軍隊教育典範通信機器-170 昭和２年３月　栃木附近に於、方向探知野外実習関係書類 栃木付近

中央-軍隊教育典範通信機器-171
戦時通信講授録　付録第１　日本及極東に於ける通信網　昭和
８．８

陸軍大学校

中央-軍隊教育典範通信機器-172 所報用暗号解説　他　昭和１０．５ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育典範通信機器-173 九四式５号型特殊受信機説明書　昭和１１．９ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育典範通信機器-174 九四式３号乙無線機取扱上の参考　昭和１３．６ 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範通信機器-175 九四式１号型特殊受信機第９０号説明書　昭和１４．５ 安立電気（株）

中央-軍隊教育典範通信機器-176 九四式２号乙無線機受信用発電装置説明書　昭和１９．７ -

中央-軍隊教育典範通信機器-177 無線用語百科辞典　昭和１３．７ 帝国無電通信学校

中央-軍隊教育典範通信機器-178 敵無線通信所探知要領　昭和１５．５ 南支那方面軍通信隊

中央-軍隊教育典範通信機器-179 歩兵通信器材（有線．視号）取扱上の参考　昭和１６．１ 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範通信機器-180 電信法規（全）　昭和１６．４ 中野高等無線電信学校

中央-軍隊教育典範通信機器-181 通信教範　昭和１６．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範通信機器-182 無線方向標示機説明書　昭和１７．１ -

中央-軍隊教育典範通信機器-183 司令部信務の参考　昭和１７．５ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範通信機器-184 電信及無線電話通信法（抜萃）　昭和１７．８ -

中央-軍隊教育典範通信機器-185 無線電信の用法に就て　昭和
第３師団歩砲兵無線電信教習
所

中央-軍隊教育典範通信機器-186 南方地方出張報告書（通信器材視察）　昭和１７．１０
陸軍少将　多田與一・陸軍兵技
中尉　二関寿悦

中央-軍隊教育典範通信機器-187 試製な４８号一型通信機（除電源）仕様書　昭和１９．６ ５陸技研任第１７号

中央-軍隊教育典範通信機器-188 通信速達に関する幕僚参考　昭和２０．２ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範通信機器-189 参考綴　昭和 東９２はるな　渡部美喜夫

中央-軍隊教育典範通信機器-190 無線通信機器関係参考書類　昭和９年 陸軍通信学校

中央-軍隊教育典範通信機器-191 九六式２号戊無線機取扱法別冊 -

中央-軍隊教育典範通信機器-192 九四式１号無線機取扱法　昭和１５．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範通信機器-193 通信機器配線用電線　昭和１９．６ -

中央-軍隊教育典範通信機器-194 ３キロワット中波無線電信機仕様書　昭和１５．９ 陸技４仕第２３８号

中央-軍隊教育典範通信機器-195
要地用超短波警戒機　試製２２９号５０－３型送信機説明書　昭和
１９．９

-

中央-軍隊教育典範通信機器-196
要地用超短波警戒機　試製２２９号５０－３型送信機説明書　昭和
１９．９

-

中央-軍隊教育典範通信機器-197 情況下に於ける歩兵通信班の充電要領 -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範通信機器-198 九二式電話機取扱法　昭和８．１ 陸軍大臣

中央-軍隊教育典範通信機器-199 九三式軽電話機取扱法　昭和１０．１ 陸軍大臣

中央-軍隊教育典範通信機器-200 九四式３号型特殊受信機説明書　昭和１１．９ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育典範通信機器-201 特殊通信法　昭和１２．４ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育典範通信機器-202 九四式５・６号無線機取扱上の参考　昭和１３．６．１５ 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範通信機器-203 通信戦の概念　他　昭和１３ 通信戦・特殊無線隊

中央-軍隊教育典範通信機器-204 電波伝播の資料　昭和１９．２ 中原　正行

中央-軍隊教育典範通信機器-205 秘匿通信法の説明　昭和 陸軍通信学校

中央-軍隊教育典範通信機器-206 秘密通信に就て -

中央-軍隊教育典範通信機器-207 無線電信 藤田中尉

中央-軍隊教育典範通信機器-208 通信業務参考 佐々木参謀

中央-軍隊教育典範通信機器-209 超短電波方向性の基礎的研究　昭和３．５．２５　調製 陸軍科学研究所

中央-軍隊教育典範通信機器-210 電波標定機「た号」関係資料 -

中央-軍隊教育典範通信機器-211 通信教範第３部上巻 -

中央-軍隊教育典範通信機器-212 通信教範第３部下巻 -

中央-軍隊教育典範通信機器-213 通信教範第３部上巻別冊 -

中央-軍隊教育典範通信機器-214 実用通信　周波数（短波長）便覧　昭和２０年 -

中央-軍隊教育典範通信機器-215 九二式電話機取扱法　昭和８年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-1 兵器沿革史第１集　（小銃・火砲）　大正２．９．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-1_2 兵器沿革史第２集　（野砲．山砲）　大正９．１２．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-1_3 兵器沿革史第３集　（重砲）　大正７．１１．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-1_4 兵器沿革史第５集　（重砲）　大正９．６．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-1_5 兵器沿革史第９集　（三八式野砲　除弾薬）　大正９．１１．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-2 兵器沿革史　第４集の４　大７．５．３１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-3 陸軍兵器業務用書類集　第１巻　昭１４．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-4 陸軍兵器業務用書類（第１巻）　昭１４．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-5 陸軍兵器業務用書類集　第２巻　第２編　昭１６．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-6 陸軍兵器業務用書類集　第２巻　第１編　昭１６．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-7 陸軍兵器業務用書類集　第２巻　第３編　昭１６．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-8 陸軍兵器業務用書類集　第３巻　兵器概説　昭１４．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-9 陸軍兵器業務用書類集　第３巻　兵器概説　昭１４．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-10 陸軍兵器業務用書類集　第４巻　昭１４．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-11 器材概説集録　昭１４．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-12 器材概説集録　昭１１．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-13 器材概説集録　昭１１．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-14 器材概説集録　昭１１．４ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-15 器材概説集録　昭１３．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-16 器材概説集録　昭１４．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-17 兵器保存要領　大１３．６．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-18 兵器保存要領　第１巻　自第１篇至第３篇　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-19 兵器保存要領　第１巻　自第１篇至第３篇　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-20 兵器保存要領　第１巻　自第１篇至第３篇　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-21 兵器保存要領　第１巻　自第１篇至第３篇　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-22 兵器保存要領　第１巻　自第１篇至第３篇　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-23 兵器保存要領　第１巻　自第１篇至第３篇　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-24 兵器保存要領　第１巻　自第１編至第３編　昭１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-25 兵器保存要領　第１巻　自第１編至第３編　昭１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-26 兵器保存要領　第１巻　自第１篇至第３篇　昭１７．５．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-27 兵器保存要領　第１巻　自第１編至第３編　昭１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-28 兵器保存要領　第１巻　自第１編至第３編　昭１２．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-29 兵器保存要領　第１巻　自第１編至第３編　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-30
昭和９年１２月現行　兵器保存要領　第１類　第２類　大１３．６．１
２

陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-31 兵器保存要領　第２巻　自第４篇至第１０篇　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-32 兵器保存要領　第２巻　自第４篇至第１０篇　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-33 兵器保存要領　第２巻　自第４篇至第１０篇　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-34 兵器保存要領　第２巻　自第４篇至第１０篇　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-35 兵器保存要領　第２巻　自第４篇至第１０篇　昭１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-36 兵器保存要領　第２巻　自第４篇至第１０篇　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-37 兵器保存要領　第２巻　自第４篇至第１０篇　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-38 兵器保存要領　第２巻　自第４篇至第１０篇　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-39 兵器保存要領　第２巻　自第４篇至第１０篇　昭１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-40 兵器保存要領　第２巻　自第４篇至第１０篇　昭１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-41 兵器保存要領　第２巻　自第４篇至第１０篇　昭１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-42 兵器保存要領　第２巻　自第４篇至第１０篇　昭１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-43
兵器保存要領　第３巻　自第１１編至第１６編　理由書　昭１３．３．
１２

陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-44 兵器保存要領　第３巻　自第１１篇至第１６篇　理由書　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-45 兵器保存要領　第３巻　自第１１篇至第１６篇　理由書　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-46 兵器保存要領　第３巻　自第１１篇至第１６篇　理由書　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-47 兵器保存要領　第３巻　自第１１篇至第１６篇　理由書　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-48 兵器保存要領　第３巻　自第１１篇至第１６篇　理由書　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-49 兵器保存要領　第３巻　自第１１篇至第１６篇　理由書　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-50 兵器保存要領　第３巻　自第１１篇至第１６篇　理由書　昭１２．３ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-51 兵器保存要領　第３巻　自第１１編至第１７編　昭１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-52 兵器保存要領　第３巻　自第１１編至第１７編　昭１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-53
兵器保存要領　第３巻　自第１１篇至第１７篇　理由書　昭１３．３．
１２

陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-54 兵器保存要領　第３巻　自第１１編至第１７編　昭１３．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-55 兵器保存要領　第３巻　自第１１編至第１６編　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-56 兵器保存要領　第１篇（綱領及総則を含む）　通則 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-57 兵器保存要領　第１編　通則（綱領及総則を含む） 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-58 兵器保存要領　第１編　通則（綱領及総則を含む） 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-59 兵器保存要領　第１編　通則（綱領及総則を含む） 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-60
兵器保存要領　第１編　通則（綱領及総則を含む）　昭１６．１２．１
５

陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-61 兵器保存要領　第２編　兵器構成の材料及素質 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-62 兵器保存要領　第２編　兵器構成の材料及素質 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-63 兵器保存要領　第２編　兵器構成の材料及素質　昭１６．１２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-64 兵器保存要領　第２編　兵器構成の材料及素質　昭１６．１２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-65 兵器保存要領　第３篇　兵器保存用材料及器具 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-66 兵器保存要領　第３編　兵器保存用材料及器具 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-67 兵器保存要領　第３篇　兵器保存用材料及器具　昭１２．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-68 兵器保存要領　第３編　兵器保存用材料及器具　昭１６．１２．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-69 兵器保存要領　第４編　刀．剣．喇叭及銃器類 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-70 兵器保存要領　第４篇　刀．剣．喇叭及銃器類　昭１２．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-71 兵器保存要領　第４類　攻守城砲及海岸砲　大１４．８．２６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-72 兵器保存要領　第５編　大砲 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-73 兵器保存要領　第５編　大砲 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-74 兵器保存要領　第５篇　火砲　昭１２．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-75 兵器保存要領　第６編　弾薬及火工具 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-76 兵器保存要領　第６篇　弾薬及火工具　昭１２．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-77 兵器保存要領　第１類．第２類　大１３．６．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-78 兵器保存要領　第７編　一般車輌及馬具 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-79 兵器保存要領　第７篇　一般車輌及馬具　昭１２．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-80 兵器保存要領　第８編　自動車及戦車類　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-81 兵器保存要領　第８篇　自動車及戦車類　昭１２．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-82 兵器保存要領　第１０編　通信機類 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-83 兵器保存要領　第１０編　通信機類 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-84 兵器保存要領　第１０編　通信機類 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-84_2 兵器保存要領　第１０篇　通信機類　昭１２．３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-85 兵器保存要領改正理由書 -
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-86 兵器保存要領　第３類　野戦砲及高射砲　昭２．８．１９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-87 兵器修理実施区分表　昭１７．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-88 兵器履歴規則　昭１９．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-89 兵器修理実施区分表　昭１７．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-90 陸軍兵器図調製規定　昭１２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-91 陸軍制式火薬表　昭１１．１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-92 陸軍制式火薬表　昭１１．１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-93 陸軍制式火薬表　昭１１．１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-94 陸軍制式火薬表　昭１１．１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-95 基本図（陸軍兵器図）縮版　昭１３．９．１５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-96 基本図（陸軍兵器図）縮版　昭１３．９．１５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-97 基本図（陸軍兵器図）　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-98 基本図（陸軍兵器図）縮版　昭１３．９．１５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-99 陸軍兵器図基本図追録　第１回　昭１３．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-100 基本図（陸軍兵器図）縮版 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-101 基本図（陸軍兵器図）縮版　昭１３．９．１５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-102 基本図（陸軍兵器図）縮版　昭１３．９．１５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-103 陸軍兵器諸規定綴　縮版　昭１３．９～１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-104 要書綴　昭１５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-105 陸軍兵器廠処務規程草案　庶務班用　昭１５．４ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-106
兵器戦時対策協議会綴　記事の部　自第２回至第１５回　昭１４．
３～１５．４

-

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-107
兵器戦時対策協議会綴　自第５回至第２７回　（制式規格変更及
決定のもの）　昭１４．３～１７．２

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-108
兵器戦時対策協議会　配付書類　自第２１回至第２５回　昭１６．３
～１６．１０

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-109 兵器戦時対策協議会記事　第１５回　昭１５．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-110 兵器戦時対策協議会記事　第２６回　昭１６．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-111 兵器取扱法並説明書綴　大１２年度 歩騎兵班

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-112 兵器材質調査　第９集（特殊元素を含む特殊鋼）　昭１５．２．２０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-113 近接戦闘兵器研究委員会書類（１）　昭１４～１５．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-114 近接戦闘兵器研究委員会書類（２）　昭１３．８～１７．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-115 砲内弾道表（帯状薬）　昭１３．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-116 砲内弾道表（帯状薬）　昭１３．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-117 支那事変兵器蒐録対策　第１部に関するもの -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-118 昭和１６年１、２月　中支諸部隊兵器現状視察報告　昭１６．３．２５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-119 熱地に於ける兵器使用上の注意　昭１６．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-120 熱地に於ける兵器使用上の注意　昭１６．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-121 熱地に於ける兵器使用上の注意　昭１６．１０ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-122 熱地に於ける兵器使用上の注意　昭１６．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-123 熱地に於ける兵器使用上の注意　昭１６．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-124 熱地に於ける兵器使用上の注意　昭１６．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-125
寒地に於ける兵器使用上の注意　附録．気象表　その他　昭１６．
９

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-126
寒地に於ける兵器使用上の注意　附録．気象表　其の他　昭１６．
９

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-127
寒地に於ける兵器使用上の注意　附録．気象表　其の他　昭１６．
９

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-128
寒地に於ける兵器使用上の注意　附録．気象表　其の他　昭１６．
９

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-129
寒地に於ける兵器使用上の注意　附録．気象表　其の他　昭１６．
９

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-130 満蒙に於ける兵器使用上の注意　昭９．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-131 満蒙に於ける兵器使用上の注意　昭１０．１ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-132 満蒙に於ける兵器使用上の注意　昭９．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-133 満蒙に於ける兵器使用上の注意　昭１２．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-134 満蒙に於ける兵器使用上の注意　第２部　夏季の注意　昭７．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-135 満蒙に於ける兵器使用上の注意　附録　気象表　昭１４．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-136 満蒙に於ける兵器使用上の注意　昭１４．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-137 満蒙に於ける兵器使用上の注意　附録　気象表　昭１３．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-138 水際及炎熱地に於ける兵器使用上の注意　昭１５．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-139 水際及炎熱地に於ける兵器使用上の注意　昭１３．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-140 水際及炎熱地に於ける兵器使用上の注意 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-141 水際及炎熱地に於ける兵器使用上の注意　昭１５．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-142 水際及炎熱地に於ける兵器使用上の注意　昭１５．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-143 水際及炎熱地に於ける兵器使用上の注意 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-144 水際及炎熱地に於ける兵器使用上の注意　昭１２．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-145 熱地に於ける戦車．牽引車．自動車類取扱の参考　昭１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-146 熱地に於ける光学兵器使用上の参考　昭１６．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-147 熱地に於ける光学兵器使用上の参考　昭１６．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-148 満洲に於ける応急集積兵器弾薬保存上の注意　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-149 満洲に於ける応急集積兵器弾薬保存上の注意　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-150 熱地に於ける応急集積兵器弾薬保存上の注意　昭１７．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-151 兵器保存用脂油の節用法と代用品　昭２０．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-152 兵器保存用脂油の節用法と代用品　昭２０．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-153 兵器保存用脂油の節用法と代用品　昭２０．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-154 兵器保存用脂油の節用法と代用品　昭２０．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-155 列強技術制度　昭１５．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-156 列強技術制度　昭１５．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-157 兵器用語集索引（新兵器用語用）　昭１５．６ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-158 兵器用語集索引（旧兵器用語用）　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-159 兵器用語集索引（旧兵器用語用）　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-160 兵器用語集索引（旧兵器用語用）　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-161 兵器用語集索引（旧兵器用語用）　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-162 兵器用語集索引（新兵器用語用）　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-163 兵器用語集索引（新兵器用語用）　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-164 兵器用語集索引（新兵器用語用）　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-165 兵器用語集索引（旧兵器用語用）　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-166 兵器用語集索引（旧兵器用語用）　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-167 兵器用語集索引（新兵器用語用）　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-168 兵器用語集索引（新兵器用語用）　昭１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-169 兵器用語集　其の２　昭１８．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-170 陸軍制式火薬表　昭１８．１．３０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-171 歩兵弾薬参考書　昭１３．５ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-172 歩兵弾薬参考書　昭１３．５ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-173 歩兵弾薬参考書　砲兵弾薬参考書　昭１３．５ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-174 火薬製造要領　昭１２．９ 陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-175 火薬の製造要領改纂説明書　昭１２．９ 陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-176 野砲の変装薬問題に就て　昭８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-177 野戦に於ける弾薬取扱上の注意　昭１７．５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-178 歩兵弾薬参考書　昭１３．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-179 歩兵弾薬参考書　昭１３．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-180 弾薬取扱細則　昭１５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-181
歩兵兵器巡回教育資料説明（其の６）　四一式山砲　九四式３７粍
砲　弾薬取扱に関する参考　昭１１．１

陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-182 火薬術語集　昭５．９ 大兵学会

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-183 米軍弾薬の概要（其の２）（試製弾薬の部）　昭９．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-184 製造方式調書（操作要領）其の２　昭１２．７ 岩鼻火薬製造所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-185 加農（榴弾）砲弾薬調査表 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-186 砲内弾道表　帯状薬 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-187 砲内弾道諸元表（其の１）（帯状薬及方形薬）　昭１４．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-188 砲内弾道諸元表（其の１）（帯状薬及方形薬）　昭１４．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-189 砲内弾道諸元表（其の１）（帯状薬及方形薬）　昭１４．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-190 砲内弾道表（管状薬）　昭１４．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-191 砲塔附属各種動力機関諸元一覧表　昭１０．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-192 構造弾道各種砲諸元表　昭１５．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-193 構造弾道各種砲諸元表　昭１５．８ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-194 火砲設計基礎諸元の統計　火砲設計の参考 黒山大佐

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-195 諸元表綴　昭７．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-196 各種火砲射表綴　縮版　明３２ 砲兵監部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-197 九七式自動砲射表（九七式曳光徹甲）　昭１４．５．１７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-198 九七式自動砲射表（一〇〇式曵光自爆榴弾）　昭１６．４．１９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-199 各種火砲運行姿勢の重量及寸法　昭１７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-200 各種火砲運行姿勢の重量及寸法　昭１７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-201 各種火砲運行姿勢の重量及寸法　昭１７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-202 砲内弾道表　上巻　昭１５．１０ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-203 近代戦に於ける障碍物　昭１１．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-204 渡河に関する文献　昭６．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-205 軍の機械化に関する文献（其の７）　昭６．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-206 軍の機械化に関する文献（其８）　昭６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-207 軍の機械化に関する文献（其１４）　昭８．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-208 「チリ」車説明書　昭２０．３．１ 三菱重工業株式会社

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-209 陸軍兵器廠処務規程草案　他 陸軍兵器廠

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-210 小倉陸軍造兵廠内務規定　昭１８．１１．１ 陸軍兵器廠

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-211 陸軍造兵廠永久諸達通牒綴　昭１６．１２ 陸軍兵器本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-212 陸軍造兵廠永久諸達通牒綴　昭１１．４ 陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-213 陸軍造兵廠永久諸達通牒綴　昭１６．１２ 陸軍兵器本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-214 支那派遣軍兵器業務規定　昭１５．１ 支那派遣軍　総司令部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-215 弾薬取扱細則　昭１５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-216 兵器検査法（仮）　昭１１．９ 陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-217 兵器業務規則　昭１２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-218 改正加除　兵器取扱規則　昭３．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-219 兵器類別表改正理由書　昭１７．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-220 兵器要務書細則　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-221 陸軍兵器行政本部管内兵器　機（秘）密取扱規程　昭１８．７．１５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-222 陸軍兵器行政本部管内兵器機（秘）密取扱規程　昭１８．７．１５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-223 陸軍技術研究所管掌　試製秘密兵器一覧表　昭１９．１１．２０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-224 陸軍技術研究所管掌　試製秘密兵器一覧表　昭１８．８．１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-225
１兵器検査用具規格調製要領　２造兵規格調製要領　３陸軍兵器
行政本部管内検査及規格規程　４兵器採用検査法編纂要領　５
兵器採用検査規程

-

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-226 標準用語集　機械用語の部　昭６．１．３１ 資源局

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-227 兵器教育用掛図要覧 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-228 火砲竣工試験必携　昭１６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-229 火砲竣工試験必携　昭１６ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-230 新兵器概説（説明書）集録　昭１９．５ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-231 兵器に関する綴　昭１５ 陸軍第１研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-232 水際に於ける火砲補給要領　昭１８．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-233 水際に於ける火砲補給要領　昭１８．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-234 水際に於ける火砲補給要領　昭１８．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-235 昭和３年以降　審査計画綴　第１部 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-236 研究審査計画綴　昭１０ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-237 仮兵器迷彩要領（除航空兵器）　昭１７．９．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-238 仮兵器迷彩要領（除航空兵器）　昭１７．９．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-239 仮兵器迷彩要領（除航空兵器）　昭１７．９．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-240 仮兵器迷彩要領（除航空兵器）　昭１７．９．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-241 北支那方面軍兵器要務規定　昭１７．３ 北支那方面軍司令部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-242 兵器器材に関係ある特許要覧　昭１８年度　昭１９．２．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-243 支那事変押収小銃調査表　昭１３．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-244 各国各兵種使用兵器概見表　大５．１１．１ 臨時軍事調査委員

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-245 らく号火砲説明書　昭１９．５ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-246 自動火器に就て　昭１８．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-247 自動火器に就て　昭１８．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-248 自動火器に就て　昭１８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-249 自動火器に就て　昭１８．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-250 兵器製図手簿　全　昭３．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-251 対潜水艦兵器に就て　昭１８．６．１０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-252 各種火砲閉鎖機図集　昭１８．１１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-253 各種砲　駐退機　復坐機　図集　昭１１．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-254 各種火砲閉鎖機図集　昭１８．１１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-255 各種火砲閉鎖機図集　昭１８．１１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-256 各種砲　駐退機　復坐機　図集　昭１１．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-257 各種砲　駐退機　復坐機　図集　昭１１．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-258 第１陸軍技術研究所文書綴　昭１９．１０ 第１技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-259 各種会議に関する綴　昭１７．１～１８．６ 第１技術研究所第３科

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-260 兵器取扱法並説明書（其の１）　外国兵器　昭１４度以降 陸軍第１研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-261 火工具取扱法　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-262 野戦火工具取扱法　大８．３．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-263 野戦火工具取扱法　大８．３．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-264 兵器取扱の科学知識　上巻　昭１９．２．１０ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-265 兵器取扱の科学知識　上巻 -
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-266 革條寸度表 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-267 竣工試験射撃一般に就いて（１７）　昭１７．７．２４ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-268 第１技術研究所文書綴　昭１６～１８ 第１技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-269 化学兵器抄録（第１６年）（第２号）　昭１８．４ 第６陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-270 諸砲写真集 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-271 原価計算　大１４．７ 陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-272 自動火器に就いて　昭１８．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-273 自動火器に就いて　昭１８．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-274 自動火器について　昭１８．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-275 歩・工兵隊兵器委員召集記事　大４．８ 陸軍砲兵工科学校

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-276 兵器保存取扱に関する参考書　明４３．９ 陸軍兵器本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-277 野戦砲兵材料取扱法　明２３．１１ 陸軍砲兵射的学校

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-278 近衛師団軍用自動車検査施行規程　昭１５．１０．１５ 近衛師団司令部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-279 兵器及弾薬　型録Ａ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-280 関東軍戦時兵器業務規程　昭１６．１０ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-281 関東軍兵器要務規程（案）編纂理由書　昭１７．４ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-282 砲内弾道学附表（弾内弾道表） -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-283 弾薬統制要領　昭１８．１０．２７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-284 火砲の構造機能の概要 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-285 昭和３年１０月　動力車受領試験要領　昭３．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-286 ２４糎列車砲動力車試験報告　昭４．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-287 動力車仕様書　昭４．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-288 動力車仕様書　昭４．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-289 九七式延線車取扱説明書　昭１７．１．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-290 九七式延線車取扱説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-291
九〇式砲兵軽観測具　修正九〇式砲兵軽観測具　対照表　昭９．
２

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-292 試製輜重用駄鞍駄載托架実用試験要報　昭１６．５．２２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-293 九七式照準眼鏡説明書　昭１６．５ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-294 野戦火砲用気蓄罐取扱法（案）　昭８．１１ 陸軍技術本部第１部　火砲班

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-295 押収兵器に関する綴　昭１７．７ 第１技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-296 其１制式砲床に依るもの -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-297 四式１５糎自走砲説明書 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-298 弾軸運動論　昭１６．８ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-299 腔面検査鏡説明書 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-300 腔面検査鏡説明書　昭８．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-301 腔面検査鏡説明書　昭８．４ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-302 腔面検査鏡説明書　昭８．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-303 腔面検査鏡説明書　昭８．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-304 一〇〇式火焔発射機取扱法　昭１６．７．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-305 一〇〇式火焔発射機取扱法　昭１６．７．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-306 一〇〇式火焔発射機取扱法　昭１６．７．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-307 一〇〇式火焔発射機取扱法　昭１６．７．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-308 砲綴 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-309 部隊予備品箱説明書（銃器関係）　昭１８．５ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-310 ボ式山砲説明書　昭１３．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-311 特殊重砲力作土工器具車説明書　昭１１．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-312 兵器臨時価格表（甲）　昭１６．１２ 陸軍兵器本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-313 敵機　昭１９．９．２０ 南方軍報道部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-314 地下修理工場構築の参考 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-315 兵器要務書抜萃　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-316 兵器員数表（火砲） 北部第９５６７部隊　第１３４７号

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-317 試製三式２５０瓩爆雷説明書　昭２０．４ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-318 試製三式２５０瓩爆雷説明書　昭２０．４ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-319 絶対規正装置付１米測遠機説明書 東京第１陸軍造兵廠研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-320 複式駐退機に就いて　昭１６．９ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-321 ８年式野戦重測遠機仮取扱法　昭３．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-322 弾薬化学兵器 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-323 二式地雷探知機取扱説明書 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-324 電化障碍物処理に関する参考（案）　昭１７．２ 陸軍工兵学校研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-325 ４脚３０瓲起重機説明書　昭１６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-326 滑油加熱機仮取扱法 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-327 九三式野戦軽測遠機に就いて -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-328 伊国純鉄ＦＥＲＲＩＴＡＬ製法に就いて　昭１７．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-329 九七式砲運搬車説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-330 九七式砲運搬車説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-331 九七式砲運搬車説明書 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-332 九七式砲運搬車説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-333 九七式砲運搬車説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-334 砲腔検査器説明書　昭５．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-335 試製２０糎ろ弾発射機１型説明書　昭１９．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-336 試製２０糎ろ弾発射機１型説明書　昭１９．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-337 克式６０屯起重機組立要領 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-338 手投煙瓶概説　手投火焔瓶概説　昭１７．９ 満洲第９３６部隊

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-339 測腔機使用要領 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-340 九八式６瓲牽引車取扱法（案）　昭１９．６ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-341 九二式８瓲牽引車（甲）取扱法　昭１８．８．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-342 九二式８瓲牽引車（甲）取扱法附図 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-343 九八式６瓲牽引車取扱法案附図　昭１９．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-344 九二式８瓲牽引車（乙）取扱法　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-345 九二式８瓲牽引車（乙）取扱法附図 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-346 九二式８瓲牽引車（乙）取扱法附図 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-347 九二式５瓲牽引車取扱法　昭１４．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-348 砲術関係術語略解　昭１９．２ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-349 九三式２米測高機取扱法　昭１２．２．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-350 砲兵縮尺射撃予習機説明書　昭１７．１０ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-351 試製九四式３７粍砲機動運搬車説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-352 九七式延線車取扱説明書別冊　昭１８．８．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-353 測高機に依る測高（距）に就いて　昭１９．１ 浜松分教所生徒隊

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-355 兵器履歴規則　昭１２．１０．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-356 兵器履歴規則　昭１２．１０．２９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-357 試製三式投下６０瓩爆雷説明書　昭１８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-358
３０瓩爆弾投射法（其の２）　註「二式１２糎迫撃砲説明書」参照
昭２０．６

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-359
３０瓩爆弾投射法（其の２）　註「二式１２糎迫撃砲説明書」参照
昭２０．６

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-360 砲兵縮尺射撃予習機説明書 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-361 九〇式２４糎列車加農動力車説明書　昭１６．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-362 通風管製作機取扱法　昭８．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-363 牛用駄装具説明書　昭１７．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-364
大東亜戦争以前に於ける陸軍鉄兜に関する技術　資料綴　昭８～
１４

-

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-365 押収十五年式手榴弾説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-366 銃器の科学　昭１８．７ 陸軍大佐　銅金義一

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-367 銃器の科学　昭１８．７ 陸軍大佐　銅金義一

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-368 銃器の科学　昭１８．７ 陸軍大佐　銅金義一

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-369 特殊重砲力作土工器具車説明書　昭１１．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-370 輜重用九七式駄馬具（九七式駄載　折畳舟用）取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-371
輜重用九七式駄馬具（九七式駄載　折畳舟用）取扱法　昭１７．
４．１３

陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-372 輜重用九七式駄馬具（九七式駄載　折畳舟式）取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-373 輜重用九七式駄馬具（九七式駄載　折畳舟用）取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-374
輜重用九七式駄馬具一般用　甲．乙（駄載托架）取扱法　昭１６．
１０

陸軍省
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-375
輜重用九七式駄馬具一般用　甲．乙（駄載托架）取扱法　昭１６．
１０

陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-376 輜重用九七式駄馬具（九七式駄載折畳舟用）取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-377 輜重用九七式駄馬具（九七式駄載折畳舟用）取扱法　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-378 砲台鏡取扱法　大７．９．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-379 地上標定機取扱法　昭７．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-380 要塞火工具取扱法　大８．６．２３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-381 重砲照準線検査器取扱法　大７．１２．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-382 三七式砲隊鏡取扱法　大元．１１．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-383 三七式砲隊鏡取扱法　大元．１１．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-384 １１年式　平射　曲射　歩兵砲駄馬具仮取扱法　大１４．７．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-385 気蓄罐仮取扱法　大１５．１２．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-386 手投弾薬九九式手榴弾（甲）及（乙）取扱法　昭１６．１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-387 手投弾薬九九式手榴弾（甲）及（乙）取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-388 手投弾薬九九式手榴弾（甲）及（乙）取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-389 手投弾薬九九式手榴弾（甲）及（乙）取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-390 爆破教範改正草案附録　手榴弾用法　明４１．７．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-391 水陸両用自動貨車取扱説明書　昭１９．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-392 方向板及磁針儀取扱法　大１２．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-393 四一式山砲（歩兵用）駄馬具取扱法　昭１７．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-394 四一式山砲（歩兵用）駄馬具取扱法　昭１７．８．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-395 四一式山砲駄馬具取扱法中改正の件達　大５．５．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-396
試製九七式中戦車取扱法案（第１）　発動機構造機能の部　昭１
６．７．２０

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-397 九八式投擲機取扱法　昭１６．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-398 兵器交付返納証票綴　昭１７．１２ ツゲガラオ憲兵分隊

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-399 試製手投爆雷説明書　昭１７．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-400 牛用駄装具説明書　昭１７．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-401 通風管製作機取扱法　昭８．１１．２２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-402 九〇式小空中聴音機取扱法　昭６．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-403 九〇式大空中聴音機取扱法　昭７．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-404 九三式砲隊鏡取扱法　昭１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-405 九三式砲隊鏡取扱法　昭１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-406 九三式砲隊鏡取扱法　昭１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-407 九三式砲隊鏡取扱法　昭１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-408 九三式砲隊鏡取扱法　昭１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-409 九三式砲隊鏡取扱法　昭１０．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-410 九三式砲隊鏡取扱法　昭１０．１１ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-411 九二式歩兵砲用十五年式駄馬具取扱法　昭１３．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-412 九二式歩兵砲用十五年式駄馬具取扱法　昭１３．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-413 九九式輜重輓馬具取扱法　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-414 九九式輜重輓馬具取扱法　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-415 九二式歩兵砲用１５年式駄馬具取扱法　昭１３．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-416
輜重用九七式駄馬具一般用　甲．乙（駄載托架）取扱法　昭１６．
１０

陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-417
輜重用九七式駄馬具一般用　甲．乙（駄載托架）取扱法　昭１６．
１０

陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-418 九七式駄鞍取扱法　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-419 三八式輜重輓馬具附属駄具取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-420 舟艇保存手入の参考　昭１９ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-421 九八式鉄道牽引車取扱法　昭１４．２．２３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-422 陸軍主砲火砲諸元表 長尾２佐

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-423 銃器部品無酸化熱処理について　昭１８．６
第１陸軍技術研究所　第１科第
７班

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-424
１５瓩爆弾投射法（其の２）　註　陸普第５６６７号「九七曲射歩兵砲
取扱法」参照　昭２０．６

第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-425 一〇〇式工作車説明書　昭１９．９ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-426 軍用煙　昭１６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-427 一式照準眼鏡甲取扱法　昭１９．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-428 一式照準眼鏡甲取扱法　昭１９．１．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-429 一式照準眼鏡乙取扱法　昭１９．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-430 一式照準眼鏡乙取扱法　昭１９．１．２５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-431 一式照準眼鏡乙取扱法　昭１９．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-432 一〇〇式照準眼鏡（一〇〇式３７粍砲双連用）取扱法　昭１９．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-433 一〇〇式照準眼鏡（一〇〇式３７粍砲双連用）取扱法　昭１９．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-434 一〇〇式照準眼鏡（一〇〇式３７粍砲双連用）取扱法　昭１９．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-435 一〇〇式照準眼鏡（一〇〇式３７粍砲双連用）取扱法　昭１９．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-436 三七式砲隊鏡取扱法　大元．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-437 三七式砲隊鏡取扱法　大元．１１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-438 九八式砲隊鏡取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-439 九八式砲隊鏡取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-440 九八式砲隊鏡取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-441 九八式砲隊鏡取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-442 写真処理具説明書　昭１９．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-443 一式照準眼鏡乙取扱法　昭１９．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-444 測量用空中写真機説明書　昭１９．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-445 砲隊鏡写真機取扱法　昭８．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-446 砲隊鏡写真機取扱法　昭８．１ 陸軍省
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-447 九一式７糎砲隊鏡取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-448 九一式７糎砲隊鏡取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-449 九一式７糎砲隊鏡取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-450 九一式７糎砲隊鏡取扱法　昭１６．１０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-451 試製三型中央指揮具説明書　昭１０．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-452 駐退復坐機 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-453 三七式砲隊鏡の参考　昭１６．７ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-454 九三式双眼鏡取扱法　昭１１．９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-455 九三式双眼鏡取扱法　昭１１．９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-456 九三式双眼鏡取扱法　昭１１．９．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-457 九三式双眼鏡取扱法　昭１１．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-458 各種軽砲装載砲床説明書　昭１９．９ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-459 各種軽砲装載砲床説明書　昭１９．９ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-460 ２０糎双眼鏡取扱参考 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-461 四一式山砲（歩兵用）説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-462 四一式山砲（歩兵用）取扱上の参考　昭１３．８．２５ 陸軍歩兵学校将校集会所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-463 試製九七式歩兵砲説明書　昭１２．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-464 九九式１０糎山砲取扱法（案）　昭１９．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-465 九四式３７粍砲内?銃説明書　昭１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-466 棒地雷取扱法　昭１９．７．２８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-467 偏差盤（近距離用　遠距離用）取扱法　昭１５．１ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-468 試製九六式軽修理自動車説明書　昭１８．５ 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-469 九五式小型乗用車取扱法（案）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-470 各種火砲弾薬弾室及弾丸関係寸法調査表　昭１８．１１ １研３科

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-471 九四式３７粍砲用　１５年式駄馬具取扱法　昭１２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-472 九四式３７粍砲用　１５年式駄馬具取扱法　昭１２．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-473 十四年式及将校　乗馬具．同鞍覆仮取扱法　昭３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-474 十四年式及将校　乗馬具．同鞍覆仮取扱法　昭３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-475 試製三式５０瓩爆雷説明書　昭１９．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-476 試製九八式装軌自動貨車取扱法（案）　昭１９．６ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-477 試製重修理自動車説明書　昭１８．５ 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-478 陸軍主砲火砲諸元表 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-479 検圧器整備並取扱要領　昭１９．４．２８ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-480 九四式３７粍砲検査の著眼　昭１１．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-481
小銃弾の衝撃に依るセメント・モルタル及びコンクリートの破壊状
況について

陸軍技術本部第１研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-482 大戦後現れたる火砲と大威力機関銃　昭１１．１２ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-483 自動貨車取付消毒器取扱法　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-484 １４年式及将校　乗馬具．同鞍覆仮取扱法　昭３．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-485 職工具及荷造器具取扱法　大３．６．６ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-486 欧州交戦国兵器技術関係電報綴　其の１　昭１５～１８ 駐独武官

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-487 欧州交戦国兵器技術関係電報綴　其の２　昭１３～１５ 駐独武官

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-488 欧州交戦国兵器技術関係電報綴　其の３　昭１５ 駐独武官

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-489 船体保存整備教範 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-490 大発動艇取扱法（案）　昭８．７ 陸軍運輸部　第４４部隊兵器部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-491 九八式湿地橋取扱法 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-492 一式重砲運搬車説明書　昭１７．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-493 九〇式手動圧縮空気喞筒甲乙取扱法　昭１３．５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-494 無気噴油小型「ヂーゼル」　機械取扱参考書 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-495 兵器荷造積載要領　昭１４．１２．１ 陸軍兵器本廠

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-496 試製８糎打上筒弾薬説明書　昭１９．１１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-497 兵器諸元表　其２　器材（補遺）　昭１５．９．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-498 兵器諸元表　其２　器材（補遺）　昭１５．９．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-499 兵器諸元表　其２　器材（補遺）　昭１５．９．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-500 兵器諸元表　其２　器材（補遺）　昭１５．９．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-501
兵器細目名称表（１／２分冊）　無線機器関係　昭１６．２～１７．１
２

第１研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-502
兵器細目名称表（２／２分冊）　無線機器関係　昭１７．１２～１８．
１１

第１研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-503 兵器教育用掛図（写真） -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-504 兵器非準備品細目表　昭１８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-505 兵器諸元表　其４　通信器材　警備器材　昭１８．４ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-506 兵器諸元表　其１　昭１４．１．２０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-507 兵器諸元表　其１　昭１４．１．２０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-508 兵器諸元表　其１　昭１４．１．２０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-509 兵器諸元表　其２　器材　昭１４．１．２０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-510 兵器諸元表　其２　器材　昭１４．１．２０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-511 兵器諸元表　其２　器材　昭１４．１．２０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-512 兵器諸元表　其２　器材　昭１４．１．２０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-513 兵器諸元表（其１）　昭１４．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-514 兵器細目名称表　器材　其の１　昭１２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-515 兵器細目名称表　器材　其の２　昭１２．４ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-516 ３０号及２４号砲身素材製造順序　写真目録 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-517 陸軍造兵廠処務規程　昭１５．３．１ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-518 支那事変兵器蒐録　第１集～第８集　昭１３．１～１４．３ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-519 陸軍造兵廠処務規程　補修追録　第２０回　昭１５．３．１ 陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-520 支那事変兵器蒐録　第１集　昭１３．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-521 火工具取扱法　昭１６．９ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-522 「スキ車」に関する綴　昭１９．２ 満３０３　山下少尉

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-523
兵器保存要領抜萃　第１篇　皮革及麻製品　兵器保存要領抜萃
第４篇　刀．剣．喇叭　及銃器類　昭和１２．３．１２

教育総監部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-524
兵器保存要領抜萃　第１篇　皮革及麻製品　兵器保存要領抜萃
第４篇　刀．剣．喇叭　及銃器類　昭和１２．３．１２

教育総監部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-525 兵器保存要領抜萃　第７篇　一般車輌及馬具　昭和１２．３．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-526 兵器保存要領抜萃　第７篇　一般車輌及馬具　昭和１２．３．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-527 兵器保存要領抜萃　第１０篇　通信機類　昭和１２．３．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-528 昭和７年調査班刊行物　総目録（第６号）　昭和８．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-529 兵器沿革史　第７集の１　大正８．６．１５ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-530 九三式乗用自動車取扱概説　昭和１０．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-531 試製重修理自動車説明書　昭１９．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-532 試製九八式装軌自動貨車取扱法附図（案）　昭和１９．６ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-533 兵器修理実施区分表　昭和１７．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-534 海岸射撃要具点検法　大正２．４ 鎌田少佐

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-535 特種兵器（附弾丸効力実験）　第１篇　大正７．１１ 兵器科

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-536 兵器取扱規則　大正１２．４ 陸軍大臣

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-537 兵器学講義案　大正１４年 陸軍大学校

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-538 兵器門　昭和 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-539 初速の測定　昭和 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-540 「イ三〇一」等各種弾薬図面 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-541 仮九〇式手動圧搾空気喞筒取扱法附図　昭和８．５ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-542 ゲージ規格　昭和９．１０ 陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-543
兵器取扱規則　昭３．１２　兵器履歴規則　昭１２．１０　弾薬取扱
細則　昭１０．１　昭１５．１

陸軍省

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-544 九四式圧縮空気喞筒車説明書　昭和１２．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-545 弾薬資料　昭和１５～１６年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-546 九二式電話機履歴　昭和１６年 朝鮮第２０５９部隊

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-547 九三式１５０糎探照灯取扱法 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-548 九五式軽操舟機取扱に関する参考　昭和 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-549 九八式高圧探知機取扱説明書 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-550 九八式掃海立標等各種仕様書綴　昭和１６～１８年 陸軍技術本部等

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-551 各種機械信管構造機能の大要　昭和１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-552 手動空気ポンプ関係資料　昭和１６～１７年 立川内燃科学研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-553 船舶輸送講義録（附録）　昭和１７．１２ 陸軍運輸部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-554 火砲水上運搬要領　昭和１７．１２ 第１陸軍技術研究所



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-555 気化器来歴表　昭和１７～１８年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-556 手投煙瓶取扱法　昭和１８．２ 第３陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-557 と１９号一型機仕様書　昭和１８．６ 第５陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-558 兵器図書編纂要領　昭和２０．３ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-559 五式浮沈特火点甲取扱法（案）　昭和２０．７ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-560 取扱法　昭和２０年 第１０陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-561 射撃表彙集　秘第２９９号 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-562 Ｒｅｆａ資料 切削製作

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-563 弾道表彙集　明治４１年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-564
試製重砲観測車積載品用法説明書　附録　積載品目員数重量表
明治４２．１１

陸軍技術審査部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-566 弾道表彙集　下巻　大正４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-567
要塞司令部部員　砲兵科将校　提出事項及之に対する答　大正
４．１２

銃砲課

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-568 弾丸効力に関する参考書　大正１１．９ 攻防演習計画委員

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-569 兵器弾薬保存法附録　大正１３．６ 明野陸軍飛行学校

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-570 瓦斯関係史料　大正１５．８～昭和１６．２ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-571 瓦斯関係史料　大正１５～昭１９年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-572 瓦斯教育参考史料　昭和２．６～１８．８ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-573 瓦斯教育参考史料　昭和１１～１９年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-574 防御に於ける瓦斯用法　昭和８．２ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-575 瓦斯防護教範　昭和 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-576 瓦斯防護及消毒に任する捜兵班の教育要領　昭和１１．３ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-577 圧縮アセチレン瓦斯容器履歴　昭和１６～１７年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-578 列国重要銃、砲及機械化車輌諸元表　昭和６年９月 陸軍技術本部調査班

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-579 歩兵新兵器同弾薬使用取扱上の著意事項　昭和１０．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-580 双眼鏡履歴　昭和１３～１８年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-581 化学戦重要数量概表　昭和１４．５ 陸軍習志野学校

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-581_2 化学戦重要数量表　昭和１７．５．３０ 教育総監部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-582 対化参考　昭和１５～１８年 広田中尉

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-583 発電機履歴　昭和１４～１９年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-584 火砲設計の参考　昭和１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-585 九三式電気点火器履歴　昭和１６～１８年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-586 銅及銅合金代用品一覧表　第４次追加修正表　昭和１７．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-587 火砲検査官教育関係書類　昭和１７．７ 陸軍兵器本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-588 九五式防毒面（甲）吸収鑵番号簿　昭和１８．８ 坂本隊

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-589 木製噴進砲・ろ弾説明書他　昭和１９．６ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-590 火砲駐退復坐液に就て　昭和１９．１０ 教育史料



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-591
舶用四式水冷直６筒「ジーゼル」発動機六一型取扱法（案）　昭和
１９．１１

第１０陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-592 各種兵器諸元表　昭和１９．１～２０．１ 陸軍技術研究所等

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-593 新制兵器器材説明書 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-594 軍用写真乾板の性質　等　昭和３～４年 陸軍科学研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-595 昭和４年度　化学兵器教育講義　昭和４．５ 陸軍科学研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-596 化学戦の参考　昭和８年 陸軍工兵学校

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-597 九三式１５０糎探照灯取扱法　昭和１０．６ 陸軍大臣

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-598 八九式重擲弾筒　１４年式拳銃履歴表　昭和１５．４～１９．３ 歩兵第２２２連隊第１中隊

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-599 集団防護一部の参考　発煙筒使用の参考（案）　昭和１６年 満洲５１６部隊

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-600 水際に於ける火砲補給要領　昭和１８．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-601 舟艇消火装置研究原簿　昭和１９年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-602 特種兵器　第２篇　（新案兵器材料）　大正７．１２ 兵器科

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-603
火薬製造要領及検査仮格例　戦時火薬製造要領及検査仮格例
大正１０年

技術課

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-604 各種発動機取扱法等　大正１１～１３年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-605 軍用写真乾板の性質（付録）　昭和３．８ 陸軍科学研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-606 克式６０屯起重機組立要領 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-607 弾薬取扱細則説明書　昭和１０．１ 陸達第１号改正

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-608 製造方式調書（操作要領）　昭和１２．７ 宇治火薬製造所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-609 製造方式調書（製造装置要領図）　昭和１２．７ 宇治火薬製造所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-610 製造方式調書（設備能力基礎表）　昭和１２．７ 宇治火薬製造所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-611 火薬製造要領　昭和１２．９ 陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-612 弾薬取扱細則　昭和１５．１ 陸軍大臣

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-613 安瓦薬合成填実製造方式調書 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-614
防御に於ける対戦車戦闘　応用地雷の製作及其の設置法　他
昭和１９

猛部隊本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-615 兵器弾薬表　明治２３年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-616 九四式山砲用繋馬具細目名称表　昭和１２．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-617 組立式鉄製大発動艇設計図 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-618 兵器補給の方式手続 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-619 独軍照明関係綴 在独武官室

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-620 独軍及独国会社製火砲諸元表 在独武官室

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-621 瓦斯防護法　昭和８．６ 教育総監部本部長

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-622 標準用語（金属・鉱物・土石類）　昭和１１．４ 陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-623
前線に於ける湿潤吸収罐の簡易検査法並に同吸収罐性能回復
応急作業要領　昭和１６．５

支那派遣軍化学戦教育隊

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-624 兵器毀損統計表 陸軍兵器学校研究部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-625 な四八号一型電動発電機仕様書　昭和１８．１０ ５陸技研仕第７７号

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-626 寒地に於ける兵器使用上の注意　昭和１９．１ 北部第１９部隊
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中央-軍隊教育典範兵器各種混合-627 組立式鉄製大発動艇仕様書（案）　昭和２０．２ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-628 ５０瓩照明弾構造要領 在独武官室

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-629 Ｌ６Ｇ５００馬力発動機　工程表　組立表　調製要領　昭和１６．１ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-630 弾薬取扱細則　昭和１０．１ 陸軍大臣

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-631 要塞探照灯教練の参考（其の１）　昭和１７．６ 秋山少佐

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-632 各種兵器の性能．用途．諸元参考綴 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-633 対空対戦車砲に関する参考　昭和７年６月 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-634 兵器保存要領　第１．２篇　昭和１２．３ 陸軍省．陸普１２１４号

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-635 水際に於ける火砲補給要領　昭和１８．１ 第１陸軍技術研究所

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-636 兵器の取扱及保存に関する参考書　大正２．３ 陸軍重砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-637
兵器保存要領　第６類　測遠機．眼鏡．測角器及望遠写真機　大
正３．９

-

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-638
兵器保存要領　第３類　野戦重砲・攻守城砲及海岸砲　大正３．１
０

-

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-639 兵器保存要領　第８類　通信器材　大正４．４ -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-640 化学戦教範作成資料 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-641 一式機動４７粍砲調整上の参考　昭和１９．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-642 九九式小動力鑿岩機取扱法　昭和１６．２ 陸普第１０５８号

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-643 コムソモール型トラクター予備品　昭和１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-644 一〇〇式１０糎双眼鏡（気球用）説明書　昭和１９．１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-645 手投弾薬九四式代用発煙筒（甲）説明書　昭和１０．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-646 陣中兵器業務の参考　第２篇 陸軍工科学校

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-647 陣中兵器業務の参考　第４篇 陸軍工科学校

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-648 瓦斯防護必携　第１．２．３巻　昭和１３・１４年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-649 手投弾薬九九式手榴弾取扱法　試製手投爆雷説明書 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-650 兵器保存要領抜萃　昭和１２．３．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-651 兵器保存要領　第３類　野戦砲及高射砲　昭和２年１０月 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-652 馬具制式に関する調　大正４年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-653 九三式測高計取扱法　昭和１０年 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-654 九五式３馬力７馬力築頭取扱法　昭和１１年２月２０日 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-655 九〇式手動圧縮空気喞筒甲乙取扱法　昭和１３年５月 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-656 九五式軽操舟機甲取扱法　昭和１６年３月 -

中央-軍隊教育典範兵器各種混合-657 各種銃器主要諸元表（其の１）（其の２） -

中央-軍隊教育典範その他-1 敵軍戦法早わかり（米軍の上陸作戦）　昭和１９．９．２４ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-2 敵軍戦法早わかり（米軍の上陸作戦）　昭和１９．９．２４ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-3 米軍工兵操典　偽装 -

中央-軍隊教育典範その他-4 米軍野外教令上陸作戦　昭和１８．２ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-5 ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲＦＯＲＴＲＥＳＳ　ＩＳ　ＢＯＲＮ（抜萃） -
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中央-軍隊教育典範その他-6 ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲＦＯＲＴＲＥＳＳ　ＩＳ　ＢＯＲＮ（抜萃） -

中央-軍隊教育典範その他-7 米国航空機性能表　昭和１９年 関東軍調製

中央-軍隊教育典範その他-8 敵軍戦法早わかり（米軍の上陸作戦）　昭和１９．９ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-9 米国陸軍標識．略語．軍隊符号　昭和１９．４ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-10 米軍兵器部の編制及業務　昭和１３．７ 陸軍兵器本部

中央-軍隊教育典範その他-11 米軍歩兵野外操典　小銃連隊　付．対戦車砲中隊　昭和１８．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-12 米軍歩兵野外操典　小銃連隊　付．対戦車砲中隊　昭和１８．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-13 米軍歩兵野外操典　小銃連隊　昭１６ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-14 米陸軍歩兵操典 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-15 米軍概覧補遺（其２）　昭和１９．４．３０ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-16 米軍工兵操典　偽装　昭和１８．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-17 米軍基本野外操典　沿岸防備　昭和１８．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-18 米軍基本野外教令　軍事総合情報　戦闘総合情報　昭和１８．７ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-19 米軍幕僚野外教令　幕僚及戦闘命令　昭和１８．５ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-20 米陸軍作戦要務令　昭和１９．７．１０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-21 米軍野外教令上陸作戦　昭和１８．２ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-22 米軍野外教令上陸作戦　昭和１８．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-23 米軍野外教令上陸作戦　昭和１８．２ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-24 米軍野外教令上陸作戦　昭和１８．２ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-25 米軍野外教令上陸作戦　昭和１８．２ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-26 米軍野外教令上陸作戦　昭和１８．２ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-27 米軍野外教令上陸作戦　昭和１８．２ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-29 戦時下米国の金融状況　昭１７．８ 世界経済調査会

中央-軍隊教育典範その他-30 米国統制経済の全貌　昭１０．８ 全国産業団体連合会

中央-軍隊教育典範その他-31 米国事情　昭５．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-32
米軍航空機塔載用　１２．７粍（０．０５吋）Ｍ２　ブローニング固定
旋回型　機関銃説明書　昭和１９．７

陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-33
米軍航空機塔載用　１２．７粍（０．５０吋）Ｍ２　ブローニング固定
旋回型機関銃説明書　昭和１９．７

陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-34
米軍航空機塔載用　１２．７粍（０．５０吋）Ｍ２　ブローニング固定
旋回型機関銃説明書　昭和１９．７

陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-35
米軍航空機塔載用　１２．７粍（０．５０吋）Ｍ２　ブローニング固定
旋回型機関銃説明書　昭和１９．７

陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-36 米軍概覧補遺（其２）　昭１９．４．３０ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-37 米軍弾薬の概要（其２）（試製弾薬の部）　昭９．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-38 ジョンソン半自動小銃　昭１５．１１．２９ -

中央-軍隊教育典範その他-39 １９１９年式「コルト」水冷式　重機関銃説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-40 １９１４年式「コルト」空冷式　重機関銃説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-41 １９１９年式「コルト」水冷式　重機関銃説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-42 米軍兵器概説（銃器火砲）　昭１６．９ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範その他-43 米軍兵器概説（銃器火砲）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-44 米軍兵器概説（銃器火砲）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-45 米軍兵器概説（銃器火砲）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-46 米軍兵器概説（銃器火砲）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-47 米軍兵器概説（銃器火砲）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-48 米軍兵器概説（銃器・火砲）　昭１９．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-49 米国製　ＭＩＡ２　３７粍　高射機関砲説明書　昭１８．９ 陸軍第１技術研究所

中央-軍隊教育典範その他-50 米国製　ＭＩＡ２　３７粍高射機関砲説明書　昭１８．９ 陸軍第１技術研究所

中央-軍隊教育典範その他-51 米国製　ＭＩＡ２　３７粍高射機関砲説明書　昭１８．９ 陸軍第１技術研究所

中央-軍隊教育典範その他-52 米国製　ＭＩＡ２　３７粍高射機関砲説明書　昭１８．９ 陸軍第１技術研究所

中央-軍隊教育典範その他-53 米国製　ＭＩＡ２　３７粍高射機関砲説明書　昭１８．９ 陸軍第１技術研究所

中央-軍隊教育典範その他-54 米軍兵器概説　戦車　装甲自動車　其の他　自動車類　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-55 米軍兵器概説　戦車　装甲自動車　其の他　自動車類　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-56 米軍兵器概説（戦車・装甲車）　昭１８．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-57 米軍兵器概説（戦車・装甲車）　昭１８．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-58 米軍機甲一覧表（改訂版）　昭１９．１．３０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-59
米軍兵器概説　爆破器材　近接戦闘器材　化学戦闘器材　渡河器
材　通信器材　昭１６．９

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-60
米軍兵器概説　爆破器材．近接戦闘器材．化学戦闘器材．渡河器
材．通信器材　昭１６．９

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-61 米軍兵器概説　測機　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-62 米軍兵器概説　測機　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-63 米軍弾薬の概要　昭７．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-64 米国軍弾砲諸表 -

中央-軍隊教育典範その他-65 米国戦艦識別一覧表　昭１９．８ -

中央-軍隊教育典範その他-66 米軍兵器写真要覧　第１巻　昭１１．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-67 米軍兵器写真要覧　第１巻　昭１１．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-68 米軍兵器写真要覧　第１巻　昭１１．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-69 米軍兵器写真要覧　第１巻　昭１１．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-70 米軍兵器写真要覧　第２巻　昭１１．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-71 米軍兵器写真要覧　第２巻　昭１１．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-72 米軍兵器写真要覧　第３巻　昭１１．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-73 米軍兵器写真要覧　第３巻　昭１１．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-74 米軍兵器写真要覧　第３巻　昭１１．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-75 米軍兵器写真要覧　第３巻　昭１１．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-76 ソ軍常識　昭１４．７．１５ 帝国在郷軍人会本部

中央-軍隊教育典範その他-77 ソ軍常識　昭１４．７ 在郷軍人会

中央-軍隊教育典範その他-78 ソ軍常識　昭１４．７ 在郷軍人会
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中央-軍隊教育典範その他-79 ソ軍常識　昭１９．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-80 ソ軍常識　昭１９．１ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-81 ソ軍常識　昭１４．７．１９ 帝国在郷軍人会本部

中央-軍隊教育典範その他-82 ソ軍常識　昭１４．７．１９ 帝国在郷軍人会本部

中央-軍隊教育典範その他-83 ソ軍常識　昭１４．１０ 帝国在郷軍人会本部

中央-軍隊教育典範その他-84 赤軍戦法早わかり 陸軍大学校研究部

中央-軍隊教育典範その他-85 赤軍戦法早わかり 陸軍大学校研究部

中央-軍隊教育典範その他-86 赤軍戦法早わかり 陸軍大学校研究部

中央-軍隊教育典範その他-87 対ソ戦闘法要綱 田島　憲邦

中央-軍隊教育典範その他-88 赤軍戦法早わかり 陸軍大学校研究部

中央-軍隊教育典範その他-89 「ソ」軍化学戦の概要　昭１７．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-90 「ソ」軍化学戦の概要　昭１７．４ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-91 赤軍読本 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-92 赤軍歩兵戦闘教令　昭１９．７ 関東軍司令部

中央-軍隊教育典範その他-93 ソ連邦航空機要覧　昭９．８．２５ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-94 労農赤軍歩兵操典　第２部（戦闘） 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育典範その他-95 労農赤軍歩兵操典　第２部（戦闘）　昭２ 陸軍歩兵学校訳

中央-軍隊教育典範その他-96 労農赤軍歩兵操典　第２部（戦闘）　昭２ 陸軍歩兵学校訳

中央-軍隊教育典範その他-97
ソ軍歩兵戦闘教令　第１巻　昭和１３年制定　ソ軍歩兵戦闘教令草
案　第２巻　昭和１５年制定

帝国在郷軍人会本部

中央-軍隊教育典範その他-98
ソ軍歩兵戦闘教令　第１巻　昭和１３年制定　ソ軍歩兵戦闘教令草
案　第２巻　昭和１５年制定

帝国在郷軍人会本部

中央-軍隊教育典範その他-99
赤軍砲兵操典　第２部　赤軍砲兵中隊及大隊の指揮小隊教令
昭２　制定

陸軍野戦砲兵学校訳

中央-軍隊教育典範その他-100 狙撃兵団連隊工兵教程　昭１０　発布 帝国在郷軍人会本部

中央-軍隊教育典範その他-101 ソ軍兵器及ソ連工業に関する観察　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-102 ソ軍防空仮教令　昭１２．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-103 赤軍防空教令　赤軍偽装教範　昭４　制定 陸海軍人民委員

中央-軍隊教育典範その他-104 赤軍防空教令　赤軍偽装教範　昭４　制定 陸海軍人民委員部

中央-軍隊教育典範その他-105 赤軍高等司令部教令草案 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-106
赤軍高等司令部教令草案　付．赤軍歩兵基本教練仮規定　付．赤
軍戦術作業便覧　昭１０

教育総監部訳

中央-軍隊教育典範その他-107 赤軍騎兵操典　第２部　第１編　昭４　発布 陸軍騎兵学校訳

中央-軍隊教育典範その他-108 赤軍騎兵操典　第３部（陣中勤務の部）　昭４　発布 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-109 極東駐屯露軍　明３７．１ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-110 露国砲兵操典　第３部 砲兵監部

中央-軍隊教育典範その他-111 ソ軍歩騎砲士官学校通信勤務教程（第２編通信機関）　昭１２．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-112 赤軍騎兵戦闘教令草案　昭８　発布 陸軍騎兵学校

中央-軍隊教育典範その他-113 露国野外要務令　付　混成支隊戦闘教令　明３７．１０ 大本営陸軍部訳

中央-軍隊教育典範その他-114 ソ軍対戦車防御 兵学研究会



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範その他-115 「ソ」軍司令部野外要務令（臨時） 成武堂

中央-軍隊教育典範その他-116 「ソ」軍司令部野外要務令（臨時）　昭１１　制定 成武堂

中央-軍隊教育典範その他-117 「ソ」軍司令部野外要務令（臨時）　昭１１ 成武堂

中央-軍隊教育典範その他-118 赤軍野外教令　昭１１ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-119 赤軍野外教令　昭１１ -

中央-軍隊教育典範その他-120 赤軍野外教令　昭１１ -

中央-軍隊教育典範その他-121 １９２９年発布　赤軍野外教令 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-122 赤軍野外教令　昭１１ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-123 赤軍野外教令草案（後編）　大１４ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-124 ソ軍戦闘法図解　昭１６．１２ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-125 ソ軍戦闘法図解　昭１６．１２ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-126 ソ軍戦闘法図解　続編１　昭１８．６ 陸軍偕行社

中央-軍隊教育典範その他-127 ソ軍戦闘法図解（続編１）　昭１８．６ 陸軍偕行社

中央-軍隊教育典範その他-128 ソ軍戦闘法図解　続編２　昭１８．７ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-129 ソ軍戦闘法図解　続編２　昭１８．７ 陸軍偕行社

中央-軍隊教育典範その他-130 ソ軍戦闘法図解　続編２　昭１８．７ 陸軍偕行社

中央-軍隊教育典範その他-131 ソ軍戦闘法図解　終編　昭１８．８ 陸軍偕行社

中央-軍隊教育典範その他-132 ソ軍戦闘法図解　終編　昭１８．８ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-133 東「ソ」「ソ」軍後方準備調書　昭２０．４ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-134 露国野外要務令　付．混成支隊戦闘教令　明３７．１０ 陸軍参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-135 極東ソ領兵要事情　昭１６．８ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-136 ソ軍防毒面　防毒覆及馬．犬用防毒具説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-137 ソ軍防毒面　防毒覆及馬．犬用防毒具説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-138 ソ軍の障碍物　昭１５．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-139 ソ連調査資料月報　昭１６．１ 満鉄調査部

中央-軍隊教育典範その他-140 改正露国陸軍営繕諸規則　大８ 市川寅次郎訳

中央-軍隊教育典範その他-141 赤軍野外教令改正の要点に就いて　昭１５．５．１ 尾高部隊参謀部

中央-軍隊教育典範その他-142 最近に於ける　ソ連編制　装備　戦法　参考資料　昭１７．５ 岩切大佐

中央-軍隊教育典範その他-143 ソ連工業関係史料 -

中央-軍隊教育典範その他-144
ソ邦の工業及交通　エロフェエフ月報（３．４．５．６月号）　昭１１．
９．２１

香取孝輔訳

中央-軍隊教育典範その他-145 赤軍概観　昭８．３．１ 陸軍経理学校

中央-軍隊教育典範その他-146 露国の軍制　明３８．９．１６ -

中央-軍隊教育典範その他-147 赤軍後方施設並其補給　昭５ 陸軍経理学校

中央-軍隊教育典範その他-148 某軍戦法研究の参考　続編（其２） 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-149 某軍戦法研究の参考　続編　其２　昭９．８ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-150 某軍戦法研究の参考補遺　昭９．３ 教育総監部
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中央-軍隊教育典範その他-151 赤軍戦法研究の参考　昭７．６．１５ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-152 露軍の後方勤務　明３７．１ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-153 露軍の後方勤務　明３７．１ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-154 赤軍狙撃部隊教育計画作成に関する指示　昭１４ 国防人民委員部

中央-軍隊教育典範その他-155 赤軍瓦斯防護仮教令　昭１１．１２．２０ 陸軍科学研究所

中央-軍隊教育典範その他-156
ソ軍１８９１年　１９３０年式　小銃説明書（付．ソ連狙撃銃）　昭１
６．８

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-157 ソ軍「ディヤコノーフ」式擲弾銃説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-158 ソ軍「デクチャレフ」式軽機関銃説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-159 ソ軍「デクチャレフ」式軽機関銃説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-160 ソ軍「デクチャレフ」式軽機関銃説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-161 ソ軍マキシム重機関銃　昭１３．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-162 ソ軍マキシム重機関銃　昭１３．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-163 ソ軍マキシム重機関銃説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-164 ソ軍マキシム重機関銃説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-165 ソ軍マキシム重機関銃説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-166 ソ軍マキシム重機関銃説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-167 ソ軍マキシム重機関銃説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-168 ソ軍マキシム重機関銃説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-169 ソ軍銃器火砲の概説　昭１４．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-170 ソ軍銃器火砲の概説　昭１４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-171 ソ軍銃器火砲の概説（第３版）　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-172 ソ軍銃器火砲の概説（第３版）　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-173 ソ軍銃器火砲の概説（第３版）　昭１６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-174 ソ軍銃器火砲の概説（第３版）　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-175 ソ軍銃器火砲の概説（第３版）　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-176 ソ軍銃器火砲の概説（第３版）　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-177 ソ軍銃器火砲の概説　昭１４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-178 ソ軍火砲一覧表　昭１９．３．１０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-179 ソ軍１９１５年式　擲弾筒説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-180 ソ軍１９１５年式　擲弾筒説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-181 ソ軍１９１５年式　擲弾筒説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-182 ソ軍１９１５年式　擲弾筒説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-183 ソ軍１９０２～１９３０年式　７６粍野砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-184 ソ軍１９０２～１９３０年式　７６粍野砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-185 ソ軍歩兵連隊砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-186 ソ軍歩兵連隊砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範その他-187 ソ軍１９１０～１９３０年式　１２糎榴弾砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-188 ソ軍１９１０～１９３０年式　１２糎榴弾砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-189 ソ軍１９１０～１９３０年式　１２糎榴弾砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-190 ソ軍　戦車　装甲自動車　其他車両類　概説（第３版）　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-191 ソ軍　戦車　装甲自動車　其他車両類　概説（第３版）　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-192 ソ軍手榴弾説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-193 ソ軍　戦車　装甲自動車　其他車両類　概説（第３版） -

中央-軍隊教育典範その他-194 ソ軍手榴弾説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-195 ソ軍　化学戦資材　爆破器材　近接戦闘器材　概説　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-196 ソ軍　化学戦資材　爆破器材　近接戦闘器材　概説　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-197 ソ軍　化学戦資材　爆破器材　近接戦闘器材　概説　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-198 ソ軍　化学戦資材　爆破器材　近接戦闘器材　概説　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-199 ソ軍　化学戦資材　爆破器材　近接戦闘器材　概説　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-200 ソ軍　化学戦資材　爆破器材　近接戦闘器材　概説　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-201 ソ軍　化学戦資材　爆破器材　近接戦闘器材　概説　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-202 ソ軍　化学戦資材　通信器材　爆発器材　地雷類　概説　昭１５．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-203 ソ軍　化学戦資材　通信器材　爆発器材　地雷類　概説　昭１５．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-204
ソ軍　通信器材　渡河器材　特殊交通器材　機力器材　概説　昭１
６．８

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-205
ソ軍　通信器材　渡河器材　特殊交通器材　機力器材　概説　昭１
６．８

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-206
ソ軍　通信器材　渡河器材　特殊交通器材　機力器材　概説　昭１
６．８

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-207
ソ軍　通信器材　渡河器材　特殊交通器材　機力器材　概説　昭１
６．８

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-208
ソ軍　通信器材　渡河器材　特殊交通器材　機力器材　概説　昭１
６．８

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-209
ソ軍　通信器材　渡河器材　特殊交通器材　機力器材　概説　昭１
６．８

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-210 対戦車擲弾銃　「シモノフ式」自動装填対戦車銃（ソ連）　昭１７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-211 ソ連邦航空機要覧　昭９．８．２５ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-212 ソ軍射撃教令（手榴弾）　１９３８年発布 -

中央-軍隊教育典範その他-213 ソ軍歩兵連隊砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-214 ソ軍「ディヤコノーフ」式擲弾銃説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-215 ソ軍「ディヤコノーフ」式擲弾銃説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-216 東部「ソ」領民族要覧　原住民族の部　昭１７．３ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-217 ソ軍１９１０～１９３０年式　１２糎榴弾砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-218 ラ式３７粍対戦車砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-219 ソ軍　戦車　装甲自動車　其他車両類　概説（第２版）　昭１４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-220 ソ軍　化学戦資材　通信器材　爆発器材　地雷類　概説　昭１５．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-221
ソ軍兵器要覧　第１巻（銃器．火砲．弾薬．火具の部）　昭１４年増
補訂正

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-222
ソ軍兵器要覧　第１巻（銃器．火砲．弾薬．火具の部）　昭１４年増
補訂正

陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範その他-223
ソ軍兵器要覧　第１巻（銃器．火砲．弾薬．火具の部）　昭１４年増
補訂正

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-224 ソ軍兵器要覧　第２巻　車両の部　昭１４年増補訂正 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-225
ソ軍兵器要覧　第２巻（写真）　銃器．火砲．弾薬火具．測機．車両
昭１１．５

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-226 ソ軍兵器要覧　第３巻（器材の部　其の１）　昭１４年増補訂正 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-227 ソ軍兵器写真要覧　昭７．１２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-228 英国軍事彙報　第３５号航空　昭２０．６．２７ 軍令部

中央-軍隊教育典範その他-229 欧州政変を前にカナダ航空工業の展望　昭１４ 企画院

中央-軍隊教育典範その他-230 英軍空中降下師団に関する資料　昭１９．３．１５ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-231 英国陣中要務令（第２巻）　１９２４年 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-232 英国陣中要務令（第２巻）　１９２４年 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-233 濠洲の国防問題　昭和１７．４ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-234 英国歩兵小隊教練　１９１９年発布　大１１．１．２０ 陸軍省

中央-軍隊教育典範その他-235 英国輜重兵教範　第３部　１９１１年　大４．３ 水野義三郎訳

中央-軍隊教育典範その他-236 英軍野外教令　第２巻（摘訳）　１９３５年　昭１７．１１ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-237 英帝国国防地理（後編）　自治領及植民地諸国　昭１６．５ 軍令部

中央-軍隊教育典範その他-238 シドニー建設時代の概況　昭１８．９ 南洋経済研究所

中央-軍隊教育典範その他-239 濠洲領「ニューギニア」航空事情　昭１９．５ 治集団司令部

中央-軍隊教育典範その他-240 濠洲軍典範令集（第１巻）　兵用語彙及部隊の編制　昭１７．６ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-241 濠洲軍典範令集（第２巻）　命令及伝達　昭１７．１１ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-242 濠洲軍典範令（第３巻　其の２）　作戦要務令（防御）　昭１７．６ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-243 濠洲軍典範令（第３巻　其の２）　作戦要務令（防御）　昭１７．６ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-244
濠洲軍典範令集（第３巻　其の５）　作戦要務令（野戦に於ける瓦
斯使用法）　昭１７．７

参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-245
濠洲軍典範令集（第３巻　其の５）　作戦要務令（野戦に於ける瓦
斯使用法）　昭１７．７

参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-246 濠洲軍典範令集（第３巻　其の６）　作戦要務令（退却）　昭１７．７ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-247 濠洲軍典範令集（第４巻）　野戦工兵　昭１７．８ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-248 濠洲軍典範令集（第８巻）　瓦斯防御　昭１７．８ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-249 濠洲軍典範令集（第１２巻）　諸表及参考資料　昭１７．８ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-250 英軍兵器概説（銃器火砲）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-251 英軍兵器概説（銃器火砲）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-252 英軍兵器概説（銃器火砲）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-253 英軍兵器概説（銃器火砲）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-254 英軍兵器概説（銃器火砲）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-255 英軍兵器概説（銃器火砲）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-256 英軍兵器概説（銃器火砲）　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-257 英軍兵器概説（銃器．火砲）　昭１８．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-258 英軍兵器概説（銃器．火砲）　昭１８．３ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範その他-259 英軍兵器概説（機甲車両）　昭１８．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-260 英軍兵器概説（機甲車両）　昭１８．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-261 英軍兵器概説（機甲車両）　昭１８．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-262 英軍兵器概説（機甲車両）　昭１８．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-263 英軍兵器概説　戦車　装甲自動車　牽引車　自動車類　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-264 英軍兵器概説　戦車　装甲自動車　牽引車　自動車類　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-265 英軍兵器概説　戦車　牽引車　装甲自動車　自動車類　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-266 英軍兵器概説　戦車　装甲自動車　牽引車　自動車類　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-267 英軍兵器概説　戦車　装甲自動車　牽引車　自動車類　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-268
英軍兵器概説　爆破器材．渡河器材．化学戦器材．通信器材　昭
１６．９

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-269
英軍兵器概説　爆破器材．渡河器材．化学戦器材．通信器材　昭
１６．９

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-270 英軍機甲一覧表　昭１９．８ 陸軍技術行政本部

中央-軍隊教育典範その他-271 爆弾及び爆薬（英文） -

中央-軍隊教育典範その他-272
英軍兵器概説　爆破器材．渡河器材．化学戦器材．通信器材　昭
１６．９

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-273 空戦　現代の空軍の指導と運用に関する考察 Ｈ・Ｖ・ローデン少佐

中央-軍隊教育典範その他-274 独国民間防空　昭１２．１ -

中央-軍隊教育典範その他-275 独国軍事彙報　第３号航空　昭２０．３．１０ -

中央-軍隊教育典範その他-276 独軍に関する資料　航空．防空．築城．交通及通信．雑　昭１３．９ -

中央-軍隊教育典範その他-277 独軍に関する資料　編成及装備　車両及燃料　防空兵器及測器 -

中央-軍隊教育典範その他-278 独軍に関する資料　独逸国情　独国軍事技術及工業 -

中央-軍隊教育典範その他-279 独逸の空襲避難所に関する規則 内務省計画局

中央-軍隊教育典範その他-280 装甲戦車防御の参考　昭８．１２．１ 刈田秀郎訳

中央-軍隊教育典範その他-281 独逸防空法施行令　独逸防空法施行令に就いて 東部防衛司令部

中央-軍隊教育典範その他-282 独逸防空法令解説 内務省計画局

中央-軍隊教育典範その他-283 独逸のジードルンク事業 内務省計画

中央-軍隊教育典範その他-284 工場の空襲防備　昭１２．６ 日本工業協会

中央-軍隊教育典範その他-285 自家防空
ハー・フォン・ムチウス著　内務
省計画局

中央-軍隊教育典範その他-286 独逸国民防空の組織　昭１３．５ -

中央-軍隊教育典範その他-287 独逸の空襲対策　昭１８．８．１２ 防衛総司令部

中央-軍隊教育典範その他-288
昭和十七年五月十五日より同九月十五日に至る間浙?作戦の体
験資料抜粋　昭和十七年十一月

電信第５連隊

中央-軍隊教育典範その他-289 独逸歩兵操典　明３６．２ 陸軍大学校

中央-軍隊教育典範その他-290 独逸歩兵操典　明３９．１２ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-291 独国徒歩砲兵操典　第４部（戦闘の部）　明４２．４ -

中央-軍隊教育典範その他-292 独逸歩兵操典　第１部　大１３．５ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-293 独逸歩兵操典　第１部 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-294 独逸歩兵操典　第２部　大１３．５ 偕行社
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中央-軍隊教育典範その他-295 独逸歩兵操典　第２部　大１３．５ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-296 独逸歩兵操典　第３部　大１３．４ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-297 独逸歩兵操典　第３部　大１３ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-298 独逸歩兵操典　第４部　大１３．５ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-299 独逸歩兵操典　第４部　大１３．５ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-300 独逸歩兵操典　第４部 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-301
独逸歩兵操典　第５部　第１編　歩兵大隊　第２編　歩兵連隊　大
１３．５

偕行社

中央-軍隊教育典範その他-302 独逸歩兵操典　第５部 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-303 独逸歩兵操典　私案　大１１．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範その他-304 独逸砲兵射撃教範　大９．６ -

中央-軍隊教育典範その他-305 独逸騎兵操典草案　大１４．１０ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-306 軍隊指揮　昭１１．１０ 千城堂

中央-軍隊教育典範その他-307 軍隊指揮　第２編　昭１６．６ 千城堂

中央-軍隊教育典範その他-308 独逸の戦略　瑞西デニゲル大佐述　昭１７．１０ 第５部隊

中央-軍隊教育典範その他-309 築城学教授指針　１９１２年独逸士官学校 -

中央-軍隊教育典範その他-310 独国野戦砲兵射撃教範　付表　１９１７年発布 -

中央-軍隊教育典範その他-311 独逸築城及要塞戦闘要領　大３．８．２０ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-312 独逸築城及要塞戦闘要領　大３．８．２０ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-313 独逸新野外要務令改正説明書　明２９．２．２５ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-314 独逸諸兵作業教範　昭１６．７ 武揚堂

中央-軍隊教育典範その他-315 独逸諸兵作業教範　昭１６．７ 武揚堂

中央-軍隊教育典範その他-316 独逸諸兵作業教範　昭１６．７ 武揚堂

中央-軍隊教育典範その他-317 独逸諸兵作業教範　昭１６．６ 武揚堂

中央-軍隊教育典範その他-318 戦術　全　大５．１２ 独国レッフレル中佐著　偕行社

中央-軍隊教育典範その他-319 独逸戦術指針付録戦史例　２・３ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-320
指揮官．幕僚の野外演習　森林沼沢地に於ける指揮所地区の防
御

ヘエ・ヴェーチヌイ

中央-軍隊教育典範その他-321 独軍巴爾幹作戦の概要　昭１７．１０ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-322 独軍巴爾幹作戦の概要　昭１７．１０ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-323 独軍巴爾幹作戦の概要　昭１７．１０ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-324 独軍クレタ島作戦の概要　昭１７．３ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-325 独国軍需工場視察報告　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-326 独国軍需工場視察報告　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-327 独国行李弾薬縦列及輜重勤務令　明４２．１１ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-328 独逸に於ける毒瓦斯工業
ギュンテル・ライマン著　田辺基
夫訳

中央-軍隊教育典範その他-329
独逸の戦争準備と戦時経済　第１巻　付録　第３分冊（第２部　独
逸陸軍各兵科の発達）　昭７．３

陸軍経理学校

中央-軍隊教育典範その他-330 独逸最高統帥　大１０．２ ファルケンファイン
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中央-軍隊教育典範その他-331 野砲兵実験戦術論 独国佐官　キフバウエル氏

中央-軍隊教育典範その他-332 西方戦場に於ける戦車戦（今次大戦） 陸軍機甲本部

中央-軍隊教育典範その他-333 陣地戦に於ける攻撃砲兵　昭６．３ 独「ブルッフミュラー」大佐著

中央-軍隊教育典範その他-334 砲兵論　明３２．１０
独逸陸軍大将公爵「クラフト」著
偕行社

中央-軍隊教育典範その他-335 独国４０年式機関短銃構造　及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-336 独国４０年式機関短銃構造　及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-337 独国４０年式機関短銃構造　及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-338 独国４０年式機関短銃構造　及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-339 独国４０年式機関短銃構造　及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-340 独国４０年式機関短銃構造　及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-341 独国４０年式機関短銃構造　及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-342 独国４０年式機関短銃構造　及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-343 独国３４型機関銃説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-344 独国３４型機関銃説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-345 独国３４型機関銃説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-346 独国３４型機関銃説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-347 独国３４型機関銃説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-348 独国３４型機関銃説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-349 独国３４型機関銃説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-350 独国３４型機関銃説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-351 独国３４式機関銃取扱説明書　第１巻 -

中央-軍隊教育典範その他-352 独国３４式機関銃取扱説明書　第１巻付図 -

中央-軍隊教育典範その他-353 独国３４式機関銃取扱説明書　第１巻付図 -

中央-軍隊教育典範その他-354 独国３８型２０糎車載機関砲　構造及取扱説明書 -

中央-軍隊教育典範その他-355 独国３８型２０粍車載機関砲構造及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-356 独国３８型２０粍車載機関砲構造及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-357 独国３８型２０粍車載機関砲構造及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-358 独国３８型２０粍車載機関砲構造及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-359 独国３８型２０粍車載機関砲構造及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-360 独国３８型２０粍車載機関砲構造及取扱説明書　昭１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-361 独国「ラ」式銃砲試験報告　昭１２．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-362 独軍兵器概説　第１巻（銃器．火砲） 陸軍兵器本部

中央-軍隊教育典範その他-363 独軍兵器概説　第１巻（銃器・火砲）　昭１８．１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-364
１．独国に於ける自動車工業及軍用機械化車両に就いて　２．独
国火砲の趨勢　昭１４．１

陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-365
１．独国に於ける自動車工業及軍用機械化車両に就いて　２．独
国火砲の趨勢　昭１４．１１

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-366
１．独国に於ける自動車工業及軍用機械化車両に就いて　２．独
国火砲の趨勢　昭１４．１１

陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範その他-367 独国に於ける火砲に就いて　昭１６．１ 陸軍中佐　沼口匡隆

中央-軍隊教育典範その他-368 独国に於ける火砲に就いて（部外秘）　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-369 独国に於ける火砲に就いて（部外秘）　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-370 独国に於ける火砲に就いて（部外秘）　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-371 独国に於ける火砲に就いて（部外秘）　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-372 独国に於ける火砲に就いて（部外秘）　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-373 独国に於ける火砲に就いて（部外秘）　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-374 独国に於ける火砲に就いて（部外秘）　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-375 独国に於ける火砲に就いて（部外秘）　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-376 独軍兵器概説　第３巻（器材）　昭１８．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-377 独軍機甲一覧表　昭１９．２．１０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-378 兵器に関する資料（独逸の列車砲）　昭１８．２．１５ 技術院第４部

中央-軍隊教育典範その他-379
西方戦場に於ける独軍の配備要図（第１号）　１９１６年７月～１１
月

第９課

中央-軍隊教育典範その他-380 野戦及び要塞戦に於ける夜間戦闘　全　明３１．１０ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-381 軍隊指揮　昭１１．１０ 千成堂

中央-軍隊教育典範その他-382 独逸騎兵操典　全 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-383 他兵連合野戦砲兵　巻の２ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-383_2 他兵連合　野戦砲兵　巻の２ 偕行社蔵版

中央-軍隊教育典範その他-384 独国連合兵種の指揮及戦闘　１９２１．９　発布 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-385 独国連合兵種の指揮及戦闘　１９２１．９　発布 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-386 独国連合兵種の指揮及戦闘　１９２１．９　発布 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-387 独国連合兵種の指揮及戦闘（続編）　１９２３．６　発布 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-388 他兵連合野戦砲兵　巻の１ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-389
仏国航空教練仮規定草案　第２部　駆逐飛行隊の部　大１２．１
１．１

陸軍航空部

中央-軍隊教育典範その他-390 仏国砲兵射撃一般教範　１９３６．５．７発布　昭１３．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-391 仏国高射砲兵射撃教範訳　１９２１．１．１ 斉藤　寿恵雄

中央-軍隊教育典範その他-392 仏国要塞軌典抜萃 -

中央-軍隊教育典範その他-393 １８９７年３月１５日付　工兵勤務に関する訓令 -

中央-軍隊教育典範その他-394 他兵連合　野戦砲兵　巻の２ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-395 他兵連合　野戦砲兵　巻の３ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-396 他兵連合　野戦砲兵　巻の３ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-397 他兵連合　野戦砲兵付図（６葉） 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-398 １９２０年　仏国歩兵操典草案 臨時軍事調査委員

中央-軍隊教育典範その他-399 １９２０年２月１日発布　仏国歩兵操典草案　第２部　大１１．８ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-400 １９２４年発布　仏国騎兵操典　第２部　大１４．１０ 陸軍騎兵学校訳

中央-軍隊教育典範その他-401 １９２４年発布　仏国騎兵操典　第２部　大１４．１０ 陸軍騎兵学校訳
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中央-軍隊教育典範その他-402 １９２２年発行　仏軍大隊部戦術的用法教令草案　大１２．１ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-403 １９２２年発行　仏軍大隊部戦術的用法教令草案　大１２．１ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-404 １９２２年発行　仏軍大隊部戦術的用法教令草案　大１２．１ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-405
シェルフィール中佐口述　騎兵戦術講授書　前編　１８９４年より１
８９６年に至る間　仏国陸軍大学校に於いて

-

中央-軍隊教育典範その他-406
シェルフィール中佐口述　騎兵戦術講授書　後編　１８９４年より１
８９６年に至る間　仏国陸軍大学校に於いて

-

中央-軍隊教育典範その他-407 １９３６年発布　仏軍大単位部隊戦術的用法教令　昭１４．２ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-408 １９４０年西方作戦に於ける　仏軍公報 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-409 仏国軍事鉄道輸送条例（１） -

中央-軍隊教育典範その他-410 １９１１年改正　仏国将校野外必携　上巻　明４５．６ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-411 仏国将校野外必携　下巻　明４５．６ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-412 仏国野戦砲兵　明４２．７ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範その他-413 １８７８年改正　仏国査問会議条例 -

中央-軍隊教育典範その他-414 仏国軍団陣地攻撃命令の一例　大１３ -

中央-軍隊教育典範その他-415 対支作戦参考資料（教）　其の１　昭１３．８ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-416 新戦闘綱要詳解　第１巻
訓練総監部訳　南京軍用図書
社

中央-軍隊教育典範その他-417 新戦闘綱要詳解　第２巻
訓練総監部訳　南京軍用図書
社

中央-軍隊教育典範その他-418 新戦闘綱要詳解　第３巻
訓練総監部訳　南京軍用図書
社

中央-軍隊教育典範その他-419 独軍最高統帥　１／３ 実践学社

中央-軍隊教育典範その他-420 独軍最高統帥　２／３　民国４３．３ 実践学社

中央-軍隊教育典範その他-421 独軍最高統帥　３／３　民国４３．３ 実践学社

中央-軍隊教育典範その他-422 支那軍兵器要覧　参考資料特別号　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-423 支那軍兵器要覧　参考資料特別号　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-424 支那軍兵器要覧　昭１３．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-425 支那軍火砲概説　其１　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-426 押収１５年式手榴弾説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-427 支那軍兵器一般　第２編　昭１３．１．２０ 萱場　四郎

中央-軍隊教育典範その他-428 中支那派遣軍教育規定　昭１３．３．５ 中支那派遣軍司令部

中央-軍隊教育典範その他-429 伊太利憲兵勤務 -

中央-軍隊教育典範その他-430 泰軍兵器概説　昭１６．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-431 敵軍戦法早わかり　空輸部隊に就いて　昭１９．１０．２４ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-432 英・米・ソ軍飛行機識別の参考　昭１６．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-433 英・米・ソ軍飛行機識別の参考　昭１６．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-434 英・米・ソ軍飛行機識別の参考　昭１６．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-435 英・米・ソ軍飛行機識別の参考　昭１６．９ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-436 米・英軍常識 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-437 米・英軍常識　昭１８．１２ 教育総監部
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中央-軍隊教育典範その他-438 米・英軍常識　昭１９．７ 陸軍偕行社

中央-軍隊教育典範その他-439 米（英）軍情早わかり　昭１９．３ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-440 西班牙国内戦に於ける国民軍鹵獲兵器調査報告　昭１３．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-441 独ソ戦に現われたソ軍兵器を主観とせるソ連事情　昭１６．１２．５ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育典範その他-442 バルト３国事情　昭１９．８．２５ 情報局

中央-軍隊教育典範その他-443 伊エ紛争について -

中央-軍隊教育典範その他-444 独伊に於ける主要官民研究所に就いて -

中央-軍隊教育典範その他-445 １８７０年～１８７１年　独仏戦例集　巻の２ 第４部第１班

中央-軍隊教育典範その他-446 諸外国防空制度概要　１９３５．６ -

中央-軍隊教育典範その他-447 工場の防空 陸軍省

中央-軍隊教育典範その他-448 イタリヤ．フランス．ベルギー　防毒具取締及検査規定 内務省計画局

中央-軍隊教育典範その他-449
１９１４年仏白独国境付近に於ける　仏第３第４軍及　独第４第５軍
遭遇戦の概要　大１４．１１

陸軍経理学校

中央-軍隊教育典範その他-450 １８７０年～１８７１年　独仏戦争戦例集　巻の２ -

中央-軍隊教育典範その他-451 参考書　第５２号　明４５．５ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育典範その他-452 日・米・英航空便覧　昭２０．１ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-453 日・米・英航空便覧　昭２０．１ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-454 日・米・英航空便覧　昭２０．１ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-455 日・米・英航空便覧　昭２０．１ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-456 日・米・英航空便覧　昭２０．１ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-457 米・英航空機性能表　昭１８．１１ -

中央-軍隊教育典範その他-458 外国兵器写真便覧　昭１７．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-459 外国兵器写真便覧　昭１７．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-460 外国兵器写真便覧（銃器・火砲）　昭１８．３ -

中央-軍隊教育典範その他-461 外国兵器写真便覧（銃器・火砲）　昭１８．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-462 外国兵器写真便覧（銃器・火砲）　昭１８．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-463 外国兵器諸元表　昭１８．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-464 外国兵器諸元表　昭１８．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-465 １８９６年式「モーゼル」　軍用拳銃説明書　昭１２．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-466 １８９６年式「モーゼル」　軍用拳銃説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-467 １８９６年式「モーゼル」　軍用拳銃説明書　昭１２．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-468 外国兵器諸元調査表（拳銃）　昭１６．５ 陸軍技術本部　第１部第２科

中央-軍隊教育典範その他-469 外国兵器諸元調査表（拳銃・写真）　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-470 外国兵器諸元調査表（拳銃・写真）　昭１６．５ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-471 外国兵器諸元調査表（自動小銃．写真）　昭１６．５ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-472 外国兵器諸元調査表（自動小銃．写真）　昭１６．５ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-473 外国兵器諸元調査表（自動小銃．写真）　昭１６．５ 陸軍技術本部　第１研究所
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中央-軍隊教育典範その他-474 外国兵器諸元調査表（自動小銃）　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-475 外国兵器諸元調査表（自動小銃）　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-476 「モ」式小銃　第１・２・３型説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-477 「モ」式小銃　第１・２・３型説明書　昭１４．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-478 「チェッコ」１９２９年式　「ブルノ」社自動小銃説明書　昭１２．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-479 １９１８年式「ベルクマン」　自動短銃説明書　昭１２．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-480 １９１８年式「ベルクマン」　自動短銃説明書　昭１２．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-481 １９２１年式トンプソン　自動短銃説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-482 外国兵器諸元調査表（機関短銃）写真　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-483 外国兵器諸元調査表（機関短銃）写真　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-484 外国兵器諸元調査表　機関短銃　写真　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-485 外国兵器諸元調査表（機関短銃．写真）　昭１６．５ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-486 外国兵器諸元調査表（機関短銃）　昭１６．６ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-487 外国兵器諸元調査表（軽機関銃）　昭１６．６ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-488 外国兵器諸元調査表（軽機関銃）　昭１６．６ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-489 「チ」式７・９粍軽機関銃説明書（改訂）　昭１４．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-490 「チ」式７・９粍軽機関銃説明書（改訂）　昭１４．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-491 「チ」式７・９粍軽機関銃説明書（改訂）　昭１４．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-492 １８９６年式「ルイス」軽機関銃説明書　昭１２．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-493 １８９６年式「ルイス」式　軽機関銃説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-494 １８９６年式「ルイス」　軽機関銃説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-495 １９１５年式Ｃ．Ｓ．Ｒ．Ｇ型支那製　軽機関銃説明書 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-496 １９１９～１９２２年式ブローニング　軽機関銃説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-497 １９１９～１９２２年式ブローニング　軽機関銃説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-498 ＫＥ７　軽機関銃説明書　昭１２．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-499 １９２８年式「マドセン」軽機関銃説明書　昭１２．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-500 １９２５年式ビッカース．ベルチェー　軽機関銃説明書　昭１２．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-501 外国兵器諸元調査表（軽機関銃．写真）　昭１６．６ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-502 外国兵器諸元調査表（軽機関銃．写真）　昭１６．６ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-503 外国兵器諸元調査表（軽機関銃．写真）　昭１６．６ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-504
「チェツコ」５３式　「ブルノ」社（ＺＢ５３）　重機関銃説明書　昭１６．
２

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-505 「チェツコ」５３式　「ブルノ」社ＺＢ５３　重機関銃説明書　昭１６．２ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-506
「チェツコ」５３式　「ブルノ」社（ＺＢ５３）　重機関銃説明書　昭１６．
２

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-507 １９１９年式「コルト」水冷式　重機関銃説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-508 １９１４年式「コルト」空冷式　重機関銃説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-509 １９１４年式「コルト」空冷式　重機関銃説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範その他-510 １９１４年式「コルト」空冷式　重機関銃説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-511 １９１４年式「コルト」空冷式　重機関銃説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-512 １９０７年式　サン．テチェン　重機関銃説明書　昭１２．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-513 外国兵器諸元調査表（重機関銃）　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-514 外国兵器諸元調査表　重機関銃　昭１６．７ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-515 外国兵器諸元調査表（重機関銃．写真）　昭１６．７ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-516 外国兵器諸元調査表（重機関銃．写真）　昭１６．７ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-517 外国兵器諸元調査表（重機関銃．写真）　昭１６．７ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-518 「モ」式小銃　第１．２．３型取扱法　昭１５．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範その他-519 「イ」式小銃取扱法　昭１６．８ 陸軍省

中央-軍隊教育典範その他-520
１８９７年式及１９１４年式　「ホッチキス」　重機関銃説明書　昭１
２．８

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-521
１８９７年式及１９１４年式　「ホッチキス」　重機関銃説明書　昭１
２．８

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-522
１８９７年式及１９１４年式　「ホッチキス」　重機関銃説明書　昭１
４．３

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-523 １９０９年式「ビッカース」　重機関銃説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-524 １９０９年式　ビッカース　重機関銃説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-525 外国火砲諸元表　山砲及山地榴弾砲　昭１６．８ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-526 外国火砲諸元表　付録写真　（山砲及山地榴弾砲）　昭１６．８ 陸軍技術本部　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-527 外国火砲諸元曲線図　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-528 「ホッチキス」２５粍機関砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-529 「ホッチキス」２５粍機関砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-530 「ホッチキス」２５粍機関砲説明書　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-531
１９１９年式Ａ４型重銃身　ブローニング空冷式　７・６２粍機関銃説
明書　昭１６．９

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-532 「ビッカース」１２粍７Ｄ型　高射機関砲説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-533 「ラ」式２０粍高射機関砲砲架説明書　昭１７．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-534 「ホッチキス」１３粍２　高射機関砲説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-535 「ホッチキス」１３粍２　高射機関砲説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-536 「ホッチキス」１３粍２　高射機関砲説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-537 「ホッチキス」１３粍２　高射機関砲説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-538 「ビッカース」１２粍７Ｄ型　高射機関砲説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-539 「ビッカース」１２粍７Ｄ型　高射機関砲説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-540 「エリコン」２０粍基塔式ＳＬａＳＳ型　高射機関砲説明書　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-541 「エリコン」２０粍基塔式　ＳＬａＳＳ型高射機関砲説明書　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-542 「エリコン」２０粍基塔式　ＳＬａＳＳ型高射機関砲説明書　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-543 外国兵器諸元調査表（２０～２５粍級）　高射機関砲　昭１７．１０ 陸軍技術研究所　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-544 外国兵器諸元調査表　２０～２５粍級高射機関砲　昭１７．１０ 陸軍技術研究所　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-545 外国兵器諸元調査表　２０～２５粍級高射機関砲　昭１７．１０ 陸軍技術研究所　第１研究所
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中央-軍隊教育典範その他-546
外国兵器諸元調査表　２０～２５粍級　高射機関砲　写真　昭１７．
１０

陸軍技術研究所　第１研究所

中央-軍隊教育典範その他-547
外国兵器諸元調査表　２０～２５粍級　高射機関砲　写真　昭１７．
１０

陸軍技術研究所　第１科

中央-軍隊教育典範その他-548
外国兵器諸元調査表　２０～２５粍級高射機関砲　写真　昭１７．１
０

陸軍技術研究所　第１科

中央-軍隊教育典範その他-549
外国兵器諸元調査表　２０～２５粍級高射機関砲　写真　昭１７．１
０

陸軍技術研究所　第１科

中央-軍隊教育典範その他-550 外国兵器諸元表　３７～４０粍級高射機関砲　昭１７．１０ 陸軍技術研究所　第１科

中央-軍隊教育典範その他-551 外国兵器諸元表　３７～４０粍級高射機関砲　昭１７．１０ 陸軍技術研究所　第１科

中央-軍隊教育典範その他-552 外国兵器諸元表　３７～４０粍級高射機関砲　昭１７．１０ 陸軍技術研究所　第１科

中央-軍隊教育典範その他-553 外国兵器諸元表調査表　４０粍級高射機関砲　写真　昭１７．１０ 陸軍技術研究所　第１科

中央-軍隊教育典範その他-554 外国兵器要覧　高射火器　昭１８．１２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-555
ラインメタルＳＴ１０型及同用ＳＴ２２型　３７粍機関砲野戦砲架説明
書　昭１６．３

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-556
ラインメタルＳＴ１０型及同用ＳＴ２２型　３７粍機関砲野戦砲架説明
書　昭１６．３

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-557 ラインメタルＳＴ２４型　３７粍砲野戦砲架説明書　昭１６．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-558 ラインメタルＳＴ２４型　３７粍砲野戦砲架説明書　昭１６．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-559 ラインメタルＳＴ１０型３７粍機関砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-560 「エリコン」２０粍野戦機関砲説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-561 「エリコン」２０粍野戦機関砲説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-562 「エリコン」２０粍野戦機関砲説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-563 「エリコン」２０粍　野戦機関砲照準具及　弾倉説明書　昭１４．３ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-564 「エリコン」２０粍　野戦機関砲照準具及　弾倉説明書 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-565 ラインメタル式３７粍対戦車砲説明書　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-566 ラインメタル式３７粍対戦車砲説明書　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-567 ラインメタル式３７粍対戦車砲説明書　昭１６．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-568 各国１０糎級榴弾砲概説　昭１７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-569 各国１０糎級榴弾砲概説　昭１７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-570 各国１５糎級榴弾砲概説　昭１７．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-571 各国１０糎級加農概説　昭１７．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-572 欧洲各国軍装甲自動車の現況　装甲自動車について　昭３．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-573 「ヂーゼル」発動機付　牽引車取扱上の参考　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-574 各国軍牽引車　昭１７．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-575 ラインメタル式３７粍対戦車砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-576 ラインメタル式３７粍対戦車砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-577 ラインメタル式３７粍対戦車砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-578 ラインメタル式３７粍対戦車砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-579 ラインメタル式３７粍対戦車砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-580 ラインメタル式３７粍対戦車砲説明書　昭１６．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-581 ラインメタル１０型３７粍機関砲弾薬説明書　昭１６．３ 陸軍技術本部
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中央-軍隊教育典範その他-582 戦車及び対戦車　兵器について 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-583 各国対戦車砲　昭１６．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-584 外国兵器写真便覧機甲車両　昭１８．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-585 外国兵器写真便覧機甲車両　昭１８．３ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-586 １９０８年式「マキシーム」重機関銃説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-587 ベーラー歩兵砲について　昭１５．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-588 １９０８年「マキシーム」重機関銃説明書　昭１２．８ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-589 各国小口径兵器の趨勢について　昭６．１０．３０ 陸軍造兵廠

中央-軍隊教育典範その他-590 列国新兵器の趨勢　第２版　昭１９．６．１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-591 列国新兵器の趨勢　第２版　昭１９．６．１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-592 列国主要兵器（小兵器及大砲）諸元表　昭１４．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-593 列国近接戦闘兵器　手榴弾．擲弾器　昭１３．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-594 列国近接戦闘兵器　偽装器材　昭１３．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-595 列国近接戦闘兵器　迫撃砲　昭１３．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-596 列国近接戦闘兵器　特種弾丸　昭１３．４ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-597
列国近接戦闘兵器　照明器材．消音．消焔器．殺人光線．特種照
準具．特種望遠鏡　夜間眼鏡並暗視　昭１３．５

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-598 列国近接戦闘兵器　防弾具．防楯鋼．安全ガラス　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-599 列国近接戦闘兵器　自動銃　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-600
列国近接戦闘兵器　土木及木工器材　候敵器材．登攀器材　特種
投射器　昭１３．５

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-601 列国近接戦闘兵器　装備　主として歩兵　昭１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-602
列国近接戦闘兵器　障碍物．地雷及対戦車地雷　電気障碍物．破
壊器材　昭１３．５

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-603 列国近接戦闘兵器　歩兵砲　昭１３．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-604 列国近接戦闘兵器　対戦車問題　昭１３．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-605 列国近接戦闘兵器　第一線通信器材　昭１３．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-606 列国近接戦闘兵器　架橋器材　昭１３．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-607 外国製銃器取扱の参考　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育典範その他-608 外国製銃器取扱の参考　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育典範その他-609 外国兵器参考　昭１５ 第３科

中央-軍隊教育典範その他-610 米英上陸作戦用　舟艇一覧表 -

中央-軍隊教育典範その他-611 敵国兵器に関する参考 -

中央-軍隊教育典範その他-612 外国火砲諸元表　昭１２．６ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-613 日．米．英飛行機便覧　昭１８．９ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-614 日．米．英飛行機便覧　昭１８．９ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-615 日．米．英飛行機便覧　昭１８．９ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-616 日．米．英飛行機便覧　昭１８．９ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-617 日．米．英飛行機便覧　昭１８．９ 参謀本部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範その他-618 日．米．英飛行機便覧　昭１８．９ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-619 日．米．英飛行機便覧　昭１８．９ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-620 敵飛行機識別便覧　昭１７．１２ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-621 航空参考資料　昭１９．４ 海軍航空本部

中央-軍隊教育典範その他-622 ＰＡ型「ペダーセン」自動小銃説明書　昭１２．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-623 ＰＡ型「ペダーセン」自動小銃説明書　昭１２．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-624 「ロケット」利用兵器　兵政調参考資料　第１１０号　昭１９．１２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-625 「ロケット」利用兵器　兵政調参考資料　第１１０号　昭１９．１２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-626 地上協力機研究　昭１４．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-627 欧米列強航空の現状概観　昭９．１１．１５ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-628 主要国に於ける塔載　機関砲の口径について　昭９．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-629 蘭印軍兵器概説　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-630 蘭印軍兵器概説　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-631 列国主要装甲車両一覧表　昭１５．８ 陸軍技術本部　第５部

中央-軍隊教育典範その他-632 米・英軍常識　昭１８．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-633 米・英軍常識　昭１８．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-634 米・英軍常識　昭１８．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-635 キューバ内戦見聞報告　明治３１．５．２～９．２０ 陸軍砲少佐　柴五郎

中央-軍隊教育典範その他-636 敵軍戦法早わかり　米軍の上陸作戦　昭１９．１０．２０ 台湾軍司令部

中央-軍隊教育典範その他-637 敵軍戦法早わかり　米軍の上陸作戦　昭１９．９．２４ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-638 米．英．独．伊．ソ　新鋭機要覧　昭和１７．１１ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育典範その他-639 伊国陸軍主要兵器性能表　昭和１６．１１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-640 米陸軍航空　Ｂ－１７Ｆ射界図 -

中央-軍隊教育典範その他-641 敵軍戦法早わかり（空輸部隊に就いて）　昭和１９．１０．２４ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-642
独ソ戦に現れた　ソ軍兵器を主観とせるソ連事情　昭和１６．１２．
５

陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-643 殱滅会戦の諸問題　第２次大戦独軍統帥叢書　第１巻
退役歩兵大将　Ｅｄｇａｒ　Ｒｏｈｎｉ
ｃｈｉ

中央-軍隊教育典範その他-644 殱滅会戦の諸問題　第２次大戦独軍統帥叢書　第１巻
退役歩兵大将　Ｅｄｇａｒ　Ｒｏｈｎｉ
ｃｈｉ

中央-軍隊教育典範その他-645 野戦兵家必用　１ -

中央-軍隊教育典範その他-646 野戦兵家必用　２ -

中央-軍隊教育典範その他-647 野戦兵家必用　３ -

中央-軍隊教育典範その他-648 兵学教程読本　３ -

中央-軍隊教育典範その他-649 兵学教程読本　１３ -

中央-軍隊教育典範その他-650 兵学教程読本　１４ -

中央-軍隊教育典範その他-651_2 兵学教程読本　１８ -

中央-軍隊教育典範その他-652 兵学教程読本付図全 内外兵事新聞局

中央-軍隊教育典範その他-653 戦略論　巻１ ブルーメ
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中央-軍隊教育典範その他-654 戦略論　巻２ ブルーメ

中央-軍隊教育典範その他-655 戦略論　巻３ ブルーメ

中央-軍隊教育典範その他-656 戦略論　巻４ ブルーメ

中央-軍隊教育典範その他-657 参謀科教程　巻２ -

中央-軍隊教育典範その他-658 夏夜の夢　全 -

中央-軍隊教育典範その他-659
英国国際法年鑑所載　上海に於ける共同租界及び　フランス租界
１９３８年

-

中央-軍隊教育典範その他-660 帝国及び列国の陸軍　昭和１５年度 陸軍省

中央-軍隊教育典範その他-661 米軍概覧　昭和１７．１１．３０ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-662 米英軍常識　昭和１８．１２ 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-663 米英関係情報参謀（将校）勤務の参考　昭和１９．１．２０ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-664 偕行社記事特号第８３８別冊第１付録　米英軍に関する資料 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-665 敵（米）軍作戦重要諸元概覧　昭和２０．３．３０ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-666 ドイツ兵站勤務令　明治２３年翻訳 -

中央-軍隊教育典範その他-667 露国の陸軍（騎兵の部）全　明治３６年８月
普国陸軍大尉男爵テットウ氏著
陸軍騎兵実施学校訳

中央-軍隊教育典範その他-668 戦略論　巻の２
独逸陸軍大将「クラフト」著　日
本陸軍士官学校訳　偕行社蔵
版

中央-軍隊教育典範その他-669 戦略論　巻の３
独逸陸軍大将「クラフト」著　日
本陸軍士官学校訳　偕行社蔵
版

中央-軍隊教育典範その他-670 連隊兵棊指針及例題　明治３７．２ 独国イマヌュール大尉著

中央-軍隊教育典範その他-671 戦略論　付図
独逸陸軍大将「クラフト」著　日
本陸軍士官学校訳

中央-軍隊教育典範その他-672 砲兵論
独逸陸軍大将「クラフト」著　日
本陸軍士官学校訳

中央-軍隊教育典範その他-673 士官必携　戦術手簿　第１巻　明治３５．７．２０ 陸軍騎兵大尉　今村圭太郎

中央-軍隊教育典範その他-674 士官必携　戦術手簿　第２巻　明治３６．３．１０ 陸軍騎兵大尉　今村圭太郎

中央-軍隊教育典範その他-675 伊国砲兵必携　城砦砲兵の部　巻の１ -

中央-軍隊教育典範その他-676 伊国砲兵必携　城砦砲兵の部　巻の２ -

中央-軍隊教育典範その他-677 英国野外要務令草案　全　明治３６．６．３０ -

中央-軍隊教育典範その他-678 独逸陣中軌典　野外勤務論　第１編　明治２０．１２ 偕行社蔵版

中央-軍隊教育典範その他-679 独逸陣中軌典　野外勤務論　第２編　明治２３．２ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-680 独逸陣中軌典　第１編　明治２２．４．１８ 偕行社蔵版

中央-軍隊教育典範その他-681 兵卒教科書　明治３７．１１．２５ 山口書店発行

中央-軍隊教育典範その他-682 独逸軍団軍橋輜重諸車両の装載 -

中央-軍隊教育典範その他-683 戦略論　巻の１
独逸陸軍大将クラフト著　日本
陸軍士官学校訳　偕行社蔵版

中央-軍隊教育典範その他-684 伊国砲兵必携　巻の１　海岸砲兵の部 -

中央-軍隊教育典範その他-685 伊国砲兵必携　巻の３　海岸砲兵の部 -

中央-軍隊教育典範その他-686 伊国砲兵必携　巻の５　海岸砲兵の部 -

中央-軍隊教育典範その他-687 野外演習軌典　第１版（総則全）　明治１５．３ 陸軍省

中央-軍隊教育典範その他-688 参謀服務要領前編　全　明治１８．７ 陸軍省

中央-軍隊教育典範その他-689 歩兵訓誨　全　明治２０．１２
帝国陸軍中将ワルデルゼー著
陸軍文庫
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中央-軍隊教育典範その他-690 未来戦術論　巻の１　明治２５．６ 陸軍大学校

中央-軍隊教育典範その他-691 未来戦術論　巻の２　明治２６．１２．２９ 陸軍大学校

中央-軍隊教育典範その他-692 改正　独逸野外要務令　全　明治３１．１ -

中央-軍隊教育典範その他-693 １９００年　露国歩兵操典　全　明治３６．５．１０ 東京兵林館発行

中央-軍隊教育典範その他-694 仏国戦闘教練　明治２０．６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育典範その他-695 歩．騎．砲兵に対する　歩兵射撃指揮示針　明治３６．４ 東京偕行社蔵版

中央-軍隊教育典範その他-696 軍制汎論　第１巻　第１．第２ -

中央-軍隊教育典範その他-697 軍制汎論　第２巻　第３．第４ -

中央-軍隊教育典範その他-698 軍制汎論　第３巻　第５．第６ -

中央-軍隊教育典範その他-699 軍制汎論　第４巻　第７．第８ -

中央-軍隊教育典範その他-700 軍制汎論　第５巻　第９～第１１ -

中央-軍隊教育典範その他-701 赤軍野外教令　昭和４ 偕行社

中央-軍隊教育典範その他-702 技術調査報　第２３号　昭和１５．３．１ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-703 独軍歩兵の教育 -

中央-軍隊教育典範その他-704 泰西１４列国軽気球術（軽気球隊）の沿革 -

中央-軍隊教育典範その他-705 羅針盤航行参考書 陸軍船舶練習部

中央-軍隊教育典範その他-706
第１次欧洲大戦及其の後に於ける独逸の総力戦（未完）　昭和１
７．３

参謀本部第４部

中央-軍隊教育典範その他-707 欧洲戦史講義録　付図．付表 中川少佐

中央-軍隊教育典範その他-708 斥候勤務 -

中央-軍隊教育典範その他-709 「ヘリヲグラフ」通信　明治４３．３ -

中央-軍隊教育典範その他-710 鉄道に関する参考　大正１年 工兵少佐　セント・ヂーカーク述

中央-軍隊教育典範その他-711 弾薬取扱細則（陸達８号）　大正９．２ 陸軍省

中央-軍隊教育典範その他-712 ドイツの防空対策関係資料　昭和１６年 -

中央-軍隊教育典範その他-713 船舶輸送講義録（付録）　昭和１７．１２ 陸軍運輸部

中央-軍隊教育典範その他-714 煙教育（集団防護主要資材の取扱法）　昭和１９．１ -

中央-軍隊教育典範その他-715 赤軍歩兵戦闘教令　他　昭和１９．５ 高嶋少佐史料

中央-軍隊教育典範その他-716 明治８年測量「習志野原及周回邨落図」をめぐって 関口　正雄

中央-軍隊教育典範その他-717 １９１２年式各兵科下士卒用　外套製作規則外　２件　大正６．５ 新武多美訳

中央-軍隊教育典範その他-718 赤軍野外教令　昭和４年発布 参謀本部翻訳

中央-軍隊教育典範その他-719 兵器図書保管簿（予備）　昭和５～１８年 枚方製造所

中央-軍隊教育典範その他-720 兵器図書保管簿（操砲用弾薬）　昭和１１～１８年 枚方製造所

中央-軍隊教育典範その他-721 ソ軍編制装備の概要及重要数量等　昭和１２．１ 陸軍大学校

中央-軍隊教育典範その他-722 日．独．米．ソ　軍装備火器（銃器）一覧表 -

中央-軍隊教育典範その他-723 砲身自由後座運動に関する諸元の算法　明治３８．１０ 陸軍技術審査部

中央-軍隊教育典範その他-724 図式計算表に就て　大正１３．８ 火砲製造所

中央-軍隊教育典範その他-725 本邦陸軍火薬に　砲内弾道学を適用する試案　大正１４．９ 長沢少佐



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範その他-726 本邦陸軍火薬に応ずる砲内弾道表（帯状薬）　大正１５．１２ 長沢少佐

中央-軍隊教育典範その他-727 密位分画対数表　昭和３．１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範その他-728 野外験速儀に依る初速測定法　昭和４．４ 加島砲兵大尉

中央-軍隊教育典範その他-729 砲内弾道表　昭和６．１ 陸軍技術本部第１部

中央-軍隊教育典範その他-730 世界大戦に於ける国防及兵器　昭和８．３
退職少将　エルンスト・フォン・ヴ
リスベルヒ著　参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-731 設計審査手簿箋 火砲班

中央-軍隊教育典範その他-732 実戦的歩兵教育論　明治３５．１２
独国陸軍中佐　フォン・デルコル
ツ著

中央-軍隊教育典範その他-733 砲内弾道略表　大正８．１２
陸軍技術本部１部　長沢大尉編
纂

中央-軍隊教育典範その他-734 砲内弾道略表　大正８．１２
陸軍技術本部１部　長沢大尉編
纂

中央-軍隊教育典範その他-735
世界戦争の経験に基き歩兵戦術の変化に関する独軍事界の趨勢
大正９．１０

渡辺少将

中央-軍隊教育典範その他-736 砲内弾道学　昭和３．７ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-737 ＢＢ式験速儀落高仮速対照表　昭和４．６ 陸軍技術本部１部

中央-軍隊教育典範その他-738 各種火砲公算躱避典線等諸表 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-739 射表班研　第７８号　弾道実験用線図集 長沢少佐

中央-軍隊教育典範その他-740 砲外弾道曲線図　昭和５．１１ -

中央-軍隊教育典範その他-741 弾道諸表　昭和６．６ 射表班

中央-軍隊教育典範その他-742 応用地雷設置の参考　昭和２０．６ 東海軍管兵器部　技術班

中央-軍隊教育典範その他-743 墺帝国軍隊衛生勤務　規則抜萃及認識票規則　明治　年 -

中央-軍隊教育典範その他-744 作図に関する若干の着想　昭和１７．７ 高嶋少将史料

中央-軍隊教育典範その他-745 仏国陣中軌典　明治６年 陸軍文庫

中央-軍隊教育典範その他-746 撰兵論　明治１０．２ 陸軍文庫

中央-軍隊教育典範その他-747 西洋．戦法沿革誌　全上下　明治１２．９ 陸軍文庫

中央-軍隊教育典範その他-748 兵棋教範　明治１４．１０ 陸軍文庫

中央-軍隊教育典範その他-749 馬氏軍制要論　明治１６．１１ 陸軍文庫

中央-軍隊教育典範その他-750 平時に於ける参謀部の勤務　明治３６．５ 陸軍大学校

中央-軍隊教育典範その他-751 兵員亀鑑　巻上下 生田清範著

中央-軍隊教育典範その他-752 強行渡河（カ．ヱル氏著）　明治４３．５ 陸軍大学校

中央-軍隊教育典範その他-753
攻撃前進方法卑見　独逸兵事週報第１２１．１２２号所載　大正１
年

山崎大尉訳

中央-軍隊教育典範その他-754 機関銃の使用に関し獨軍将校の意見紹介　大正１２年 山崎大尉

中央-軍隊教育典範その他-755 「ソ」軍関係史料　昭和１６．２～１７．８ 陸軍大学校

中央-軍隊教育典範その他-756 戦闘正面 広良一訳

中央-軍隊教育典範その他-757 砲兵の使用法に関する研究　明治４３．１ 独陸軍少将リヒテル著

中央-軍隊教育典範その他-758 統帥及政略　全　大正１１年 ルーデンドルフ著

中央-軍隊教育典範その他-759 統帥及政略　全　大正１１年 ルーデンドルフ著

中央-軍隊教育典範その他-760 狙撃分．小隊及擲弾銃分隊　戦闘教令草案　昭和９．４ -

中央-軍隊教育典範その他-761 新兵教育及新馬調教に関する摘訳論評　大正３．２ 騎兵少尉　小畑英良



令和５年４月４日

中央-軍隊教育典範その他-762 ベーラー歩兵砲に就て　昭和１５．１０ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-763 地下工場建設指導要領案　昭和２０．２ 技術院　陸軍省

中央-軍隊教育典範その他-764 米軍戦法の参考　昭和１８．９ 参謀本部

中央-軍隊教育典範その他-765 独逸　参謀要務　前編　１ -

中央-軍隊教育典範その他-766 独逸　参謀要務　前編　２・３ -

中央-軍隊教育典範その他-767 独逸　参謀要務　前編　４・５ -

中央-軍隊教育典範その他-768 被服手入保存法　大正１４年１１月１２日 -

中央-軍隊教育典範その他-769 教練教科書　術科の部（職員用） 陸軍省兵務課

中央-軍隊教育典範その他-770
参考書　外国｛歩兵．騎兵．砲兵．野戦築城．架橋．戦斗序列｝
明治３５年２月

-

中央-軍隊教育典範その他-771 支那軍兵器要覧　昭和１３年１０月 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-771_2 支那軍兵器要覧　昭和１３年１０月 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-771_3 支那軍兵器要覧　昭和１３年１０月 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-771_4 支那軍兵器要覧　昭和１３年１０月 陸軍技術本部

中央-軍隊教育典範その他-772 外国兵器諸元表　昭和１８年３月 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-773 外国兵器要覧（火砲後編）　昭和１８年７月 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育典範その他-774 米軍呼称表 -

中央-軍隊教育典範その他-775 国土決戦教令　昭和２０年４月２０日 大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-776 仏軍大部隊戦術的用法教令草案　大正１２年 -

中央-軍隊教育典範その他-777 独国３４型機関銃説明書　独国４０年機関短銃構造及取扱説明書 -

中央-軍隊教育典範その他-778 学校教練必携　前編（軍事講話の部）　昭和８年 陸軍省徴幕課編纂

中央-軍隊教育典範その他-779 学校教練必携　後編（軍事講話の部）　昭和８年 陸軍省　徴幕課編纂

中央-軍隊教育典範その他-780
仏国攻守城教令　１８９９年２月４日仏国陸軍省発布　明治３４年７
月

要塞砲兵監部

中央-軍隊教育典範その他-781 １９３６年発布　赤軍野外教令 -

中央-軍隊教育典範その他-782 海岸築城論　１８９９年～１９００年 魯国工兵大佐　Ｎ．Ｂｕｊｎｉｃｋｉ

中央-軍隊教育典範その他-783 海岸防御論　１９世紀後半 Ａｒｂｅｒｔ　Ｇｒａｓｓｅｔ（仏）

中央-軍隊教育典範その他-784 歩兵隊軽機関銃　射撃手簿 -

中央-軍隊教育典範その他-785 砲兵隊　分隊長手帳 -

中央-軍隊教育典範その他-786 瓦斯防護必携　第１．２．３巻　昭和１３年～１４年 -

中央-軍隊教育典範その他-787
The Field Service Regulation(Feld Diendt Ordnung,1900) of the
GERMAN ARMY 1900

-

中央-軍隊教育典範その他-788 軍用電信教範草案（ロシア語）　明治３７年 -

中央-軍隊教育典範その他-789
高嶋少将史料　新旧赤軍　歩兵戦闘教令対照抜粋　昭和１９年２
月

関東軍参謀部

中央-軍隊教育典範その他-790 師団通信隊教練規定 教育総監部

中央-軍隊教育典範その他-791 陸軍省検閲　学生兵役参考 -

中央-軍隊教育典範その他-791_2 陸軍省検閲　学生兵役参考 川上景可

中央-軍隊教育典範その他-792
独「ソ」戦に現はれたる「ソ」軍の作戦遂行能力並作戦(戦闘)指導
の特色

大本営陸軍部

中央-軍隊教育典範その他-793 冨士部隊戦闘教令　昭和２０年１月 冨士部隊本部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程共通-1 航空気象（雲の部） 満州第６９部隊

中央-軍隊教育教程共通-2 兵器生産基本教程　１　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-3 兵器生産基本教程　１ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-4 兵器生産基本教程　１　製図　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-5 兵器生産基本教程　２ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-6 兵器生産基本教程　２　鍛造　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-7 兵器生産基本教程　３　熔接　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-8 兵器生産基本教程　４ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-9 兵器生産基本教程　４　仕上　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-10 兵器生産基本教程　４ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-11 兵器生産基本教程　１３　発動機 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-12 兵器生産基本教程　１３　発動機　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-13 兵器生産基本教程　１３ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-14 兵器生産基本教程　１４　発動機　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-15 工作能率指導叢書　機械工作編　第１集　昭１８ 陸軍省

中央-軍隊教育教程共通-16 工作能率指導叢書　機械工作編　第１集 陸軍省

中央-軍隊教育教程共通-17 工作能率指導叢書　機械工作編　第２集　昭１８ 陸軍省

中央-軍隊教育教程共通-18 工作能率指導叢書　機械工作編　第２集 陸軍省

中央-軍隊教育教程共通-19 工作能率指導叢書　機械工作編　第３集　昭１８ 陸軍省

中央-軍隊教育教程共通-20 工作能率指導叢書　機械工作　第３集 陸軍省

中央-軍隊教育教程共通-21 工作能率指導叢書　機械工作編　第５集　昭１８ 陸軍省

中央-軍隊教育教程共通-22 工作能率指導叢書　機械工作編　第４集　昭１８ 陸軍省

中央-軍隊教育教程共通-23 工作能率指導叢書　機械工作編　第６集　昭１８ 陸軍省

中央-軍隊教育教程共通-24 工作能率指導叢書　機械工作編　第５集　昭１８ 陸軍省

中央-軍隊教育教程共通-25 工作能率指導叢書　機械工作編　第６集　昭１８ 陸軍省

中央-軍隊教育教程共通-26 縫工術教程　巻１　昭１５．８ 陸軍被服本廠

中央-軍隊教育教程共通-27 装軌車教程（技能者養成所見習工員科　第２・３学年用）　昭和１８ 相模陸軍造兵廠

中央-軍隊教育教程共通-28
昭和１８年編纂　装軌車教程（技能者養成所見習工員科　第２・３
学年用）

相模陸軍造兵廠

中央-軍隊教育教程共通-29 装軌車教程（技能者養成所見習工員科　第２・３学年用）　昭和１８ 相模陸軍造兵廠

中央-軍隊教育教程共通-30 陸軍気象観測必携　（地上）　昭１６．５ 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程共通-31 陸軍気象観測必携　（高層）　昭１６．５ 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程共通-32 軍用気象学教程　砲兵気象（乙種学生用）　昭１４．２ 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程共通-33 気象学教程　一般気象学　第２巻　昭１５．８ 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程共通-34 簡明　火薬学　昭１８．１２
日本技能教育研究会　第９分科
研究部

中央-軍隊教育教程共通-35 下士官候補者用　憲兵要務（基本）教程案　昭１８ 陸軍憲兵学校

中央-軍隊教育教程共通-36 憲兵服務教程　昭１８ 中支那派遣憲兵隊　教習隊



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程共通-37 司法警察実務教程　昭１７ 陸軍憲兵学校　教習兵用

中央-軍隊教育教程共通-38 憲兵実務（司法警察）教程　昭１８ 陸軍憲兵学校

中央-軍隊教育教程共通-39 憲兵実務教程（指紋法）　昭１２ 憲兵練習所

中央-軍隊教育教程共通-40 憲兵実務教程　指紋法　昭１２ 憲兵練習所

中央-軍隊教育教程共通-41 憲兵兵候補者用　学科教程（案）続　昭１９ 陸軍憲兵学校　教習隊

中央-軍隊教育教程共通-42 憲兵兵候補者用　学科教程（案）　昭１９ 陸軍憲兵学校　教習隊

中央-軍隊教育教程共通-43 刑罰法教程　昭１７ 陸軍憲兵学校教習兵用

中央-軍隊教育教程共通-44 刑事手続法教程　昭１８ 中支那派遣憲兵隊教習隊

中央-軍隊教育教程共通-45 刑事手続法教程　昭１５ 軍憲兵学校教習兵用

中央-軍隊教育教程共通-46 京都師団司令部編　兵用教程案　昭１６．２ 京都師団司令部

中央-軍隊教育教程共通-47 軍用資源秘密保護法説明資料　昭１４．６ 陸軍省

中央-軍隊教育教程共通-48 軍術教程　第１部 -

中央-軍隊教育教程共通-49 兵器生産基本教程　５　旋盤
陸軍兵器行政本部（監修）　陸
軍兵器学校（編著）

中央-軍隊教育教程共通-50 各種兵器設計図 兵器学教程用

中央-軍隊教育教程共通-51 改正．兵卒教程　１　明治２０．５ -

中央-軍隊教育教程共通-52 兵卒教程　２　明治１６．９ -

中央-軍隊教育教程共通-53 歩兵射的教程　明治７年 陸軍文庫

中央-軍隊教育教程共通-54 射的教程　第１版　全　明治１５．２ 陸軍省

中央-軍隊教育教程共通-55 兵器学教程　巻２　大正５年改訂 -

中央-軍隊教育教程共通-56 兵器学教程　補遺　第１・２部　大正６年度 准尉用

中央-軍隊教育教程共通-57 兵器学教程　兵器保存の参考付録　大正７．３ -

中央-軍隊教育教程共通-58 兵器学教程　兵器保存の参考付録　大正９．３ -

中央-軍隊教育教程共通-59 兵器学教程　巻２（射撃の部）　大正１５年改訂 -

中央-軍隊教育教程共通-60 兵器学教程　付録　全　大正１５年改訂 -

中央-軍隊教育教程共通-61 兵器学教程　付録（外国兵器） -

中央-軍隊教育教程共通-62 射撃学教程　第５版　射撃法　第４巻　明治４０年 -

中央-軍隊教育教程共通-63 戦史教程　付録　全　昭和９年 -

中央-軍隊教育教程共通-64 縫工兵教程草案　昭和１６．６ 陸軍省．陸普第４７４１号

中央-軍隊教育教程共通-65 軍用鳩通信術教程　上巻　昭和１３年改訂 -

中央-軍隊教育教程共通-66 通信学理　第３編　無線通信　昭和１６．３ 教育総監部

中央-軍隊教育教程共通-67 蹄鉄術教程　明治４５．６ 陸軍大臣　陸達第２９号

中央-軍隊教育教程共通-68 陸軍船員教程　昭和２０．３ 船舶司令部

中央-軍隊教育教程共通-69 糧秣経理教程（経理部甲種幹部候補生）　昭和１９．１２
中支那経理部　下士官候補教
育部

中央-軍隊教育教程共通-70 気象学教科書 -

中央-軍隊教育教程共通-71 重砲兵火工教程　大正１１．１ 陸軍省　陸普第３３１号

中央-軍隊教育教程共通-72 軍陣医学提要 -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程共通-73 服務提要　付録　全　大正１３年改訂 -

中央-軍隊教育教程共通-74 電信．電話学教程 -

中央-軍隊教育教程共通-75 空中無線電信教程草案　写真教程　第１編 -

中央-軍隊教育教程共通-76 土地学　明治２３．６ 陸地測量部

中央-軍隊教育教程共通-77 測板測図実施提要　大正５年改訂 地形学教程巻０２付録

中央-軍隊教育教程共通-78 上陸作戦講義録（第１編）　昭和１０年度 陸軍運輸部

中央-軍隊教育教程共通-79 臨時築城教程　巻の２ -

中央-軍隊教育教程共通-80 火工教程　第２部（要塞弾薬）　昭和４．１２ 陸普第５２８２号

中央-軍隊教育教程共通-81 銃工教程　昭和１２．２ 陸軍省検閲

中央-軍隊教育教程共通-82 土地学　明治２３．６ 陸地測量部

中央-軍隊教育教程共通-83 砲兵学講本　第２版　巻の１ -

中央-軍隊教育教程共通-84 砲兵学講本　第２版　巻の２ -

中央-軍隊教育教程共通-85 西洋　戦法沿革誌　巻上　明治１２．９ 陸軍文庫

中央-軍隊教育教程共通-86 西洋　戦法沿革誌　巻下　明治１２．９ 陸軍文庫

中央-軍隊教育教程共通-87 獨逸　戦術学教程　第１版　巻の１　明治１７．９ 陸軍大学校訳

中央-軍隊教育教程共通-88 獨逸　戦術学教程　第１版　巻の２　明治１７．９ 陸軍大学校訳

中央-軍隊教育教程共通-89 獨逸　戦術学教程　第１版　巻の３　明治１７．９ 陸軍大学校訳

中央-軍隊教育教程共通-90 獨逸　戦術学教程　第１版　付図　明治１７．９ 陸軍大学校訳

中央-軍隊教育教程共通-91 陸軍教導学校用　国語教程　明治２３年１０月 教育総監部

中央-軍隊教育教程共通-92 下士特別教育用　国漢文教程　巻２　明治３３年３月 教育総監部

中央-軍隊教育教程共通-93 下士特別教育用　日本歴史教程　全　明治３３年３月 教育総監部

中央-軍隊教育教程共通-94 兵器生産基本教程　６　銃器　昭和１８年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-95 兵器生産基本教程　９　弾薬　昭和１８年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-96 兵器生産基本教程　１１　化学　昭和１８年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-97 兵器生産基本教程　１２　眼鏡　昭和１８年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-98 兵器生産基本教程　１７　強電　昭和１８年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程共通-99 下士教科　測図学教程　全　大正９年改版 -

中央-軍隊教育教程共通-100 軍制学教程　昭和２年３月　改訂　第６版 -

中央-軍隊教育教程共通-101 要図の書き方　付録　陸軍軍隊符号　昭和２年７月 -

中央-軍隊教育教程共通-102 演習便覧　昭和１３年改訂 -

中央-軍隊教育教程共通-103 陸軍気象観測必携（地上）　昭和１６年５月 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程共通-104 陸軍気象観測必携（高層）　昭和１６年５月 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程航空-1 航空無線　昭１５．９ 陸軍航空技術学校

中央-軍隊教育教程航空-2 発動機燃料の製法及応用の原理　昭１５．９ 陸軍航空技術学校

中央-軍隊教育教程航空-3 発動機燃料の製法及応用の原理　昭１５．９ 陸軍航空技術学校

中央-軍隊教育教程航空-4
本書を発動機燃料の製法　及応用の原理　修得の参考とすべし
昭１５．９

陸軍航空技術学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程航空-5 空中航法　昭１５．８ 陸軍航空技術学校

中央-軍隊教育教程航空-6 空中航法　昭１５．８ 陸軍航空技術学校

中央-軍隊教育教程航空-7 空中航法の基礎　昭１５．９ 陸軍航空技術学校

中央-軍隊教育教程航空-8 一般用　武装工術教程　巻２（爆撃器材）　昭１５．１１ 陸軍航空技術学校

中央-軍隊教育教程航空-9 乙種普通科学生用　飛行機学教程　巻２　昭１６．１ 陸軍航空技術学校

中央-軍隊教育教程航空-10 製造用機械分類集　巻１　昭１６．１０ 陸軍航空技術学校

中央-軍隊教育教程航空-11 金属製飛行機の設計　昭１５．１０ 陸軍航空技術学校

中央-軍隊教育教程航空-12 武装教程別冊　八九式固定機関銃取扱法　昭１８．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-13
各国主要航空発動機性能曲線図集　文献要報　第１１６号　昭１
１．６

陸軍航空技術研究所

中央-軍隊教育教程航空-14
各国主要航空発動機性能曲線図集　文献要報　第１１６号　昭１
１．６

陸軍航空技術研究所

中央-軍隊教育教程航空-15 飛行機弾性限界決定に関する研究記事　昭１３．１０．４ 陸軍航空技術研究所

中央-軍隊教育教程航空-16 振動試験測定器及測定値計出器試験記事　昭１３．４ 陸軍技術研究所

中央-軍隊教育教程航空-17 振動試験測定器値計出器試験記事　昭１３．４．２７ 陸軍航空技術研究所

中央-軍隊教育教程航空-18 飛行機審査仮規程　昭１１．３ 陸軍航空技術研究所

中央-軍隊教育教程航空-19 光学の工学への応用に就いて　昭１６．４．５ 陸軍航空技術研究所

中央-軍隊教育教程航空-20 極小航空写真機（九九式）仮取扱法　昭１６．１１．２７ 陸軍航空技術研究所

中央-軍隊教育教程航空-21 技術教程（生徒用）　銃器修理　昭１３年改訂 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程航空-22 航空学教程　全　昭１４年改訂 -

中央-軍隊教育教程航空-22_2 航空学教程　付表　昭１４年改訂 -

中央-軍隊教育教程航空-23 第１７６号　生徒学生用　爆撃学仮教程　昭１８．９ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程航空-24 航空学教程　全　付図 -

中央-軍隊教育教程航空-25
生徒学生用　空中射撃及戦闘学教育の参考　八九式旋回機関銃
昭１５年改訂

陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-26 戦術教程（航空編）　昭１９．８．１ 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-27 戦術教程　昭１９．８ 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-28 生徒用　戦術教程　航空編　昭１９．８ 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-29 戦史教程　巻２　昭１５．４ 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-30 教育学教程　全　昭１８ 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-31 兵器学教程　全　昭１７ 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-32 兵器教程　全　生徒学生用　昭１８ 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-33 生徒用　機械工学仮教程　全　昭１８ 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-34 生徒用　航空発動機教程　全　昭１９ 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-35 空中射撃学教育の参考　八九式固定機関銃　昭１８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-36 下士官学生用　飛行機学教程　昭１５．９ -

中央-軍隊教育教程航空-37 学生用　航空工学教程　昭１６．９ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-38 航空工学教程　昭１６．９ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-39 電機工術教程　昭１６．８ 陸軍航空整備学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程航空-40 電機工術教程（野外用１号発電機）　昭１６．８ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-41 電機工術教程（野外用１号発電機）　昭１６．８ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-42 電機工術教程（野外用２号発電機）　昭１６．８ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-43 電機工術教程（野外用２号）　昭１６．８ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-44 電機工術教程（野外用２号　発電機）　昭１６．８ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-45 電機工術教程（野外用３号発電機）　昭１６．９ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-46 電機工術教程（野外用３号　発電機）　昭１６．９ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-47 電機工術教程　野外用３号発電機　昭１６．９ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-48 電機工術教程　（機関工科用）　付図　昭１５．１１ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-49 電機工術教程　（機関工科用）　昭１５．１１ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-50 発動機工術教程　巻１　昭１３．１０ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-51 発動機工術教程　（電気点火装置）　昭１６．１１ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-52 発動機工術教程　巻１　昭１７．３ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-53 発動機工術教程　巻２　昭１７．３ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-54 発動機工術教程　巻２　昭１７．３ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-55 発動機工術教程　（電気点火装置）　昭１８．３ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-56 生徒用　発動機学教程　昭１５．３ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-57 発動機工術教程　付図　電気点火装置　昭１８．３ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-58 幹部候補生用　発動機学教程　巻２　昭１５．１０ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-59 精器教程　巻１　原理．構造．機能．取扱　昭１８．５ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-60 作業教程（全）　昭１７．５ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-61 精器教程　巻１　原理．構造．機能．取扱　昭１８．５ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-62 発動機教程（案）　付図　二式１１５０馬力発動機　昭１９．９ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-63 作業教程（全）　昭１８．３ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-64 幹部候補生用　兵器学教程（全）　昭１５．９ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-65 生徒用　発動機学教程　昭１６．７ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-66 飛行機学教程　昭１５．１２ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-67 発動機学教程　昭１８．５ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-68 飛行機工術教程　付図　九七式重爆撃機　昭１６．９ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-69 飛行機工術教程　プロペラ　昭１７．５ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-70 飛行機工術教程　プロペラ　昭１８．６ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-71 飛行機工術教程　巻３　昭１７．７ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-72 精器工術教程　構造．機能．取扱　昭１５．１２ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-73 精器工術教程　構造．機能．取扱　昭１６．１０ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-74 精器工術教程　構造．機能．取扱　昭１７．７ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-75 精器工術教程　構造．機能．取扱　昭１７．７ 陸軍航空整備学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程航空-76 精器工術教程　構造．機能．取扱　昭１７．７ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-77 精器工術教程　構造．機能．取扱　昭１７．７ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-78 精器教程　巻２　点検．手入．規正　故障探究．換装　昭１８．６ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-79 精器工術教程補遺　（計測器構造機能取扱）　昭１５．１０ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-80 航空機用材料の参考　金属材料　昭１６．６ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-81 航空学教程抜萃　昭１６改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程航空-82 生徒用服務教程　全　昭１６．３ 陸軍航空学校

中央-軍隊教育教程航空-83 機械工学　最近の航空機　昭１７．１ 山本　峰雄

中央-軍隊教育教程航空-84 東北帝大金属材料研究所に於ける金属材料講習会報告　昭１３ 西園技師

中央-軍隊教育教程航空-85 代用燃料並滑油に関する研究報告　其の２　大１３ 陸軍航空学校

中央-軍隊教育教程航空-86 航空器材要覧　昭９．３ 陸軍航空本部　技術部

中央-軍隊教育教程航空-87 発動機燃料のノッキング性及其防止に関する研究　昭９．９．１ 陸軍航空本部　技術部

中央-軍隊教育教程航空-88 「ハ四五」取扱の参考　昭１９．３ 立川陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-89 計測器学教程　昭１４．６ 熊谷陸軍整備学校

中央-軍隊教育教程航空-90 交通学教程　全　昭１８ 水戸陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-91 八八式（一型）偵察機　荷重試験計画及計算書　昭１０．８ 立川陸軍航空支廠

中央-軍隊教育教程航空-92 図画練習帳　其の１　陸軍少年飛行兵学校用　昭２０．３ 陸軍少年飛行兵　学校用

中央-軍隊教育教程航空-93 図画練習帳　其の２　陸軍少年飛行兵学校用　昭２０．３ 陸軍少年飛行兵学校用

中央-軍隊教育教程航空-94 図画練習帳　其の３　陸軍少年飛行兵学校用　昭２０．３ 陸軍少年飛行兵学校用

中央-軍隊教育教程航空-95 昭和１７年度　九九式軍偵察機武装法教程　全 下志津陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-96 教育関係書類綴　応急出動準備計画　昭１９．３ 第１０航空地区司令部

中央-軍隊教育教程航空-97 航空経理官の現地調達勤務 満州第７５部隊　藤岡隊

中央-軍隊教育教程航空-98 航空学教程　全　昭１５．４ -

中央-軍隊教育教程航空-99 航空部隊付勤務の参考 東部１００部隊軍医部

中央-軍隊教育教程航空-100 航空学教程　全　昭１６．１０ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程航空-101 機械工作編（飛行機工作法）　昭１７．６ 日本飛行機（株）

中央-軍隊教育教程航空-102 飛行機取扱法　空中・地上　線図写真　平易解説　昭１７．５ 宮本　晃男

中央-軍隊教育教程航空-103 航空研究記事　第４集　昭１８．７ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-104 武装教程別冊　一〇〇式旋回砲架取扱法　昭１８．１１ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-105 武装教程別冊　三式砲架取扱の参考　昭１９．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-106 甲式四型戦闘機採用に関する意見具申　大１１ 陸軍航空学校教官　加藤邦男

中央-軍隊教育教程航空-107 九四式対空２号無線機取扱法　昭１６．９ 陸軍技術本部

中央-軍隊教育教程航空-108 九四式対空２号無線機取扱教程　巻１　昭１６．８ 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程航空-109 九四式対空２号無線機電源取扱教程　巻２　昭１６．８ 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程航空-109_2 九四式対空２号無線機取扱教程　巻２（電源取扱）　昭１８．３ 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程航空-110 九四式飛２号無線機取扱教程　昭１７．６ 陸軍航空通信学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程航空-111 九六式飛３号無線機取扱法教程　昭１７．６ 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程航空-112
九四式対空２号無線機（含電源）　取扱教程別冊主要諸元表　昭
１８．９

陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程航空-113 要地用警戒機取扱の参考　昭１９．４ 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程航空-114 航空戦術　第２巻　現地戦術の部 陸軍航空部

中央-軍隊教育教程航空-115 工作法教程（案）　巻１ 所沢陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-116 工作法教程（案）　巻２　機関学生用　昭６．８ 所沢陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-117 計測器工術教程　巻１　（構造　機能　取扱）　昭９．２ 所沢陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-118 精器教程　（原理．構造．機能．取扱）　巻１　昭１９．５ 所沢陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-119
精器教程　（点検．手入．規正．故障探究．換装）　（巻２）　昭１９．
５

所沢陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-120 飛行機教程（案）〔九九式双軽爆撃機〕　一型　二型　昭１９．１０ 所沢陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-121
飛行機教程（案）〔九九式双軽爆撃機〕　一型　二型　付図　昭１
９．１０

所沢陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-122
電機工術教程（蓄電池）　補遺（一〇〇式機上用蓄電池）　昭１９．
７

所沢陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-123
電機工術教程（蓄電池）　補遺（一〇〇式機上用蓄電池）　昭１９．
７

所沢陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-124 「キ」六十七電気装備の参考　（電気　爆撃　無線装置）　昭１９．５ 所沢陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-125 大正７年度　航空戦術講授録　全　大８．２．９ 陸軍大学校集会所

中央-軍隊教育教程航空-126
参考書　第１号　航空戦術．空中偵察．空中観測．空中無線電
信．飛行機と地上部隊間の連絡．空中写真．大正１０年度召集佐
尉官図上及現地戦術記事　大正１０．９

下志津陸軍航空学校

中央-軍隊教育教程航空-127 航空戦術　第１巻　原則の部　大１２．４．１５ 陸軍航空部

中央-軍隊教育教程航空-128 航空戦術　第２巻（現地戦術の部）　大１１．１１ 陸軍航空部

中央-軍隊教育教程航空-129 工作法教程（案）　補遺　昭６．９ 所沢陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-130 大正１３年度　第２学年　大浦歩兵少佐述　航空戦術講義録 陸軍大学校

中央-軍隊教育教程航空-131 飛行機工教程の参考　大正１２．１．１５ 飛行第２大隊

中央-軍隊教育教程航空-132 航空研究所彙報 東京帝国大学航空研究所

中央-軍隊教育教程航空-133 空中射撃術（兵器）教科書 -

中央-軍隊教育教程航空-134 電機工手教程 -

中央-軍隊教育教程航空-135 九七式重爆撃機（二型）　武装法（案）　昭１８．４ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-136 高射機関砲教程　上巻　昭１９．９．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-137 空中戦闘教程　昭１９．９．１ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-138 発動機学教程　生徒用　昭１７．１０ 航空局

中央-軍隊教育教程航空-139 電信通信修技教程（幹部用）　昭１９．３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-140 通信教程（兵用）　総則及巻１　昭１８．１１ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-141 通信教程（兵用）　巻２　昭１８．１２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-142 通信教程（兵用）　巻３　昭１８．１１．１２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-143 無線通信器材取扱教程（幹部用）　昭１８．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-144 無線通信器材取扱教程（幹部用）　昭１８．１０ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-145 超短波工学教程　昭１９．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-146 航空部隊無線周波数運用参考 陸軍航空審査部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程航空-147 落下傘教程　昭１８．３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-148 航空工学仮教程　巻１　昭１３ 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-149 航法教程　昭１９．６ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-150 生徒用　飛行機学教程　全　昭１７改訂 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-151 空中射撃学教程　昭１８．１１ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-152 飛行機工教程　昭５ -

中央-軍隊教育教程航空-153 写真工術教程　昭１８．２ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-154 服務教程　全　幹部候補生用　昭１５．９ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-155 服務提要　全　昭１９ 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-156 昭和１４年編纂　生徒用　物理学仮教程　巻２ 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-157 昭和１３年編纂　生徒用　数学仮教程　巻１（続） 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-158 ４桁対数表　昭２ 陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-159 空中写真の判読並利用例資料　昭１２．６ 下志津陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-160
航空学講習会記録　其１　発動機概論及構造　発動機力学．熱力
学　飛行機概論及構造　空力第１．第２　飛行機強度　飛行機力
学　航空計器　燃料及滑油　航空材料

陸軍航空技術学校

中央-軍隊教育教程航空-161 空中写真の判読並利用　昭和１５．１０ 下志津陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-162 空中写真判読資料　昭１６．７ 支那派遣軍総司令部

中央-軍隊教育教程航空-163 飛行機教程　九九式双軽爆撃機付図（一部欠） -

中央-軍隊教育教程航空-164 空中射撃学教程 明野陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-165 軍制学教程　全　昭和１５．８ 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-166 昭和１４年編纂　生徒用　空中写真学仮教程　全 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-167 機関工手教程草案　昭和１１．６ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育教程航空-167_2 機関工手教程　昭和１３．３ 陸軍航空本部

中央-軍隊教育教程航空-168 偵察操縦教程草案　大正１２．１１ 陸軍航空学校　下志津分校

中央-軍隊教育教程航空-169 偵察学生用　空中偵察（視目）教程草案　大正１２．１２ 陸軍航空学校　下志津分校

中央-軍隊教育教程航空-170 気球工教程　大正１３．４ 陸軍航空部

中央-軍隊教育教程航空-171 武装工作法教程（案）　基本工術外諸教程修理法綴　他 陸軍技術本部

中央-軍隊教育教程航空-172 航空学教程　全　昭和１６年改訂 -

中央-軍隊教育教程航空-173 発動機学教程　巻１　大正１１．２ 航空第１大隊

中央-軍隊教育教程航空-174 発動機学教程　巻２　大正１０．８ 航空第１大隊

中央-軍隊教育教程航空-175 発動機学教程　巻２　大正１１．４ 航空第１大隊

中央-軍隊教育教程航空-176 発動機学教程　巻３　大正１１．３ 航空第１大隊

中央-軍隊教育教程航空-177 発動機工術教程　昭和３．３ 所沢陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-178 爆撃兵器学教程草案　全　昭和８年 飛行第７連隊

中央-軍隊教育教程航空-179 爆撃学教程（特）　昭和８年 -

中央-軍隊教育教程航空-180 爆撃兵器教程　昭和８年 -

中央-軍隊教育教程航空-181 爆撃兵器教程　案　昭和１０年 浜松陸軍飛行学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程航空-182 爆撃学教程　昭和１１．８ 浜松陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-183 高射機関銃教程　昭和１５．１０ 水戸陸軍飛行学校

中央-軍隊教育教程航空-184 九九式飛２号無線機取扱教程（案）　昭和１８．８ 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程航空-185 通信機整備工作教程　昭和１８．９ 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程航空-186 電波通達状況概略判定図表　昭和１９．１ 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程航空-187 地２号無線機取扱教程（案）第１編　昭和１９．２ 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程航空-188 電信通信修技教程（幹部用）　昭和１９．３ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育教程航空-189 生徒用　空中航法学教程　昭和１８ 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-190 生徒学生用　空中射撃学仮教程　全　昭和１８年 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-191 国語教程　全　昭和１７．９ 東京陸軍航空学校

中央-軍隊教育教程航空-192 第２４期学生用　軍陣衛生教程（補備）　昭和１８年 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-193 測高機教育の参考　昭和１６．８ 陸軍防空学校

中央-軍隊教育教程航空-193_2 測高機教育ノ参考 陸軍防空学校

中央-軍隊教育教程航空-194 一般偵察観測教育用書類　大正７年 臨時航空術練習委員

中央-軍隊教育教程航空-195 航空学教程　全　昭和１１年１１月 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程航空-196 電機工手教程　昭和１４年７月２０日 -

中央-軍隊教育教程航空-197 戦術諸参考綴（航空）　昭和１９年 -

中央-軍隊教育教程航空-198 戦術想定綴（航空）　昭和２０年 -

中央-軍隊教育教程航空-199 排気タービン過給機説明書（案） -

中央-軍隊教育教程航空-200 国土防空　森川史料 -

中央-軍隊教育教程航空-201 気象学教程　（各種学生用）　第１巻　仮版　昭和１４年 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程航空-202 気象学教程　（各種学生用）　第２巻　仮版　昭和１４年 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程航空-203 気象学教程　第２巻 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程航空-204 気象勤務教程 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程航空-205 航空気象学教程　第１巻 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程航空-206 航空気象学教程　第２巻 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程航空-207 無線工学参考書　昭和１５年１２月 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程航空-208
佐々木正幸史料　幹部候補生用　飛行機学教程　巻１　昭和１５
年９月

陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-209
佐々木正幸史料　幹部候補生用　発動機学教程　巻１　昭和１５
年９月

陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-210
佐々木正幸史料　幹部候補生用　発動機工術教程(電気点火装
置）付図　昭和１６年１１月

陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-211
佐々木正幸史料　幹部候補生用　発動機学教程　巻２　昭和１５
年１０月

陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-212
佐々木正幸史料　飛行機工術教程(基本工術)　巻１　昭和１７年１
月

陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-213 佐々木正幸史料　飛行機工術教程　巻２　昭和１７年１月 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-214
佐々木正幸史料　発動機工術教程　九九式９００馬力発動機(一
型及二型)　昭和１６年１２月　発動機工術教程（電気点火装置）
補遺　十四極発電機ＫＬ型　昭和１７年１月

陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-215
佐々木正幸史料　発動機工術教程　九九式９００馬力発動機(一
型及二型)付図　昭和１６年７月

陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-216 佐々木正幸史料　「ハ一○九」の参考　昭和１７年３月 陸軍航空整備学校第二教育隊



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程航空-217 佐々木正幸史料　飛行機の火災防止上の注意事項 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-218
佐々木正幸史料　気化器試験器取扱の参考　気化器試験器取扱
法　昭和１７年３月

陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-219
佐々木正幸史料　飛行機工術教程　九九式軍偵察機　九九式襲
撃機　昭和１６年８月

陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-220
佐々木正幸史料　「ハ一一五」「ハ一○五」「ハ二五」諸元性能比
較表　昭和１７年３月

陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-221
佐々木正幸史料　飛行機工術教程　九九式軍偵察機・襲撃機　付
図　昭和１６年８月

陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-222 装備工術教程（機上火器）　昭和１６年２月 陸軍航空整備学校

中央-軍隊教育教程航空-223 空中写真教程　全　陸軍航空士官学校 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-224 航法指揮の参考（第２条） 満６９令第１０８号 －

中央-軍隊教育教程航空-225 航法教程（案）　第３編及附録 不詳

中央-軍隊教育教程航空-226 昭和１７年印刷　応用戦術の参考　全 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程航空-227
気象学教程（各種学生用）一般気象学　第１巻　仮称　昭和１５年
８月改訂

陸軍気象部

中央-軍隊教育教程航空-228 気象学教程　全（将校学生用）　昭和１９年改訂 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程航空-229 略号表（航測）　昭和１７年１１月 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-1 戦史教程　巻２　昭１６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-1_2 戦史教程　巻１　昭和１６年 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-1_3 戦史教程　巻１　昭和１７年 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-2 戦史教程　編纂　昭９ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-3 戦史教程　巻１　昭１１ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-4 戦史教程　巻２　昭１１ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-4_2 戦史教程　巻２　昭１０年編纂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-5 戦史教程　巻１　昭１３ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-6 戦史教程　巻２　昭１３ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-7 戦史教程　巻１　昭１４ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-7_2 戦史教程　巻１　昭和１５年 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-8 戦史教程　巻２　昭１４ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-8_2 戦史教程　巻２　昭和１５年 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-9 戦史教程　巻２　昭１６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-10 戦略の諸原則　戦史及戦略の研究 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-11 戦術学教程　付録　明３４ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-12 戦術学教程　巻の３　大正５ -

中央-軍隊教育教程士官学校等-13 戦術学教程　巻４　大正５ -

中央-軍隊教育教程士官学校等-14 戦術学教程講授録 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-15 戦術学教程講授録 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-16 戦術学教程講授録 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-17 戦術学教程講授録 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-18 戦術学教程参考図例集　其の１　大正１２ -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-19 戦術学教程参考図例集　全　大正１４ -

中央-軍隊教育教程士官学校等-20 戦術学教程参考図例集　全　昭７ -

中央-軍隊教育教程士官学校等-21 戦術学教程参考図例集　全 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-22 戦術学教程参考図例集　全　昭和８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-23 初級幹部　戦術学教程　（応用戦術及戦史）　昭８．７．５ -

中央-軍隊教育教程士官学校等-24 戦術学教程　付録　全　昭１４ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-24_2 戦術学教程　巻１　昭和１３年改訂 陸軍士官学校分校

中央-軍隊教育教程士官学校等-25 戦術学教程　付録　昭１５．４ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-25_2 戦術学教程　付録　昭１４年 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-26 戦術学教程　巻１　昭１５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-26_2 戦術学教程　巻１　昭和１５改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-27 初級　戦術学教程（基本）　前巻　昭１６．６．２５ 軍事研究社

中央-軍隊教育教程士官学校等-28 初級　戦術学教程（基本）　後巻　昭１６．１０．２５ 軍事研究社

中央-軍隊教育教程士官学校等-29 戦術学教程　巻２　昭１６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-30 戦術学教程（巻３．其の１）　昭１６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-31 戦術学教程（巻３．其の２）　昭１６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-32 戦術学教程　巻１　昭１６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-33 戦術学教程　巻２．其の１　昭１７ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-34 戦術学教程　巻２．其の１　昭１７ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-35 戦術学教程　巻２．其の２　昭１７ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-36 戦術学教程　巻３．其の２　昭１８ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-37 学生用　戦術学教程　巻１　昭１８ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-38 戦術作業の参考　大正１４ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-39 戦術作業の参考　全　大正１４ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-40 応用戦術（攻撃の部）　昭１４．１ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-41 応用戦術（攻撃の部）　昭１４ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-42 服務提要（全）　昭４ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-43 服務提要（全）　昭１５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-44 服務提要（全）　昭１５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-45 服務提要（全）　昭１８ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-46 交通学教程　巻２　昭１５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-47 交通学教程　巻２　昭１５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-47_2 交通学教程　巻２　昭１４ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-48 交通学教程　巻１　昭１６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-48_2 交通学教程　巻１　昭１３ -

中央-軍隊教育教程士官学校等-49 交通学教程　全　昭１７ 陸軍士官学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-49_2 交通学仮教程　全　昭和１３年改訂 陸軍士官学校分校

中央-軍隊教育教程士官学校等-50 射撃学教程　全　昭１６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-51 射撃学教程　全　昭１７ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-52 兵器学教程　巻１　昭１５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-53 兵器学教程（巻３）　昭１６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-54 兵器学の参考 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-55 兵器学の参考 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-56 物理学仮教程　巻１　昭１１ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-57 物理学仮教程　巻２　昭１３ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-58 築城学教程（巻１）　昭１５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-58_2 築城学仮教程　全　昭和１３年改訂 陸軍士官学校分校

中央-軍隊教育教程士官学校等-59 築城学教程　全　昭和１７年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-60 築城教程付録　参考書 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-61 航空学教程　全　昭１６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-62 航空学教程（全）　昭１６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-63 航空学教程　全　昭１７ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-64 体操　昭１１ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-65 気象観測教程　全　将校学生用　昭和１９年改訂 陸軍気象教育部

中央-軍隊教育教程士官学校等-66 砲科教程（弾丸の部）　明治１６年３月改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-67 軍制学教程　巻１　昭和４年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-68 軍制学教程　巻２　昭和４年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-69 軍制学教程　巻１　昭和６年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-69_2 軍制学教程　巻２　昭和６年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-70 軍制学教程　全　昭１５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-70_2 軍制学教程　全　昭和１５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-71 軍制学教程　全　昭和１７年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-72 軍制学教程　巻１　昭和１８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-73 軍制学教程　巻２　昭和１９年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-74 給養実施の研究　昭１８．１ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-75 国語教程　巻１　昭和１１年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-76 国語教程　巻１　昭和３年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-77 化学教程　巻１　陸軍予科士官学校用　昭和１８年印刷 教育総監部

中央-軍隊教育教程士官学校等-78 法制学教程（全）　陸軍予科士官学校用　昭和１８年印刷 教育総監部第３課

中央-軍隊教育教程士官学校等-79
第５９期生徒用　電気工学実習指針　巻３　陸軍予科士官学校用
昭和１８年印刷

陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-80
第５９期生徒用　電気工学実習指針　巻２　陸軍予科士官学校用
昭和１８年印刷

陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-81 幹部候補生戦術教程（歩兵用）　昭和１８年編纂 陸軍士官学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-82 幹部候補生戦術教程　歩兵用付録　昭和１８年編纂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-83 英語学教程（全）　昭和５年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-84 兵器検査の著眼　昭１５．４ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-85 兵器検査の著眼 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-86 地形学教程（全）　生徒用　昭和１５年改訂 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-86_2 地形学仮教程　全　昭和１３年改訂 陸軍士官学校分校

中央-軍隊教育教程士官学校等-86_3 地形学仮教程　全　付図．付表　昭和１３年改訂 陸軍士官学校分校

中央-軍隊教育教程士官学校等-87 軍隊内務教育　昭１８ -

中央-軍隊教育教程士官学校等-88 第２期生徒用　地学教程　巻２ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-89 昭和１１年演習便覧付録　地形学摘要 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-90 地学教程　巻２付録 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-91 生徒用　通信工学仮教程　全　昭和１７年度編纂 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-92 陸軍士官学校派遣前の士官候補生教育の参考　昭１６．２ 教育総監部

中央-軍隊教育教程士官学校等-93 射撃学教程別冊　昭和１５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-94 歩兵操典　戦闘綱要　教程（巻３）　昭和３年編纂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-95
昭和１８年度第８期甲種幹部候補生陸軍予備士官学校等に於け
る教育成果に鑑み軍隊に於ける教育指導上著意すべき事項

教育総監部

中央-軍隊教育教程士官学校等-96 曲礼一斑　全 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-97 物理学仮教程　巻１　昭和１２年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-98 物理学仮教程　巻２続　昭和１２年改訂 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-99 物理学仮教程　巻３　昭和１２年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-100 物理学仮教程　巻１　航空兵生徒用　昭和１３年編纂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-101 数学教程　陸軍士官学校予科第２学年用　大正１１年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-102 数学仮教程　巻１（其１）　昭和１２年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-103 数学仮教程　巻２　第２期１組生徒用　昭和１２年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-104 数学仮教程　巻３　第２期１組生徒用　昭和１２年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-105 独語教程　巻１　陸軍幼年学校用　昭和５年印刷 陸軍幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-106 独語教程　巻１　陸軍幼年学校用　昭和１２年印刷 陸軍幼年学校用

中央-軍隊教育教程士官学校等-107 国文教程　第２編　陸軍地方幼年学校用　明治３０年編纂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-108 国文教程　巻１　陸軍中央幼年学校用　明治３３年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-109 漢文教程　第１編下　地方幼年学校用　明治３０年編纂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-110 国語教程付図　巻１　昭和３年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-111 国語教程　巻２　昭和８年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-112 国語教程　巻２　昭和１２年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-113 国語仮教程　全　昭和１４年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-114 教育学教程　巻１　陸軍予科士官学校用　昭和１８年印刷 陸軍予科士官学校用

中央-軍隊教育教程士官学校等-115 教育学教程　巻２　陸軍予科士官学校用　昭和１８年印刷 陸軍予科士官学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-116 図画学仮教程　昭和１２年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-117 国漢文教程甲　古文編　昭１８ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-118 国漢文教程甲　古文編　陸軍予科士官学校用　昭和１８年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-119 論理学教程　全　昭和１６年印刷 陸軍予科士官学校用

中央-軍隊教育教程士官学校等-120 本邦史教程　全　昭和１２年編纂 陸軍予科士官学校用

中央-軍隊教育教程士官学校等-121 本邦史教程　全　昭１２ 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-121_2 本邦史教程　全　昭１６年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-122 国史教程　巻１　陸軍予科士官学校用　昭和１９年印刷 陸軍予科士官学校用

中央-軍隊教育教程士官学校等-123 国史教程　巻２　陸軍予科士官学校用　昭和１９年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-123_2 国史教程　付録　昭和１９年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-124 国史教程　全　陸軍予科士官学校用　昭和２０年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-125 論理学教程　全　陸軍予科士官学校用　昭和１８年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-126 独語教程　巻２　陸軍幼年学校用　昭和５年印刷 陸軍幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-127 地学教程　巻１　昭和１６年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-128 軍陣衛生学教程　全　昭和１６年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-128_2 軍陣衛生学教程　全　昭和１３年改訂 陸軍士官学校分校

中央-軍隊教育教程士官学校等-129 心理学教程　全　昭和１６年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-129_2 心理学仮教程　大正１３年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-130 西洋史仮教程　全 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-131 服務教程　昭７ 教育総監部

中央-軍隊教育教程士官学校等-132 服務の参考　昭１２ 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-133 歩騎兵用　兵器教程（第１巻）　昭和８年改訂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-134 兵器学教程　第１巻　昭１２ 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-134_2 兵器学教程　巻１　昭和１３年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-135 兵器学教程　第２巻　昭和１２年編纂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-135_2 兵器学教程　巻２　昭和１４年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-136 兵器学教程　第２巻 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-137 兵器学教程　第３巻　昭和１２年編纂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-138 兵器学教程　第３巻 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-138_2 兵器学教程　巻３　昭和１３年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-139 兵器教程　付図　砲兵用　昭９ 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-140 教練の参考　砲兵用　前編　昭１０ 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-141 教練の参考（砲兵用　後編）　昭１０ 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-142 教練の参考　（歩兵用付録）　昭和１２年改訂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-143 測図教程　昭和１２年改訂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-143_2 歩兵科　測図教程　全 歩兵科



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-144 陸軍教導学校　数学教程　昭和１２年改訂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-145 数学教程　昭１２ 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-146 軍制教程　昭和１６年改訂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-147 軍制教程　昭１６ 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-148 軍制教程　昭１６ 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-149 陣中勤務参考　昭和１２年改訂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-150 兵器教程付図　砲兵用　昭９ 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-151 兵器教程　付録　砲兵用　昭９ 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-152 陣中勤務に関する　下士官の責務　昭１７．１．２５ 豊橋陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-153 陣中勤務に関する　下士官の責務　昭１７．３ 豊橋陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-154 砲兵用　兵器教程　昭和９年編纂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-155 服務の参考 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-156 築城学教程　巻の１第２版付録　明治３７年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-157 築城学教程　第２版巻２　明治３７年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-158 築城学教程　巻の３　明治３７年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-159 築城学教程　巻の３第２版付録　明治３７年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-160 築城学教程　巻１　昭和１５年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-161 軍制学教程　巻１・巻２　昭和９年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-162 軍制学教程　全　昭和１７改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-163 戦史教程　巻２　昭和１３年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-164 築城学教程　巻１　昭和６年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-165 兵器学教程　巻１　昭和１５年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-166 築城学教程　全　昭和１７年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-167 戦術学教程　明治３３年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-168 服務提要　第２版　全　明治３７年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-169 服務提要　明治３３年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-170 軍制学教程　巻１　明治３３年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-171 軍制学教程　巻２　明治３３年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-172 軍制学教程　巻３　明治３３年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-173 戦術学教程　第２版　巻の２　明治３７年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-174 戦術学教程　巻３　明治３３年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-175 戦史教程　巻１　昭和１２年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-176 戦史教程　巻２　昭和１２年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-177 築城学教程　巻の１　明治３３年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-178 築城学教程　巻の１　明治３７年改訂 高木　作藏

中央-軍隊教育教程士官学校等-179 築城学教程　巻１　昭和４年改訂 坂本　政右衛門



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-180 軍制学教程　全　昭和１６年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-181 戦術学教程　巻１　明治３７年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-182 築城学教程　全　昭和１７改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-183 戦術学教程　巻１　明治４１．１２ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-184 戦術学教程　巻１　大正８年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-185 戦術学教程　巻１　昭和２年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-185_2 戦術学教程　巻１　昭和２年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-186 戦術学教程　巻２　明治３４年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-187 戦術学教程　巻２　明治３９年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-188 戦術学教程　巻２　大正６年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-189 戦術学教程　巻２　大正８年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-190 戦術学教程　巻３　明治３４年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-191 戦術学教程　巻３終　明治３９年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-192 戦術学教程　巻３　明治４４年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-193 戦術学教程　巻３　大正８年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-194 戦術学教程　巻４終　大正８年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-195 戦術学教程　付録付図　明治４１年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-195_2 戦術学教程　付録付図　明治４１年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-196 大正７年度学生用　戦術学教程　付録 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-197 兵学教程読本　巻の１９　巻の２０　明治１８．１ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-198 築城学教程　巻１　明治３４年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-199 築城学教程　巻３　明治３４年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-200 築城学教程巻の３附録　築城沿革略史　明治３４年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-201
築城学教程　巻の２　付録　交通学応用作業教例　明治３４年改
訂

-

中央-軍隊教育教程士官学校等-202
築城学教程　巻の１付録　臨時築城学応用作業教例　明治３４年
改訂

-

中央-軍隊教育教程士官学校等-203 築城学教程　巻２　明治３８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-204 築城学教程　巻３　明治３８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-205 兵器学教程　巻１　明治３４年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-206 兵器学教程　巻１　明治４１年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-207 兵器学教程　巻２　明治３４年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-208 兵器学教程　巻２　明治４１年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-209 兵器学教程　巻３　明治３４年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-210 陸軍衛生学教程　全　明治３４年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-211 地形学教程　巻１　明治３４年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-212 地形学教程　巻１　明治４１年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-213 地形学教程　巻２　明治３４年改訂 -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-214 地形学教程付録　地形学応用作業教例　明治３４年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-215 地形学教程　付録　明治３９年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-216 戦術学教程　巻２　昭和１５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-217 戦術学教程　巻１　昭和１７改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-218 戦術学教程付録　第２版　全　明治３７年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-219 戦術学教程　巻１　明治４０年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-219_2 戦術学教程　巻２　明治４２年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-219_3 戦術学教程　巻２　明治４２年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-220 戦術学教程　巻３終　明治４１年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-221 戦術学教程　付録　明治４１年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-222 戦術兵器築城の沿革並戦史集　昭和３年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-223 戦術学教程　巻３　昭和１５年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-223_2 戦術学教程　巻３　昭和１２年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-224 戦術学教程　巻１　昭和１０年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-224_3 戦術学教程　巻２　昭和１１年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-225 戦術学教程　巻１　昭和２年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-226 戦術学教程　巻２　昭和２年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-226_2 戦術学教程　巻２　昭和５年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-227 戦術学教程　巻３　昭和２年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-228 戦術学教程　巻１　昭和１６改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-229 軍制学教程　昭和６年改訂 教育総監部

中央-軍隊教育教程士官学校等-230 戦術学教程　巻２　昭和１３年 石関史料

中央-軍隊教育教程士官学校等-231 戦術学教程　付録　昭和１３年印刷 石関史料

中央-軍隊教育教程士官学校等-232 測図実習提要　全　昭和１３年改訂 石関史料

中央-軍隊教育教程士官学校等-233 学生用　射撃学仮教程　全　昭和１３年印刷 石関史料

中央-軍隊教育教程士官学校等-234 飛行機学仮教程　全　航空兵生徒（学生）用　昭和１３年改訂 陸軍士官学校分校

中央-軍隊教育教程士官学校等-235 学生用　兵器学仮教程　全　昭和１３年印刷 陸軍士官学校分校

中央-軍隊教育教程士官学校等-236 兵器検査の著眼　昭和１３．２印刷 陸軍士官学校分校

中央-軍隊教育教程士官学校等-237 空中射撃学仮教程　全　航空兵生徒（学生）用　昭和１４年印刷 陸軍士官学校分校

中央-軍隊教育教程士官学校等-238 航空工学仮教程　巻１　昭和１３年 陸軍士官学校分校

中央-軍隊教育教程士官学校等-239 計測器学仮教程　（飛行機用計測器）　巻１　昭和１３年改訂 陸軍士官学校分校

中央-軍隊教育教程士官学校等-240 支那語学教程　明治１７・１８年 陸軍士官学校（小山史料）

中央-軍隊教育教程士官学校等-240_2 支那語学教程　全　大正１１年編纂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-241 教育学（軍隊教育）教案　大正１０ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-242 戦術学教程　巻の１　明治２３年　第３改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-243 戦術学教程　巻の２　明治２３年　第３改訂 陸軍士官学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-244 戦術学教程　巻の３　明治２３年　第３改訂終 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-245 戦術学教程付録　巻３　付図　明治２８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-246 戦術学教程　付録　明治３９年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-247 戦術講授録　全　明治４０．７．１７ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-248 戦術学教程　巻１　昭和１０年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-249 戦術学教程　巻２　昭和１０年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-250 戦術学教程　巻３　昭和１０年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-251 戦術学教程　付録　全　昭和１０年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-252 戦術学教程　付録　別冊　昭和１４．３ -

中央-軍隊教育教程士官学校等-253 戦術学教程　付録　全　昭和１５年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-254 戦史略付図 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-255 戦例集　全　昭和５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-256 戦例集　全　昭和１４年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-257 兵学教程読本　巻の１～９　明治１１．８ -

中央-軍隊教育教程士官学校等-258 兵学教程読本　巻の１０～１８　明治１１．８ -

中央-軍隊教育教程士官学校等-259 改訂　兵学教程（小戦術の部）乾　明治１６．１ -

中央-軍隊教育教程士官学校等-260 兵器学教程　巻１　明治３３年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-261 兵器学教程　巻３　明治３３年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-262 兵器学教程　巻２版巻１　明治３７年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-263 兵器学教程　巻１　明治４０年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-264 兵器学教程　巻２終　明治４０年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-265 兵器学教程　巻１付図　明治４０年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-266 兵器学教程　巻１　大正５年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-267 兵器学教程　巻２　大正５年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-268 兵器学教程　巻２　大正８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-269 兵器学教程　巻３　大正８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-270 兵器学教程　巻２　昭和１６年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-271 兵器学教程　全　昭和１８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-272 兵器学の参考　前編　昭和６．２．２８ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-273
昭和１１年度　兵器学講義録　第１巻（軍事工芸．軍用火薬．小火
器）　兵器学講義録　第２巻　（火砲．弾薬．測機．軍用自動車輛）

陸軍大学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-274 兵器学仮教程（機甲車輛の部）　昭和１６年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-275 築城学教程　巻３終　明治４０年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-276 築城学教程　巻１　明治４２年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-277 築城学教程　巻１　大正８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-278 築城学教程　巻２　大正８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-279 築城学教程　巻２　昭和４年改訂 -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-280 築城学教程　全　昭和１８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-281 築城学教程　巻２終　大正９年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-282 戦術．兵器．築城の沿革並戦史集　昭和５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-283 昭和１０年度　輜重兵戦術講授録 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-284 地形学教程　付録　明治３５年編纂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-285 地形学教程　巻２　明治４０年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-286 地形学教程　巻１　明治４２年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-287 地形学教程　巻２　明治４２年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-288 地形学教程　巻１　大正８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-289 地形学教程　巻２　大正８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-290 地形学教程　巻１　大正９年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-291 幹部候補生用　地形学教程　昭和６年３月８日 幹部候補生用

中央-軍隊教育教程士官学校等-292 地学教程　陸軍中央幼年学校本科用　全　明治４０年印刷 中央幼年学校本科用

中央-軍隊教育教程士官学校等-293 地学仮教程　付図　昭和１４年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-294 土工程式　上　明治３．５ 兵学寮

中央-軍隊教育教程士官学校等-295 土工程式　中 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-296 土工程式　下 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-297 土工程式図　全 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-298 測図学教程　昭和４年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-299 法制学教程　陸軍士官学校予科用　全　大正１１年編纂 予科用

中央-軍隊教育教程士官学校等-300 法制学教程　全　昭和３年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-301 軍制学教程　全　大正８年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-302 軍制学教程　巻１　昭和１０年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-303 砲術教科書　巻の１　巻の３～巻の６　付図　明治３５．１改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-304 国語教程　巻１　昭和１２年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-305 国語仮教程　註釈　全　昭和１４年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-306 漢文教程　陸軍中央幼年学校用　巻１第１編　明治３３年編纂 中央幼年学校用

中央-軍隊教育教程士官学校等-307 漢文教程　時文の部　全　昭和４年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-308 漢文教程　巻１　昭和７年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-309 漢文教程　第２編上 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-310 漢文教程　巻２ -

中央-軍隊教育教程士官学校等-311 漢文仮教程　註釈　昭和１４年 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-312 物理学教程　巻１　昭和３年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-313 物理学仮教程　全　（第５期生徒用）　昭和１４年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-314 算術教程　巻上　明治３０年編纂 中央幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-315 算術教程　巻下　明治３０年編纂 -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-316 立体幾何学教程　陸軍士官学校予科用　大正１２年印刷 予科用

中央-軍隊教育教程士官学校等-317 立体幾何学教程　陸軍士官学校予科用　大正１４年印刷 予科用

中央-軍隊教育教程士官学校等-318 平面幾何学教程　陸軍地方幼年学校用　全　明治３１年編纂 地方幼年学校用

中央-軍隊教育教程士官学校等-319
平面幾何学教程　陸軍中央幼年学校予科及陸軍地方幼年学校用
明治４３年印刷

中央幼年学校予科及地方幼年
学校用

中央-軍隊教育教程士官学校等-320 数学仮教程（第５期生徒用）　昭和１４年印刷 第５期生徒用

中央-軍隊教育教程士官学校等-321 数学教程　巻２　陸軍予科士官学校用　昭和１７年印刷 予科士官学校用

中央-軍隊教育教程士官学校等-322 初等代数学教程　中央幼年学校用　全　明治３０年編纂 中央幼年学校用

中央-軍隊教育教程士官学校等-323 化学教程　全　昭和１４年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-324 化学教程　巻２　陸軍予科士官学校用　昭和１７年印刷 予科士官学校用

中央-軍隊教育教程士官学校等-325 大正１２年度（第１学年）　白土一等主計正述　経理学講義録 陸軍大学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-326 陸軍経理学教程 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-327 経済学教程　全　昭和４年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-328 英文法教程　全　昭和２年印刷 予科用

中央-軍隊教育教程士官学校等-329 英語補助教程附録　陸軍士官学校予科用　昭和２年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-330 露西亜語教程　巻１　大正３．４ -

中央-軍隊教育教程士官学校等-331 仏蘭西語学教程　全　昭和２年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-332 英語仮教程　（全）　昭和１４年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-333 心理学仮教程　昭和４年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-334 心理学仮教程　続編　昭和４年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-335 心理学仮教程　昭和１４年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-336 論理学教程　陸軍士官学校予科用　全　大正１３年印刷 予科用

中央-軍隊教育教程士官学校等-337 論理学教程　全　昭和４年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-338 教育学（軍隊教育）教程草案　大正１１年 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-339 教育学教程　巻２　昭和２年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-340 教育学教程　巻１　昭和４年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-341 服務提要　全　大正８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-342 服務提要　全　昭和５年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-342_2 服務提要　全　昭和１４年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-343 服務提要　付録　全　昭和５年 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-344 陸軍衛生学教程　全　明治３３年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-345 衛生学教程　全　大正８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-346 衛生学教程　全　大正９年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-347 衛生学教程　全　大正１２年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-348 衛生学教程　全　大正１３年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-349 馬術教程　陸軍中央幼年学校本科用　全　明治４５年編纂 中央幼年学校　本科用

中央-軍隊教育教程士官学校等-350 馬学教程　全　大正３年改訂 -
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中央-軍隊教育教程士官学校等-351 馬学教程　大正７年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-352 馬学教程　全　大正１３年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-353 馬学教程　全　昭和５年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-354 交通学教程　巻１　大正８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-355 交通学教程　巻２　大正８年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-356 交通学教程　巻１　昭和５年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-357 交通学教程　巻２　昭和５年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-358 上陸作戦戦例集　其の２　昭和１１．１２ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-359 日本歴史　地方幼年学校用　巻上　明治３０年編纂 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-360 日本歴史　地方幼年学校用　巻下　明治３０年編纂 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-361 支那歴史　陸軍地方幼年学校用　巻上　明治３１年編纂 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-362 支那歴史　陸軍地方幼年学校用　巻下　明治３１年編纂 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-363 游泳及漕舟 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-364 体操　昭和１５年 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-365 昭和１６年度第２学年　戦争史講授録 陸軍大学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-366 島嶼防禦参考資料　昭和１９．１ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-367 明治４２年度　要塞戦術講授録　第１部（総論及攻撃の部） 陸軍大学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-368 大正９年度（第１学年）　戦史講授録　１ 前田歩兵大尉講述

中央-軍隊教育教程士官学校等-369 大正９年度（第１学年）　戦史講授録　２ 岩崎歩兵大尉講述

中央-軍隊教育教程士官学校等-370 大正９年度（第１学年）　戦史講授録　３ 岩崎歩兵大尉講述

中央-軍隊教育教程士官学校等-371 大正１０年度　兵站講義録　応用の部 陸軍大学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-372
昭和８年度第１学年　堅固なる陣地に対する攻撃（主として砲兵用
法）

陸軍大学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-373 測図提要　全　昭和５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-374
昭和１２年度第３学年　上陸作戦史講義録（「ガリポリ」半島上陸作
戦）　付図　其１　其２

陸軍大学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-375 昭和１２年度第３学年　米国戦史講授録　付図 陸軍大学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-376 昭和１２年度　戦術教育法 陸軍大学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-377 野砲兵教練の参考　第２巻 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-378 野戦射撃必携　昭和１３年９月印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-379 渡河の参考　昭和１１．５ 陸軍大学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-380 生徒用　軍制学仮教程　昭和１２年１２月 陸軍予備士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-381 漢文仮教程註釈　昭和１４年印刷 陸軍予備士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-382 国文教程　陸軍中央幼年学校用　巻１　明治３０年７月 陸軍幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-383 国文教程　陸軍中央幼年学校用　巻２　明治３２年改訂 陸軍幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-384 国漢文教程甲　古文編　陸軍予科士官学校用　昭和１８年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-385 国漢文教程甲　現代文編　陸軍予科士官学校用　昭和１８年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-386 戦術学教程　巻１　明治４２年改訂 陸軍士官学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-386_2 戦術学教程　巻１　明治４２年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-387 戦術学教程　巻３　大正１５年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-388 地形学教程　巻２　大正１５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-389 築城学教程　巻２　大正１５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-390 数学教程　昭和２年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-391 三角法教程　大正１４年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-392 立体幾何学教程　昭和２年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-393 兵要地誌教授要領　昭和１３年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-394 野戦築城に関する参考 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-395 第５９期用教育学講案（其の１）　昭和１８年８月２５日 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-396 空中射撃学仮教程　全　昭和１８年９月 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-397 生徒学生用　射撃教程　全　昭和１８年印刷 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-398 生徒及学生用　築城教程　全　昭和１９年印刷 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-399 生徒学生用　航空衛生仮教程　全　昭和１９年印刷 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-400 戦術教程　巻１・２　昭和１９年３月 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-401 昭和１８年度改訂　演習便覧 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-402 軍隊教育　全　昭和１０年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-403 学生用　兵器学教程　全　昭和１０年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-404 軍制学教程　巻２　昭和１０年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-405 兵器学教程　全　昭和１０年改訂学生用 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-406 兵器、射撃、築城、交通、測図、航空の沿革集　全　昭和１０年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-407 戦術学教程　巻１　昭和１０年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-408 戦術学教程　付録　全　昭和１０年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-409 軍陣衛生学教程　全　昭和１０年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-410 予科生徒用　武教入門　昭和１１年３月 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-411 戦術学教程　巻１　昭和１７年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-412 学生用　交通学教程　全　附図附表　昭和１１年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-413 数学教程摘要　陸軍幼年学校用　昭和９年印刷 陸軍幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-414 国語教程　巻１　昭和９年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-415 戦例集　全　昭和１０年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-416 測図実習提要　全　昭和１０年改訂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-417 兵器検査の著眼　昭和１０年９月 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-418
国文法教程　陸軍中央幼年学校予科及陸軍地方幼年学校用　全
大正７年印刷

陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-419
図画教程　巻１　陸軍中央幼年学校及陸軍地方幼年学校用　大
正７年編纂

陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-420
図画教程　陸軍中央幼年学校予科及陸軍地方幼年学校用　巻２
大正８年印刷

陸軍中央幼年学校予科

中央-軍隊教育教程士官学校等-421 図画教程　陸軍士官学校予科校用　巻１　大正１０年改訂 陸軍士官学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-422 漢文教程　時文の部　陸軍士官学校予科用　全　大正１２年印刷 陸軍士官学校予科

中央-軍隊教育教程士官学校等-423 詔勅集　詔勅集謹解 豊橋第１陸軍予備士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-424 本邦史教程　全　陸軍中央幼年学校用　大正４年印刷 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-425 独逸語学教程　巻１　大正７年編纂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-426 独逸語学教程　巻２　大正７年編纂 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-427 フランス語　軍事用語単語集 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-428
軍人精神訓　全　陸軍教授　牧瀬五一郎、教授嘱託　古川義夫
編纂

陸軍士官学校予科蔵版

中央-軍隊教育教程士官学校等-428_2 軍人精神訓 全　昭和１１年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-429 本邦史教程　全　昭和５年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-430 日本精神講演集　陸軍士官学校編　昭和９年５月 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-431 軍隊衛生学教程　全　昭和１８年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-432 ＭＧ（機関銃）便覧　昭和１４年７月 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-433 軍制学教程 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-434 地理図学第２教程講本 クレットマン

中央-軍隊教育教程士官学校等-435
平面幾何学教程　陸軍中央幼年学校予科及陸軍地方幼年学校用
森川史料　大正８年印刷

陸軍中央幼年学校編纂

中央-軍隊教育教程士官学校等-436 曲礼一斑　全 陸軍士官学校長　高木作蔵

中央-軍隊教育教程士官学校等-437 予科生徒用　武教入門 陸軍士官学校長　山田乙三

中央-軍隊教育教程士官学校等-438 心理学仮教程(陸軍士官学校予科第２学年用)　大正１５年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-439 測図実習提要 全　昭和１９年印刷 -

中央-軍隊教育教程士官学校等-440 兵器学教程　巻１　大正２年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-441 兵器学教程　巻２　大正２年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-442 兵器学教程　巻３終　大正２年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-443 兵器学教程　附録　大正２年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-444 築城学教程　巻１　大正２年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-445 築城学教程　巻２終　大正２年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-446 兵學教程　乗船上陸之部　全　明治２０年４月印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-447 兵學教程　渡川之部　明治２０年６月印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-448 兵學教程　巻之１　小單位之部　明治１９年６月改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-449 兵學教程　巻之２　小單位之部　明治１９年９月改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-450 兵學教程　巻之４　大單位之部　明治１９年１０月改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-451 兵學教程　巻之５　大單位之部　明治２０年１月改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-452 兵學教程講本　小戰術之部 陸軍士官学校学科部兵学科

中央-軍隊教育教程士官学校等-453 兵學教程講本　第５套　行軍ノ戦術小單位 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-454 戦術学教程　巻２其の２　昭和１７年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-455 国語教程　陸軍幼年学校用　巻１　昭和８年改訂 東京陸軍幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-456 国語教程　陸軍幼年学校用　巻２　昭和８年改訂 東京陸軍幼年学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-457 国語教程　陸軍幼年学校用　巻３　昭和８年改訂 東京陸軍幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-458 漢文教程　陸軍幼年学校用　巻１　昭和９年改訂 東京陸軍幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-459 漢文教程　陸軍幼年学校用　巻２　昭和９年改訂 東京陸軍幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-460 漢文教程　陸軍幼年学校用　巻３　昭和９年改訂 東京陸軍幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-461 国文法教程　陸軍幼年学校用　全　昭和１１年改訂 東京陸軍幼年学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-462 作文参考書　昭和１３年 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-463 化学教程　全　昭和１３年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-464 物理学仮教程　全　昭和１３年改訂 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-465 国語仮教程　全　昭和１３年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-466 心理学仮教程　昭和１４年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-467 本邦史教程　全　昭和１２年編纂 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-468 本邦史教程別冊　昭和１３年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-469 倫理学教程草案　昭和１４年 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-470 地学仮教程　昭和１３年改訂 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-471 地学仮教程附図　昭和１３年改訂 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-472 漢文仮教程　昭和１３年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-473 数学仮教程　其の２（第４期生徒用）　昭和１４年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-474 兵器、射撃、築城、交通、測図、航空の沿革集　全　昭和１５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-475 築城学教程　巻２　昭和１５年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-476 地形学教程　巻１　昭和１５年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-477 地形学教程　巻２　昭和１５年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-478 戦史教程　巻１　（昭和１５年印刷） 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-479 戦史教程　巻２　（昭和１５年印刷） 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-480 戦例集　全　昭和１５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-481 戦術学教程附録　全（昭和１５年改訂） 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-482 応用戦術の参考　全　昭和１５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-483 交通学教程　巻１　昭和１５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-484 馬学教程　全　昭和１５年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-485 軍制学教程　全　（昭和１５年改訂） 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-486 論理学教程　陸軍士官学校予科用　全　大正１２年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-487 馬学教程　全　昭和１２年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-488 心理学教程　全　陸軍予科士官学校用　昭和１７年印刷 陸軍予科士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-489 西洋史仮教程　巻１　昭和１１年３月 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-490 西洋史仮教程　巻２　昭和１１年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-491 西洋史仮教程　参考　西洋各国小史 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-492 日本史仮教程　全　昭和１１年印刷 陸軍士官学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程士官学校等-493 仏語教程　巻２　陸軍幼年学校第３学年用 内藤濯

中央-軍隊教育教程士官学校等-494 倫理学教程　全　昭和9年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-495 経済学教程　全　昭和9年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-496 立体幾何学教程　昭和3年印刷 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-497 応用戦術の参考　全　昭和10年改訂 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程士官学校等-498 柔道教育之参考 陸軍士官学校

中央-軍隊教育教程経理学校-1 軍事学教程　全　大正２年１１月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-2 軍事学教程　全　大正２年１１月 -

中央-軍隊教育教程経理学校-3 軍事学教程　全２冊　巻１　大正８年改訂 -

中央-軍隊教育教程経理学校-4 軍事学教程　全２冊　巻１　大正８年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-5 軍事学教程　巻３　図例集　昭和５年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-6 軍事学教程　全　大正５年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-7
経理部甲種幹部候補生用　軍事学教程　付図付表　全　昭和１６
年１０月印刷

陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-8 軍制学　昭和８年７月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-9 軍制学教程　全　昭和３年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-10 主計下士官候補者用教程　全　昭和１３年３月改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-11 主計下士官候補者用教程　全　昭１３年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-12 主計下士官候補者用教程　全　昭和１３年３月改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-13 主計下士官候補者用教程　全　昭１５年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-14 主計下士官候補者用教程　全　昭和１５年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-15 計手候補者用教程　全　昭和４年８月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-16 主計下士官候補者用教程（全）　昭１８年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-17 主計下士官候補者用教程（全）　昭１８年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-18 幼学綱要講話　昭和１０年５月 青年教育普及会

中央-軍隊教育教程経理学校-19 作戦給養教程　全　大正５年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-20 作戦給養教程　全　大正１４年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-21 初級作戦給養１００題 陸軍主計少佐　清水一郎

中央-軍隊教育教程経理学校-22 作戦給養図表 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-23 作戦給養図表　大正１０年２月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-24 作戦給養要図例　大正１３年９月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-25 戦時分任官業務指針　昭１６年３月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-26 戦時分任官業務指針　昭和１４年１２月改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-27 戦時分任官業務指針　昭和１６年３月改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-28 分任官業務提要　昭和２０年１月改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-29 糧秣経理教程（全）　昭和９年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-30 糧秣経理教程（全）　昭和９年改訂 陸軍経理学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程経理学校-31 糧秣経理教程　全　昭和１３年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-32 糧秣経理教程　全　昭和１３年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-33 糧秣経理教程　全　昭和１７年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-34 糧秣経理教程　昭和１７年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-35 甲種経理部幹部候補生用教程　昭和１３年８月改訂印刷 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-36 経理部甲種幹部候補生用教程　巻１　昭和１５年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-37 被服経理教程（全）　昭和９年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-38 被服経理教程（被服品）　昭和１２年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-39 被服経理教程　昭和１３年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-40 被服経理教程　昭和１３年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-41 被服経理教程　昭和１５年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-42 被服経理教程（被服品）　昭和１５年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-43 縫装工下士官候補者　被服経理教程　昭和１６年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-44 靴工術教程　巻２　昭和６年１１月改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-45 靴工術教程　巻１　昭和１１年９月改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-46 総合経理実習参考書　昭和１６年１０月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-47 総合経理実習参考書　昭和１６年１０月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-48 一般経理．金銭経理　事務実習参考書　昭和１３年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-49 一般経理．金銭経理　事務実習参考書　昭和１３年６月発行 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-50 一般経理．金銭経理　事務実習参考書　昭和１４年９月改訂印刷 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-51
一般経理．金銭経理　事務実習参考書（平時の部）　昭和１４年度
印刷

陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-52
一般経理．金銭経理　事務実習参考書（戦時の部）　昭和１４年度
印刷

陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-53
一般経理．金銭経理　事務実習参考書（戦時の部）　昭和１５年８
月改訂印刷

陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-54 陸軍経理学教程書　日本の部　完 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-55 軍隊経理　第４編　営繕．文庫．酒保．集会所事務　大正５年９月 -

中央-軍隊教育教程経理学校-56 一般経理教程　巻２　昭和４年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-57 経理部甲種幹部候補生用教程　金銭経理　昭和１７年８月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-58
経理部甲種幹部候補生用教程　金銭経理　昭和１７年８月改訂印
刷

陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-59 兵器経理教程（資材の部）　昭和１１年印刷 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-60 陸軍経理実務指針　大正２年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-61 応用戦術の参考（全）　昭和１３年印刷 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-62 主計生教育用　金銭経理教程草案　大正１０年７月１日 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-63 初級作戦給養１００題 陸軍主計少佐　清水一郎

中央-軍隊教育教程経理学校-64 初級作戦給養１００題 陸軍主計少佐　清水一郎

中央-軍隊教育教程経理学校-65 極寒地作戦　給養必携　昭和１０年８月 陸軍糧秣本廠

中央-軍隊教育教程経理学校-66 極寒地作戦　給養必携　昭和１０年８月 陸軍糧秣本廠



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程経理学校-67 極寒地作戦　給養必携　昭和１０年８月 陸軍糧秣本廠

中央-軍隊教育教程経理学校-68 作戦給養の参考　昭和１２年１月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-69 作戦給養の参考　昭和１２年１月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-70 作戦給養の参考　昭和１２年１月改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-71 作戦給養作業の参考（乙）　昭和１６年８月改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-72 作戦給養作業の参考（乙）　昭和１６年８月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-73 戦時出納官吏事務手続の研究　昭和１２年８月 陸軍省　経理局

中央-軍隊教育教程経理学校-74
経理部　主計　建技　経技　幹部候補生になるまで　昭和１７年７
月

斉藤　市平

中央-軍隊教育教程経理学校-75
昭和１８年度版　経理部　主計　建技　経技　幹部候補生受験必
携

-

中央-軍隊教育教程経理学校-76 陣中経理要覧　昭和１６年７月陸軍省印刷 陸軍省

中央-軍隊教育教程経理学校-77 陣中経理要覧　昭和３年５月 陸軍省

中央-軍隊教育教程経理学校-78 大東亜戦争経理要覧　昭和１８年２月 陸軍省

中央-軍隊教育教程経理学校-79 大東亜戦争経理要覧 -

中央-軍隊教育教程経理学校-80 日露戦争より得たる　野戦給養勤務上の教訓　大正４年 -

中央-軍隊教育教程経理学校-81 陸軍経理勤務実施要領の栞　昭和１９年 陸軍主計中佐　清水一郎

中央-軍隊教育教程経理学校-82 中隊経理実施上の参考　昭和１４年３月 舞部隊経理部

中央-軍隊教育教程経理学校-83 陸軍簿記の参考　昭和１５年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-84 陸軍簿記の参考　昭和１５年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-85 応用作戦給養講授録　４　明治４２年 陸軍経理研究会

中央-軍隊教育教程経理学校-86 陸軍経理要領　第３巻　明治３１年１１月 近藤　融

中央-軍隊教育教程経理学校-87 戦時部隊付経理官勤務参考書　昭和１４年２月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-88 戦時金銭業務の概要と注意　昭和１５年８月 臨時陸軍東京経理部

中央-軍隊教育教程経理学校-89 経理便覧　昭和１４年１月 台湾軍経理部

中央-軍隊教育教程経理学校-90 経理便覧　昭和１６年９月 台湾軍経理部

中央-軍隊教育教程経理学校-91 計算便覧４　昭和１７年９月 関東軍経理部

中央-軍隊教育教程経理学校-92 計算便覧　昭和１６年８月印刷 関東軍経理部

中央-軍隊教育教程経理学校-93 軍需品工場の原価計算　昭和１５年３月 -

中央-軍隊教育教程経理学校-94 給養地理資料　印度　昭和１７年８月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-95 南方島嶼作戦に於ける経理勤務の参考　昭和１９年３月 陸軍経理学校研究部

中央-軍隊教育教程経理学校-96 不毛地作戦に於ける給養補給勤務の参考　昭和１６年１１月 陸軍経理学校研究部

中央-軍隊教育教程経理学校-97 軍需品工場に対する会計監督業務上の参考 陸軍経理学校研究部

中央-軍隊教育教程経理学校-98 支那事変の経験に基く経理勤務の参考（第３集） 陸軍経理学校研究部

中央-軍隊教育教程経理学校-99 作戦経理要務書　綱領．総則及第１部（案）　昭和２０年３月 兵站総監部

中央-軍隊教育教程経理学校-100 作戦経理要務書　綱領．総則及第１部　昭和２０年３月 兵站総監部

中央-軍隊教育教程経理学校-101 作戦経理要務書　綱領．総則及第１部　昭和２０年３月 兵站総監部

中央-軍隊教育教程経理学校-102 作戦経理要務書　綱領．総則及第１部　昭和２０年３月 兵站総監部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程経理学校-103 作戦経理要務書　綱領．総則及第１部（案）　昭和２０年３月 兵站総監部

中央-軍隊教育教程経理学校-104 作戦経理要務書　綱領．総則及第１部（案）　昭和２０年３月 兵站総監部

中央-軍隊教育教程経理学校-105 作戦経理要務書　綱領．総則及第１部（案）　昭和２０年３月 兵站総監部

中央-軍隊教育教程経理学校-106 作戦経理要務書　綱領．総則及第１部（案）　昭和２０年３月 兵站総監部

中央-軍隊教育教程経理学校-107 作戦経理要務書（案）　綱領．総則及第１部　昭和２０年３月 兵站総監部

中央-軍隊教育教程経理学校-108 軍隊調理参考資料食品の鑑定法　大正１２年１月改訂第２版 陸軍糧秣本廠

中央-軍隊教育教程経理学校-109 軍隊調理参考書　大正１３年３月 陸軍糧秣本廠

中央-軍隊教育教程経理学校-110 軍隊調理法　昭和１２年７月２６日 陸軍省

中央-軍隊教育教程経理学校-111 給養器具取扱説明書　昭和１３年４月 陸軍糧秣本廠

中央-軍隊教育教程経理学校-112 兵食養価算定用食品及嗜品分析表　大正９年１２月１１日 -

中央-軍隊教育教程経理学校-113 兵食養価算定用食品及嗜品分析表　昭和１６年１月陸軍省印刷 陸軍省

中央-軍隊教育教程経理学校-114 食品及嗜品分析表 -

中央-軍隊教育教程経理学校-115 食品及嗜品分析表 -

中央-軍隊教育教程経理学校-116 軍事学教程　全　大正２年１１月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-117 経理部甲種幹部候補生用　軍事学教程　全　昭和１５年８月印刷 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-118 軍事学教程　巻１　大正８改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-119 教程講本　糧食給養　第７類　食塩 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-120 教程講本　糧食給養　第８類　味噌．醤油及酢の部 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-121 作戦に関する糧食給養教程目次　明治３５年８月印刷 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-122 大正５年度　主計候補生・士官候補生試験問題 -

中央-軍隊教育教程経理学校-123 陸軍簿記の参考（教育用）　昭和１６年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-124 陸軍簿記の参考（教育用）　昭和１６年 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-125 総合経理実習参考書（戦地の部）　昭和１６年１０月印刷 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-126 総合経理実習参考書（戦地の部）　昭和１６年１０月印刷 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-127 経理戦術教程　昭和１９年改訂 -

中央-軍隊教育教程経理学校-128 経理戦術教程　昭和１９年改訂 -

中央-軍隊教育教程経理学校-129 戦時分任官業務指針　昭和１６年３月改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-130 戦時分任官業務指針　昭和１６年３月改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-131 作戦給養作業の参考（乙）　昭和１６年８月改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-132 作戦給養作業の参考（乙）　昭和１６年８月改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-133
経理部甲種幹部候補生用教程　軍需品学　昭和１７年８月改訂印
刷

-

中央-軍隊教育教程経理学校-134
経理部甲種幹部候補生用教程　軍需品学　昭和１７年８月改訂印
刷

-

中央-軍隊教育教程経理学校-135
経理部甲種幹部候補生用教程　軍需品学　昭和１７年８月改訂印
刷

-

中央-軍隊教育教程経理学校-136 主計団記事「経理春秋」　抜萃収録　昭和１５年６月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-137 主計団記事「経理春秋」　抜萃収録　昭和１５年６月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-138
経理部甲種幹部候補生用教程　一般経理　昭和１７年８月改訂印
刷

-
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中央-軍隊教育教程経理学校-139
経理部甲種幹部候補生用教程　一般経理　昭和１７年８月改訂印
刷

-

中央-軍隊教育教程経理学校-140 被服品格納保全要領 -

中央-軍隊教育教程経理学校-141 被服品格納保全要領 -

中央-軍隊教育教程経理学校-142 陸軍戦時給與規則同細則の研究　昭和１７ 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-143 陸軍旅費規則 第１軍経理部復写

中央-軍隊教育教程経理学校-144 陸軍旅費規則 第１軍経理部復写

中央-軍隊教育教程経理学校-145 糧食給養 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-146
作戦糧食給養教程　第１編　第１章　概意・兵語の解釈　作戦に関
する糧食給養教程目次

陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-147 作戦糧食給養教程　第１編　第２章　野戦軍 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-148 作戦糧食給養教程　第１編　第４章　交通 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-149 作戦糧食給養教程　第１編　第５章　給養に影響を及ぼす事項 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-150
作戦糧食給養教程　第２編　第１章　糧食給養勤務の綱領　第２
章　給養実行　第３章　特別の場合に於ける給養

陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-151 輜重兵団勤務　給養教程付録 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-152 第３期本科生徒　作戦給養の原則と戦例　其２　昭和１５年１月 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-153 作戦給養作業の参考　昭和１１年１月編纂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-154 一般経理教程　巻１　昭和２年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程経理学校-155
支那事変の経験に基く経理勤務の参考（第一輯）　住谷悌史資料
昭和１３年７月

野戦経理長官部

中央-軍隊教育教程経理学校-156
支那事変の経験に基く経理勤務の参考（第二輯）　住谷悌史資料
昭和１４年３月

野戦経理長官部

中央-軍隊教育教程経理学校-157 戦時経理勤務に必要なる国際法　住谷悌史資料　昭和１４年２月 野戦経理長官部

中央-軍隊教育教程経理学校-158 熱地作戦給養必携　住谷悌史資料　昭和９年６月 陸軍糧秣本廠編

中央-軍隊教育教程経理学校-159 熱地作戦給養必携　住谷悌史資料　昭和１５年８月 陸軍糧秣本廠

中央-軍隊教育教程経理学校-160 建築学教程　全　附図　住谷悌史資料　大正２年改訂 陸軍経理学校

中央-軍隊教育教程各種学校-1 兵器学教程　火砲　第１巻　昭１４ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-2 兵器学教程　火砲　第１巻　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-3 兵器学教程　火砲　第３巻　昭１４ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-4 兵器学教程　火砲　第３付図　昭１４ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-5 兵器学教程　火砲　第３巻付図　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-6 兵器学教程　火砲　第２巻　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-7 兵器学（火砲）補遺　第４巻　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-8 兵器学教程　火砲　第５巻　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-9 兵器学教程　火砲　第５巻　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-10 兵器学教程　銃器　第１巻　昭１４ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-11 兵器学教程　銃器　第３巻　昭１４ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-12 兵器学教程　銃器　第１巻　銃器通論　昭１５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-13 兵器学教程　第１巻　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-14 兵器学教程補遺　銃器（９９式軽機関銃）　昭１７ 陸軍兵器学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-15 兵器学教程　銃器　第２巻　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-16 兵器学教程　銃器　第２巻付図　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-17 兵器学教程補遺（生徒用）　銃器（９９式小銃及短小銃）　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-18 兵器学教程　銃器　第２巻　第１・２編　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-19 兵器学教程　銃器　第２巻　第３編　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-20 兵器学教程　銃器　第２巻　第６編　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-21 兵器学教程　銃器　第２巻　第７編　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-22 兵器学教程　銃器　第２巻　第１１編　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-23 兵器学教程補遺（生徒用）　銃器（１００式擲弾器）　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-24 兵器学教程　電力器材・照明器材　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-25 兵器学教程　電力器材・照明器材　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-26 兵器学教程　自動車　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-27 兵器学教程　戦車　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-28 兵器学教程　戦車　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-29 兵器学教程　戦車　補遺　昭１８．２ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-30 兵器学教程補遺　戦車装甲車点検調整　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-31 兵器学教程　化学兵器　第１巻　昭１３．６ -

中央-軍隊教育教程各種学校-32 兵器学教程　化学兵器　第１巻　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-33 兵器学教程　化学兵器　第１巻　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-34 材料学教程　金属材料　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-35 兵器学教程　無線器材　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-35_2 昭和１６年改訂学生用　兵器学教程（無線器材） 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-36 兵器学教程　有線器材　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-37 兵器学教程　輜重車　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-38 兵器学教程　動力機　其の１　昭１４ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-39 兵器学教程　動力機　其の３　昭１４ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-40 兵器学教程　眼鏡　昭１３ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-41 兵器学教程　眼鏡　付図　昭１３ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-42 兵器学教程　馬具　昭１８年改訂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-43 乗輓駄馬具修理法の参考　昭１７．３ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-44 乗輓駄馬具修理法の参考　昭１７．３ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-45 兵器学教程案（弾薬　第２巻）　弾丸　昭１９ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-46 兵器学教程　弾薬　第３巻（火具各論）　昭１５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-47 兵器学教程　第１巻　弾薬　昭１５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-48 兵器学教程　第３巻　弾薬（火具各論）　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-49 弾薬参考書　昭１５ 陸軍兵器学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-50 兵器学教程　第２巻　火薬　爆薬　昭１２ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-51 兵器学（弾丸火具）　昭１４．８ 陸軍兵器学校長

中央-軍隊教育教程各種学校-52 兵器学教程　付図（軍刀．小銃．重機等） 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-53 兵器学教程　器材　第１巻（木工．渡河）　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-54 弾薬講授録　昭１８．５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-55 兵器概説教程　付図　昭１５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-56 兵器概説教程　器材　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-57 兵器概説教程　第１巻　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-58 兵器概説教程　第２巻　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-59 兵器概説教程　第２巻　昭１５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-60 兵器概説教程　第２巻　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-61 技術教程　基本　第１巻　昭１５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-62 技術教程補遺　輪帯及其の取扱法　昭１５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-63 戦時兵器勤務教程　付録　野戦師団の勤務　昭１５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-64 技術教程　金工　第２編　昭１２ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-65 技術教程参考（金工）　瓦斯熔接　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-66 技術教程　金工　第２編　瓦斯熔接　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-67 技術教程　電気熔接　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-68 技術教程　電気熔接　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-69 技術教程　銃器修理法　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-70 技術教程　火砲修理法　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-71 技術教程　第３巻　自動車及戦車修理法　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-72 技術教程　鞍工基本　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-73 交通学教程　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-74 交通学教程　昭１９ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-75 物理学教程　生徒用　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-76 築城学教程　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-77 製図学教程　全　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-78 兵器業務教程　昭１５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-79 兵器勤務教程　第２巻　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-80 戦術図例集　学生用　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-81 応用化学教程　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-82 応用化学教程　附図　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-83 材料強弱学教程　昭１５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-84 戦時兵器勤務必携　整備・補給・輸送 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-85 戦時兵器勤務教程　第１巻　昭１６ 陸軍兵器学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-86 平時兵器勤務教程　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-87 光学兵器検査法の参考　昭１８．１ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-88 軍制学教程案　巻１　昭１５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-89 軍制学講授録　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-90 軍制学教程　全　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-91 軍制学教程　全　昭１８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-92 軍制学講授録　昭１７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-93 射撃法の大意　昭１８．４ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-94 ９４式５号無線機検査法　及修理法の参考　昭１７．１０ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-95 乗輓駄馬具検査法の参考　昭１８．６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-96 兵器勤務に関する参考　昭１４．１１ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-97 ９５式軽戦車検査法及　修理法の参考　昭１７．３ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-98 刀剣・小銃　拳銃・擲弾筒　修理法の修理　昭１７．３ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-99 ８８式７糎　野戦高射砲　修理法の参考　昭１７．３ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-100 ９１式１０糎榴弾砲　検査法の参考　昭１７．３ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-101
９２式歩兵砲　９４式３７粍砲　４１式山砲　修理法の参考　昭１７．
３

陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-102
９２式歩兵砲　９４式３７粍砲　４１式山砲　修理法の参考　昭１７．
３

陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-103 ９７式自動砲検査法の参考　昭１７．１０ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-104 ９５式野砲　検査法の参考　昭１８．１ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-105 ９５式野砲修理法の参考　昭１８．７ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-106 ９６式１５糎榴弾砲　検査法の参考　昭１８．８ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-107 光学兵器検査法の参考　昭１８．１ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-108 光学兵器検査法の参考　昭１８．１ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-109
１１年式軽機関銃　９６式軽機関銃　９２式重機関銃　９７式車載重
機関銃　修理法の参考　昭１７．３

陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-110 北満に於ける　対寒常識（一部兵器の取扱上の注意） 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-111 兵器概説教程　昭１６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-112 兵器勤務の諸原則表解　昭２０．６ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-113 兵器学教程　銃器　第２巻　付図　昭１５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-114 兵器学教程（高等科砲兵用）　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-115 兵器学教程（高等科砲兵用）　材料強弱学　第１巻　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-116 兵器学教程（高等科砲兵用）　材料強弱学　第１巻　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-117 兵器学教程（高等科砲兵用）　材料強弱学　第１巻　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-118 兵器学教程（高等科砲兵用）　材料強弱学　第１巻　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-119 兵器学教程（高等科砲兵用）　材料強弱学　第１巻　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-120 工芸学教程（高等科砲兵用）　機械　第２巻　昭８ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-121 工芸学教程　機械　第２巻　昭８ 陸軍砲工学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-122 工芸学教程（高等科砲兵用）　機械　第２巻　昭８ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-123 兵器学教程（高等科砲兵用）　材料強弱学　第２巻　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-124 兵器学教程（高等科砲兵用）　材料強弱学　第２巻　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-125 兵器学教程（高等科砲兵用）　砲架　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-126 兵器学教程（高等科砲兵用）　砲架　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-127 兵器学読本（高等科砲兵用）　火薬学理論　昭１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-128
兵器学教程（高等科砲兵用）　第２編．火砲．第１巻　第６版．付図
及付表　大正１２

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-129 兵器学教程（高等科砲兵用）　火砲　昭２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-130 兵器学教程（高等科砲兵用）　火砲　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-131 兵器学教程　弾丸　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-132 兵器学教程　弾丸　昭１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-133 兵器学教程（高等科砲兵用）　光学器械　第２版　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-134 兵器学教程　昭１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-135 兵器学教程　火砲　付図　昭２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-136 工芸学教程（高等科砲兵用）　機械　第１巻　昭８ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-137 工芸学教程（高等科砲兵用）　機械　第１巻　昭８ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-138 工芸学機械参考（高等科砲兵用）　機械製図要領　第１　昭８ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-139 土木工学教程（高等科工兵用）　材料強弱　昭１６ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-140 築城学教程　要塞配置付図　昭８ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-141 築城学教程（高等科工兵用）　要塞配置　昭８ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-142 数学教程（高等科砲工兵用）　高等代数　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-143
射撃学読本（高等科砲兵用）　Ｇ．Ｓｕｇｏｔの理論砲内弾道学　昭１
０

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-144
射撃学読本（高等科砲兵用）　Ｇ．Ｓｕｇｏｔの理論砲内弾道学　昭１
０

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-145
射撃学読本（高等科砲兵用）　Ｇ．Ｓｕｇｏｔの砲外弾道学の理論　昭
１１

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-146 射撃学教程（高等科砲兵用）　砲外弾道　昭８ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-147 射撃学教程（高等科砲兵用）　砲外弾道　付表　昭８ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-148 射撃学教程　砲外弾道　付表　昭８ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-149 射撃学教程　砲内弾道学　付図　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-150 射撃学教程　砲内弾道学　付図　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-151 射撃学教程（高等科砲兵用）　砲内弾道学　付図　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-152 射撃学教程（高等科砲兵用）　砲内弾道学　付図　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-153 射表編纂要領（高等科砲兵用）　昭５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-154 射表編纂要領　高等科砲兵用　昭５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-155 射表編纂要領（高等科砲兵用）　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-156 化学教程（高等科砲兵用）　応用化学　昭７ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-157 物理学教程（高等科工兵用）　測定理論　昭７ 陸軍砲工学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-158 交通学教程（高等科工兵用）　橋梁　昭１５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-159 兵器学教程（普通科砲兵用）　火砲　昭４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-160 兵器学教程（普通科砲兵用）　機械　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-161 兵器学教程（普通科砲兵用）　機械　昭９ 陸軍砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-161_2 兵器学教程（普通科砲兵用）　機械　昭９ -

中央-軍隊教育教程各種学校-162 兵器学教程（普通科砲兵用）　弾丸火具　昭１１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-163 兵器学教程（普通科砲兵用）　火薬及化学兵器　昭８ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-164 兵器学教程　普通科戦車　自動車兵用　昭１６ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-165 兵器学読本（普通科砲兵用）　外国兵器　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-166 兵器学教程（普通科砲兵用）　車両　昭９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-167 工芸学教程（普通科砲兵用）　軍事工芸　昭１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-168 工芸学教程（普通科砲兵用）　軍事工芸　昭１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-169 工芸学教程（普通科砲兵用）　軍事工芸　付図付表　昭１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-170 土木工学教程（普通科工兵用）　水理　昭１３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-171 土木学教程（普通科工兵用）　材料強弱　昭１３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-172
築城学読本（工兵学生用）　第２巻　野戦築城歴史　第１版　附図
昭２

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-173 土木学教程（普通科工兵用）　材料強弱　昭１３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-174 機械学教程（普通科工兵用）　機械光学　第２巻　昭１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-175 図学教程（普通科砲工兵用）　第１３版　昭８ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-176 射撃学教程　第２編　砲外弾道学　大正１２ -

中央-軍隊教育教程各種学校-177 射撃学教程（普通科砲兵用）　測量　第１巻　昭７ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-178 射撃学教程（普通科砲兵用）　測量　第１巻　昭１１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-179 射撃学教程（普通科砲兵用）　測量　第１巻　昭１１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-180 射撃学教程（普通科砲兵用）　測量　第２巻　昭１１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-181 射撃学教程（普通科砲兵用）　測量　第２巻　昭１１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-182 射撃学教程（普通科砲兵用）　測量　付表付図　昭１１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-183 射撃学教程（普通科砲兵用）　射撃法　第１巻　大正１５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-184 射撃学教程（普通科砲兵用）　射撃法　第１巻　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-185 射撃学教程（普通科砲兵用）　射撃法　第１巻　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-186 射撃学教程（普通科砲兵用）　射撃法　第１巻　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-187 射撃学教程（普通科砲兵用）　射撃法　第１巻　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-188 射撃学教程（普通科砲兵用）　射撃法　第２巻　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-189 射撃学教程（普通科砲兵用）　射撃法　第２巻　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-190 射撃学教程（普通科砲兵用）　射撃法　第２巻　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-191 射撃学教程（普通科砲兵用）　射撃法　第２巻　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-192 射撃学教程（普通科砲兵用）　砲外弾道　第１２版　付表　昭３ 陸軍砲工学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-193 射撃学教程（普通科砲兵用）　砲外弾道　第１３版　付表　昭４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-194 射撃学教程（普通科砲兵用）　砲外弾道　第１５版　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-195 射撃学教程（普通科砲兵用）　砲外弾道　第１５版　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-196 射撃学教程（普通科砲兵用）　砲外弾道　第１５版　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-197 射撃学教程（普通科砲兵用）　砲外弾道　第１５版　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-198 射撃学教程（普通科砲兵用）　砲外弾道　付表　第１５版　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-199 射撃学教程（普通科砲兵用）　砲外弾道　付表　第１５版　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-200 射撃学教程（普通科砲兵用）　砲外弾道　付表　第１５版　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-201 弾道表彙集　下巻（砲兵学校用） 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-202 弾道実習便覧（砲兵科学生用）　第２版　昭１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-203 弾道実習便覧（砲兵科学生用）　第３版　昭１６ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-204 射撃学教程（普通科砲兵用）　射撃要具　第１９版　昭１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-205 射撃学教程（普通科砲兵用）　射撃要具付図　第１９版　昭１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-206
観測学教程（普通科砲兵用）　射撃要具　第１版　第１巻　昭和１５
年

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-207
観測学教程（普通科砲兵用）　射撃要具　第１版　第２巻　昭和１５
年

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-208 射撃学読本（普通科砲兵用）　規正計算の理論と実際　昭１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-209 射撃学読本（普通科砲兵用）　規正計算の理論と実際　昭１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-210 射撃学読本（普通科砲兵用）　規正計算の理論と実際　昭１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-211 射撃学読本（普通科砲兵用）　規正計算の理論と実際　昭１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-212 砲内弾道学（普通科砲兵用）　火砲別冊　昭１４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-213
自動車学教程（戦車．自動車学生用）　機関電気の部　第１版　昭
１５

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-214 砲内弾道学（普通科砲兵用）　火砲別冊 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-215 兵器学教程付図　昭１５　改訂 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-216
交通学教程（普通科工兵用）　船舶及気象　第２巻　気象付録　第
２版　昭１２

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-217 交通学教程（普通科工兵用）　鉄道付表　第９版　昭１１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-218 車両学講授録（普通科砲兵用）　昭１６ -

中央-軍隊教育教程各種学校-219 化学教程（普通科砲工兵用）　第２版　昭７ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-219_2 化学教程（普通科砲工兵用）　第４版　昭１３ -

中央-軍隊教育教程各種学校-220 物理学実験教程（普通科砲兵用）　第１版　昭８ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-221
築城学読本　第１巻（工兵学生用）　永久築城歴史　第１版　附図
昭２

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-222 築城交通学教程（普通科砲兵用）　築城　第８版　昭１１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-223 兵器学読本　遮氏砲身長後座式砲架理論　第３巻　明治３９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-224 兵器学読本　遮氏砲身長後座式砲架理論　第１巻　明治３９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-225 射撃学読本（高等科用）　砲外弾道学　明治４０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-226 兵器学読本　迂氏爆薬　明治４０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-227 兵器学読本　古倫氏砲身後座式砲架理論　第２巻　明治４０ 陸軍砲工学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程各種学校-227_2 兵器学読本　古倫氏砲身後座式砲架理論　第１巻　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-228
兵器学教程　第３版　第５編　砲架　第１巻（高等科砲兵学生用）
付図　明治４０

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-228_2 兵器学教程　第５編　砲架　第１巻　付図　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-229 兵器学教程付録　２８糎昇降榴弾砲付図　明治４０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-229_2 兵器学教程付録　２８糎昇降榴弾砲　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-230 兵器学教程付録　３８式野砲　第２版付図　明治４１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-230_2 兵器学教程　付録　３８式野砲　第２版　明治４１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-231 兵器学読本　水圧駐退機理論　明治４１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-232 兵器学読本　古倫氏砲身後座式砲架理論　第３巻　明治４１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-233 兵器学読本　羅氏砲身後座式火砲理論　明治４１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-234
兵器学教程　火砲　付録　装箍砲身の緊搾度計算簡易法　明治４
１

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-235 音波の理論　第１巻　武田砲兵大佐講話　明治４４．１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-236 兵器学読本　砲肉弾性振動理論　明治４２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-237 兵器学教程　第５編　砲架　第３巻　付図　明治４２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-238 工芸学読本　木材（普通科砲兵用）　明治４２．１１ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-239 兵器学読本　火砲脱底の原理　明治４３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-240 射撃学読本　長弾運動に関する研究　明治４３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-241 化学読本　上巻　明４３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-242 化学読本　独国ル・ブラン著　電気化学（高等科砲工兵用）　明４３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-243 化学教程（普通科砲兵用）　第１０版　明４４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-244 数学教程（普通科砲兵用）　解析・幾何学　明４４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-245 発動機平衡論（高等科砲兵用）　明治４４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-246 図学教程　第８版（普通科砲兵用）　明治４４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-247 工芸学教程（高等科砲兵用）　機械学　第１巻　明治４５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-248 工芸学教程（高等科砲兵用）　機械学　第２巻　明治４５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-249 工芸学教程（高等科砲兵用）　機械学　第３巻　第２版　明治４５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-250
兵器学教程（高等科砲兵用）　第２編　火砲　第１巻　第３版　明治
４５

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-251 兵器学教程　第２編　火砲　第２巻　明治４５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-252 兵器学教程（普通科砲兵用）　兵器保存法　第８版　明治４５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-253 射撃学読本（高等科砲兵用）　明治４５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-254 射撃学読本（高等科砲兵用）　長弾重心周の運動　明治４５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-255 射撃学教程　砲外弾道学　第７版　明治４５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-256 物理学教程（普通科砲工兵用）　上巻　明治４５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-257 物理学教程（普通科砲兵用）　下巻　明治４５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-258 数学教程（普通科砲兵用）　公算及誤差学　第４版　明治４５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-259 工芸学教程（普通科砲兵用）　工芸通論　第６版　大正１年 陸軍砲工学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-260 工芸学教程（高等科砲兵用）　冶金学　巻２　第３版　大正１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-261 工芸学読本（高等科砲兵用）　金属組織学　大正１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-262
兵器学教程（高等科砲兵用）　物科抗力　第１巻　第２版　大正１
年

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-263
兵器学教程（高等科砲兵用）　物料抗力　第２巻　第２版　大正１
年

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-264
兵器学教程（高等科砲兵用）　物料抗力　第３巻　第２版　大正１
年

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-265 兵器学教程（普通科砲兵用）　第１編　火砲　第７版　大正１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-266 兵器学教程（普通科砲兵用）　第２編　砲架　大正１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-267 物理学教程（高等科砲兵用）　第１編　熱力学　第２版　大正１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-268 物理学教程（高等科砲兵用）　第２編　電気学補遺　大正１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-269 物理学教程（普通科砲兵用）　力学の部　大正１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-270 化学教程（高等科砲兵用）　大正１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-271 化学教程（高等科砲兵用）　第３版　大正１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-272
数学教程（普通科砲兵用）　第２編　微分積分学初歩　第５版　巻
の２　大正１年

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-273 射撃学教程　第３編　射撃法　大正１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-274 瓦斯及石油発動機理論　大正１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-275
数学教程　第４編　解析力学初歩（普通科砲兵用）　第３版　大正
２

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-276 数学教程（高等科砲兵用）　立体解析幾何学　第３版　大正２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-277 数学教程（高等科砲兵用）　第２編　微分学　第４版　大正２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-278 射撃学教程（普通科砲兵用）　弾丸効力　第８版　大正２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-279 射撃学教程　第３編　射撃法　第４巻　海岸射撃　大正２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-280
射撃学教程（普通科砲兵用）　第３編　射撃法　第１巻　射撃要具
大正２

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-281 射撃学教程（普通科砲兵用）　曳火数弾射撃の効力　大正２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-282 射撃学研究の参考　音現象を用いて弾丸速度の決定　大正２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-283
土木学教程（高等科工兵用）　物料抗力及図解力学　第１１版　大
正２

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-284 火砲砲架設計要領（高等科砲兵用）　大正２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-285 兵器学教程（高等科砲兵用）　第２編　弾丸　第４版　大正２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-286 兵器学教程（普通科砲兵用）　爆薬　第８版　大正２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-287
工芸学教程　兵器製造の部（普通科砲兵用）　巻の１　第８版　大
正２

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-288
工芸学教程（普通科砲兵用）　巻の２　兵器製造の部　第８版　大
正２

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-289
土木学教程（高等科砲兵用）　物料抗力及図解力学　付録　大正
２

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-290 数学教程（高等科砲兵用）　第３編　積分学（上）　第４版　大正３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-291 数学教程（高等科砲兵用）　第３編　積分学（下）　大正３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-292 数学教程（高等科砲兵用）　第５編　剛体力学　第５版　大正３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-293 化学教程（高等科砲兵用）　第１巻　第４版　大正３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-294 機械学読本　自動車力学的研究　第１巻　大正３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-295
機械学読本（高等科砲工兵用）　自動車力学的研究　第２巻　大
正３

陸軍砲工学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程各種学校-296 射撃学教程　第２編　砲外弾道学　大正３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-297
無限範囲の流動体内における運動の伝播（高等科砲兵用）　大正
３

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-298 要塞戦術実施記事　大正３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-299
兵器学教程（高等科砲兵学生用）　第５編　砲架　第１巻　第５版
大正３

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-300 物理学実験教程（高等科砲工兵用）　第４版　大正３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-301 工芸学教程（高等科砲兵用）　冶金学　巻３　第１版　大正３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-302 工芸学教程（高等科砲兵用）　機械　第１巻　第３版　大正４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-303 工芸学教程（高等科砲兵用）　機械　第３巻　第３版　大正４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-304 工芸学教程（高等科砲兵用）　機械　第４巻　第３版　大正４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-305 要塞戦術学読本（高等科砲工兵用）　要塞戦　大正４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-306 要塞現地戦術記事　大正４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-307 化学教程（高等科砲兵用）　第２巻　第４版　大正４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-307_2 化学教程（高等科砲兵用）　第７版　第２巻　応用化学　大正１２年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-308 数学教程（高等科砲兵用）　公算誤差学　大正４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-309 兵器学教程（高等科砲兵用）　第５編　砲架　第３巻　大正４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-310 兵器学教程（高等科砲兵用）　第５編　砲架　大正４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-311 兵器学読本　瓦斯中化学的反応の伝播法（高等科砲兵用）大正４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-312 材料強弱学研究　円?形蛇線発條の計算　大正４．４．１４ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-313 工芸学教程（普通科砲兵用）　爆薬製造　第４版　大正６ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-314
射撃学教程（高等科砲兵用）　第１明　砲内弾道学　第１巻　第９
版　大正１５

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-315 兵器学教程　光学器械　第３版　昭１６ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-316 兵器学教程案　燃料　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-317 兵器学教程　火砲　第１０版　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-318 工芸学教程　冶金　第１版　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-319 土木工学教程　軍用構築　第１版　昭１６ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-320 射撃学仮教程　砲内弾道学　第２版　昭１９ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-321 射撃学仮教程　砲内弾道学別冊　昭１９ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-322 射撃学仮教程　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-323 射撃学仮教程　砲内弾道　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-324 観測学仮教程　大地測量　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-325 交通学教程　通信　第２版　昭１１ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-326 機械工学仮教程　第３編　動力機関　其２　機械力学　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-327 機械工学仮教程　原動機関　其１　原動機一般概要　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-328 機械工学仮教程　工兵機械　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-329 機械工学仮教程　第１巻　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-330 兵器学教程　火砲　第８版　昭１８ 陸軍科学学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程各種学校-331 兵器学仮教程　車両　第１巻　機関の部　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-331_2 兵器学仮教程　車両　第２巻　車体の部　昭和１８年 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-332 兵器学教程　火薬　第２巻　昭１４ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-333 射撃学教程　弾力効力　第１８版　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-334 兵器学仮教程　火薬　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-335 兵器学教程　弾丸火具　第１７版　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-335_2 兵器学教程　弾丸火具　第１７版　付表　付図　昭和１８年 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-336 兵器学教程　弾丸火具　第１７版　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-337 兵器学教程案　燃料　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-338 兵器学仮教程　金属材料　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-339 観測学教程　射撃要具　第１版　第１巻　付図　付表　昭１５ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-340 観測学仮教程　観測　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-341 観測学教程　射撃要具　第１版　第１巻　昭１５ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-342 観測通信学教程　通信　第９版　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-343 交通学教程　通信付図　第１巻　第１１版　昭１６ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-344 交通学教程　通信付図　第２巻　第１１版　昭１６ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-345 射撃学教程　弾丸効力　第１８版　付録　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-346 射撃学教程　弾力効力　第１８版　付録　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-347 射撃学教程　弾丸効力　第１８版　付表　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-348 射撃学教程　弾丸効力　第１８版　付表　付図　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-349 射撃学教程　弾丸効力　第１８版　付表　付図　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-350 射撃学教程　弾丸効力　別冊秘の部　第１版　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-351 射撃学教程　弾丸効力　第１８版　仮版　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-352 射撃学教程　弾丸効力　第１８版　仮版　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-353 射撃学教程　弾丸効力　第１８版　仮版　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-354 射撃学教程　射撃法　第１巻　第１８版　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-355 射撃学教程　射撃法　第１巻　第１８版　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-356 射撃学教程　射撃法　第１８版　附表及附図　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-357 射撃学教程　射撃法　第１８版　付表及付図　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-358 射撃学教程　砲外弾道　第１６版　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-359 射撃学教程　砲外弾道　第１６版　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-360 射撃学仮教程　射撃法　第２巻　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-361 射撃学仮教程　射撃法　第２巻　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-362 射撃学仮教程　射撃法　第２巻　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-363 射撃学教程　弾丸効力　第１８版　板版　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-364 工芸学教程　材料強弱　第１版　昭１７ 陸軍科学学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程各種学校-365 工芸学機械参考　機械製図要領　第２版　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-366 工芸学教程　材料加工　第１巻　第１版　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-367 機械工学　第２巻 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-368 築城学教程　坑道　第３版　昭１６ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-369 物理学教程　原子物理学と相対性理論．概説　第１版　昭１６ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-370 気象学仮教程　第１版　昭１８ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-371 材料及加工法仮教程　第３編　非金属材料　其１　昭１９ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-372 土木工学教程　軍用構築　第２巻　第１版　昭１６ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-373 車両実習指針　昭１７ 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-374 兵器学教程付図　第１巻　大正１０．１１ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-375 兵器学教程　第２巻　昭６．１ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-376 兵器学教程　第２巻　大１４．１１ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-377 兵器学教程　射撃要具　昭１３ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-378 兵器学教程　第２・３編　昭１０．１ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-379 兵器学教程　銃器保存の参考書　昭１１ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-380 兵器学教程　銃器　第３巻付図　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-381 兵器学教程　弾丸火具　昭１１ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-382 兵器学教程付図　弾丸火具　昭１１ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-383 兵器学教程　火薬．爆薬　第１編　性状　昭１１ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-384 兵器学教程　器材　第６巻（照明器材　其１）　昭１３ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-385 兵器学教程　火砲　第１巻　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-386 兵器学教程　火砲　第１巻　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-387 兵器学教程　火砲　第３巻　付図　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-388 兵器学教程　動力機　其１　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-389 昭和１２年改訂 土木学教程　全（下士官候補者用） 陸軍工兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-390 兵器業務教程　全　昭８ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-391 兵器業務教程　昭１３ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-392 兵器業務教程　昭１３ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-393 兵器概説教程　自動車　昭１３ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-394 兵器概説教程　器材　昭１３ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-395 兵器概説教程　器材　昭１３ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-396 技術教程　金工　第１編　仕上　昭１３ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-397 技術教程　金工　第２編　火造鎔接　昭１２ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-398 技術教程　銃工　昭１３ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-399 技術教程　鞍工科　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-400 技術教程　木工　付図　昭１３ 陸軍工科学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程各種学校-401 兵器保存教程付図　金属保存　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-402 兵器学参考書　８９式中戦車乙概説　昭１４．９ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-403 電気工学教程　第１巻　電磁気学　昭９ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-404 材料学教程　金属材料　昭１５ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-405 外国語教程　第２巻　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-406 物理化学教程 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-407 銃工科兵器学教程　大１５ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-408 兵器学教程　動力機　其３　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-409 兵器学教程　弾薬　第６巻（航空弾薬）　昭１５ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-410 兵器業務教程　全　昭２．５ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-411 陣中兵器業務の参考　第１編　昭１３．１２ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-412 陣中兵器業務の参考　第３編　昭１３．１２ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-413 陣中兵器業務の参考　第６編　昭１３．１２ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-414 火砲取扱法参考図解　其の１　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-415 火砲取扱法参考図解　其の２　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-416 火砲取扱法参考図解　其の２　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-417 火砲取扱法参考図解　其の３　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-418 火砲取扱法参考図解　其の４　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-419 火砲取扱法参考図解　其の５　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-420 火砲取扱法参考図解　其の６　昭１４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-421 ９６式軽機関銃取扱の参考　昭１５ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-422 ９４式自動貨車（乙）保存取扱教程　昭１７．６ 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育教程各種学校-423 ９４式自動貨車（甲）保存取扱教程　昭１７．８ 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育教程各種学校-424 ニッサン自動貨車保存取扱教程　昭１７．８ 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育教程各種学校-425 ９５式小型４輪起動乗用車保存取扱教程　昭１７．１１ 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育教程各種学校-426 ９７式中戦車保存取扱教程　昭１７．１２ 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育教程各種学校-427 ９７式軽装甲車保存取扱教程　昭１８．２ 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育教程各種学校-428 ９５式軽戦車保存取扱教程　昭１８．３ 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育教程各種学校-428_2 昭和１８年３月　９５式軽戦車保存取扱教程 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育教程各種学校-429 ９５式軽戦車保存取扱教程　昭１８．３ 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育教程各種学校-430 兵器学教程　車体付図　第１版　昭１８ -

中央-軍隊教育教程各種学校-430_2 兵器学教程　車体　第１版　昭和１８年 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-431 自動車保存取扱法教程　一般自動車の部　昭１４．１２ 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-432 自動車保存取扱法教程　昭１４．１２ 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-433 自動車保存取扱法教程　自動貨車の部　昭１４．１２ 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-434 自動車保存取扱法教程付図（一般自動車の部）　昭１４．１２ 陸軍自動車学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程各種学校-435 最新軍用自動車学教程　改修版　昭１７．７ -

中央-軍隊教育教程各種学校-436 最新軍用自動車学教程　改修版　昭１７．９ -

中央-軍隊教育教程各種学校-437 最新軍用自動車学教程 -

中央-軍隊教育教程各種学校-438 自動車教程　２　調整　昭１８．２ 陸軍機甲本部

中央-軍隊教育教程各種学校-439 戦車技術教程　特編　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-440 戦車技術教程　特編　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-441 戦車技術教程　特編　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-442 戦車技術教程　前編　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-443 戦車技術教程　前編　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-444 戦車技術教程　前編　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-445 戦車技術教程　中編　昭１５．５ 陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-445_2 戦車技術教程　前編　昭和１５．６ 陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-446 戦車技術教程　中編　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-447 戦車技術教程　中編　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-448 戦車技術教程　後編　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-449 戦車技術教程　後編　昭１５．９．２８ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-450 戦車操式草案 -

中央-軍隊教育教程各種学校-451 中戦車教程　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-452 軽装甲車教程　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-453 軽装甲車教程　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-454 軽装甲車教程　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-455 軽装甲車教程　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-456 ９５式軽戦車教程　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-457 ９４式自動貨車（甲）保存取扱教程 -

中央-軍隊教育教程各種学校-458 ８９式中戦車（乙）教程　昭１５．９ 千葉陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-459 軍用鳩通信術教程　上巻　昭１３年改訂 関東軍鳩育成所

中央-軍隊教育教程各種学校-460 軍用鳩通信術教程　昭１４年改訂 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-461 軍用鳩通信教程　下巻　昭１４年改訂 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-462 軍鳩通信教程　上巻　昭１６ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-463 軍鳩通信教程　下巻　昭１６ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-464 電機学教程 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-465 電気学教程 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-466 電気工学教程　昭１８．３ 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-467 ９４式３号甲無線機取扱の参考　昭１７．４ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-468 ９４式３号甲無線機取扱上の参考　昭２０．４ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-469 ９４式６号甲無線機取扱上の参考　昭２０．４ 陸軍通信学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-470 ９４式５号無線機取扱上の参考　昭２０．６ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-471 ９４式５号無線機取扱上の参考　昭２０．６ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-472 ９４式６号甲無線機取扱上の参考　昭２０．４ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-473 ９４式３号甲無線機取扱上の参考　昭２０．４ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-474 ９４式２号乙　無線機取扱上の参考　昭１７．４ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-475 ９４式６号無線機取扱上の参考　昭１８．１ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-476 兵要気象調査教程 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程各種学校-477 軍用気象学教程　砲兵気象　昭１４．２ 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程各種学校-478 瓦斯気象教程　昭１６ 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程各種学校-479 ９４式対空２号無線機取扱教程　別冊　主要諸元表　昭１８ 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-480 ９９式飛３号無線機取扱教程（案）　昭１８．９ 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-481 地２号無線機取扱教程（案）　第２編　昭１９．２ 陸軍航空通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-482 写真学教程　第２編 -

中央-軍隊教育教程各種学校-483 兵器学教程　第２版　巻２　明治３７改訂 -

中央-軍隊教育教程各種学校-484 鍛工科　工業教程　大正１１．１１ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-485 鍛工科　兵器学教程　第１巻　大正１４．１１ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-486 兵器業務教程　生徒用　第２版　昭和４ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-487 兵器学教程　射撃要具（各論）　昭和１０ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-488 兵器学教程　火薬爆薬（各論）第１編　昭和１２改訂 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-489 一般経理学教程　昭和１１ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-490 兵器学教程　第２巻　動力機　其２　昭和１５年改訂 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-491 兵器学教程　第２巻　動力機　其の２　昭和１５年改訂 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-492 兵器業務教程　生徒用　昭和１５ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-493 兵器業務教程　生徒用　昭和１５ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-494 兵器学教程付図　弾丸　火具　昭和１１ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-495 兵器整備工術教範（案）　第３部　昭和１８．１２ 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-496 兵器概説教程　昭和１３年 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-497 生徒用　兵器概説教程弾薬、化兵　昭和１３年改訂 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-498 兵器概説教程　観測具　昭和１３ 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-499 兵器概説教程　第１巻　昭和１８年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-500 軍制教程　昭和１２改訂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-501 軍制学大意（陸軍編）　大正１５ 憲兵練習所　中井良太郎著

中央-軍隊教育教程各種学校-502 軍制学大意（陸軍編）　大正１５ 憲兵練習所　中井良太郎著

中央-軍隊教育教程各種学校-503 電波兵器学仮教程（将校学生用）　昭和１９ 電波兵器練習部

中央-軍隊教育教程各種学校-503_2 電波兵器学仮教程　巻２　昭和１９．４ 東部第９２部隊

中央-軍隊教育教程各種学校-504 砲兵学教程　第１版　外国砲兵の部　其の２　巻７付図 砲工学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-505 建築学教程　第５套 -

中央-軍隊教育教程各種学校-506 建築学教程　交通路の部　付図 -

中央-軍隊教育教程各種学校-507 建築学教程　物料杭力の部　付図・表全 -

中央-軍隊教育教程各種学校-508 国語教程　巻２　陸軍幼年学校用　明治３４年改訂 -

中央-軍隊教育教程各種学校-509 築城学教程　第４版　永久築城素質の部　明治３０．３．１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-510 戦術教程　全　仏国砲工実施学校　各兵種基本戦術　明治２３．８ 陸軍砲兵射的学校訳

中央-軍隊教育教程各種学校-511 土木学教程　第２版　付図（砲兵科用）　明治３５ -

中央-軍隊教育教程各種学校-512 土木学教程　第３版　付図（図式力学）　明治３５ -

中央-軍隊教育教程各種学校-513 土木学教程　第９版　付図（鉄道）　明治４１ -

中央-軍隊教育教程各種学校-514 土木学読本　付図（支?壁） 砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-515 土木学教程　第３版　付図（軍用建築の部） 砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-516 土木学教程　第４版　付図（物料の抗力の１） 砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-517 電灯学教程　第３版　付図　明治３６ -

中央-軍隊教育教程各種学校-518 電灯学教程　第４版　付図　明治３９ -

中央-軍隊教育教程各種学校-519 電灯学教程　付図 砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-520 土木学教程　第５版　付図（木銕に依る構築法） -

中央-軍隊教育教程各種学校-521 砲兵学教程　砲台建築学の部　付図 -

中央-軍隊教育教程各種学校-522 応用重学教程　第１版　付図（水力発動機の部） 砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-523 応用重学教程　第１版　巻２　巻３　付図 砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-524 物理化学教程　昭和６年改訂 仙台陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-525 平面幾何学教程　昭和６年改訂 仙台陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-526 算術学教程　昭和６年改訂 仙台陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-527 数学教程　昭和８年改訂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-528 歩兵操典戦闘綱要教程　巻２　昭和６年改訂 石関史料

中央-軍隊教育教程各種学校-529 歩兵操典戦闘綱要教程　巻３　昭和６年改訂 石関史料

中央-軍隊教育教程各種学校-530
歩兵操典戦闘綱要教程　巻３　付録　機関銃　歩兵砲教練の参考
昭和６年改訂

石関史料

中央-軍隊教育教程各種学校-531 測図学教程　昭和６年改訂 仙台陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-532 歩兵作業教程　昭和６年改訂 仙台陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-533 乱数式　昭和６～８年 参謀本部

中央-軍隊教育教程各種学校-534 戦車保存取扱法教程（９７式中戦車の部） -

中央-軍隊教育教程各種学校-535 被帽弾に就て　明治４２年 砲工学校　山県中佐

中央-軍隊教育教程各種学校-536 通信手第１～３期教育予定表　大正年度 -

中央-軍隊教育教程各種学校-537 軽装甲車保存取扱法教程案（９７式軽装甲の部）　昭和１６．９ 陸軍機甲整備学校

中央-軍隊教育教程各種学校-538 兵器学教程　機械　第１版　昭和２年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-539 無線電信電話学教程（下巻）　昭和８．３ 陸軍通信学校

中央-軍隊教育教程各種学校-540 軍事学大要　民国２４年（昭和１０年） 武漢大学



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程各種学校-541 戸山学校関係書類　明治４１年 小山史料

中央-軍隊教育教程各種学校-542 兵器学教程　第５編砲架　付表　大正１０．６ 高等科砲兵学生用

中央-軍隊教育教程各種学校-543 軍陣外科学教程　昭和９．３ 陸軍軍医団

中央-軍隊教育教程各種学校-544 兵器学教程　第５編砲架　付表 高等科砲兵学生用

中央-軍隊教育教程各種学校-545 軍用鳩通信術教程　下巻　昭和１３．５改訂 軍用鳩調査委員

中央-軍隊教育教程各種学校-546 軍用鳩通信術教程　下巻　昭和１３．５改訂 軍用鳩調査委員

中央-軍隊教育教程各種学校-547 軍制学（憲兵編）　教程案　其の２　昭和１８年 比島憲兵教習隊

中央-軍隊教育教程各種学校-548 防諜の原則教程草案 甲第１４２１部隊

中央-軍隊教育教程各種学校-549 憲兵実務教程（警備）　昭和１２．３ 憲兵練習所

中央-軍隊教育教程各種学校-550 公算学．射撃学教程　明治３４年改訂 野砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-551 射撃学読本　３１年式連射野砲　明治３６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-552 射撃学教程　第５版　弾丸効力　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-553 射撃学教程　第５版　射撃法　第２巻　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-554 射撃学読本　仏国沙郎氏　爆薬理論の予説　明治４１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-555 射撃学読本　仏国沙郎氏　爆薬の理論　明治４１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-556 射撃学教程　第３編　射撃法　第４巻　第５版　付図　明治４１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-557 射撃学教程　第３編　射撃法　第２巻　第７版　明治４２年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-558 射撃表編纂要領　第１版　明治４４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-559 射撃学教程　砲外弾道学　第８版　大正３年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-560 射撃学教程　弾丸効力　第９版　大正４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-561 射撃学教程　射撃法付録　独国野戦砲兵　射撃教範　大正４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-562 射撃学教程　第２編　砲外弾道学　第２巻　第６版　大正６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-563 射撃学教程　第２編　砲外弾道学　第１巻　第６版　大正７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-564 射撃学教程　応用射撃学草案　第１版　大正７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-565 射撃学教程　砲内弾道学　第７版　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-566 射撃学教程　第３編砲外弾道　第１部　第１０版　大正９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-567
射撃学教程　第３編　砲外弾道　第２部応用砲外弾道　第１０版
大正９年

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-568 射撃学教程　砲外弾道部　第７版　大正１０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-569 兵器学教程　第４編　弾丸　第７版　大正１４年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-570 歩兵射撃　第１・２部　大正１２．１１改訂 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-571 射撃学教程　測量　第２巻　第１版　大正１５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-572 射撃学教程　弾丸効力　第１５版　昭和４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-573 射撃学教程　弾丸効力　第１６版　昭和７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-574 射撃学教程　射撃要具　付図　第１８版　昭和７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-575 射撃学教程　射撃要具　第１８版改　昭和７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-576 射撃学教程　測量　第１巻　第３版　昭和７年 陸軍砲工学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程各種学校-577 射撃学教程　測量　第２巻　第３版　昭和７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-578 射撃学教程　射撃法　第１巻　第１６版　昭和８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-579 射撃学教程　射撃法　第２巻　第１８版　昭和８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-580 射撃学教程　砲外弾道　第１４版　昭和９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-581 高等科兵器学教程　車両　明治３５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-582 兵器学教程　第５巻　火砲・弾丸　明治３６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-583 兵器学教程　第５巻　火砲・弾丸　付図　明治３６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-584 砲兵学読本　巻の２　射撃公算　明治３６．１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-585 兵器学読本　砲身長後座式装輪砲架理論　明治３７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-586 兵器学読本　砲身長後座式装輪砲架理論　付図　明治３７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-587 兵器学教程　付録　露図３吋速射野砲　明治３９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-588 兵器学教程　付録　露図３吋速射野砲　付図　明治３９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-589 兵器学教程　付録　３８式速射砲　明治３９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-590 兵器学教程　３８式速射野砲　附録付図　明治３９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-591 兵器学教程　付録　克式１５糎砲塔加農　付図　明治３９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-592 兵器学教程　付録　克式１５糎砲塔加農　明治３９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-593 兵器学教程　付録　３８式１０糎加農　明治３９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-594 兵器学読本　遮氏砲身長後座砲架理論　第１巻　明治３９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-595
兵器学読本　３８年式１０糎加農水圧駐退機及復座機の理論　明
治４０年

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-596 兵器学教程　第４版　火砲　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-597 兵器学教程　第１版　砲架　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-598 兵器学教程　第３版　第５編　砲架　第１巻　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-599 兵器学教程　付録　斯加式２８口径　２７糎隠顕砲　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-600
兵器学教程　付録　斯加式２８口径２７糎隠顕砲　付図　明治４０
年

陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-601 兵器学教程　第４版　火砲　付図　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-602 兵器学教程　第４版　弾丸　火具　付図　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-603 兵器学読本　軍用車両構造論　付図　明治４１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-604 兵器学教程　第５編　砲架　第２巻　付図　明治４１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-605 兵器学教程　車両　第４版　明治４２年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-606 兵器学教程　付録　爆薬製造法　第２版　明治４５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-607 兵器学教程　付録　爆薬製造法　第２版　付図　明治４５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-608 兵器学教程　弾丸　火具　第７版　明治４５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-609 兵器学教程　弾丸　火具　第８版　大正２年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-610 兵器学教程　砲架　第５版　大正３年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-611 兵器学教程　火砲　第８版　大正４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-612 兵器学教程　第２編　火砲　第１巻　大正５年 陸軍砲工学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程各種学校-613 兵器学教程　第２編　火砲　第２巻　大正５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-614 兵器学教程　兵器保存法　第１０版　大正５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-615 兵器学教程　爆薬　第１０版　大正６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-616 兵器学教程　第４編　弾丸　第５版　大正６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-617 兵器学教程　火砲　第１版　上巻　大正７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-618 兵器学教程　材料強弱学　第１巻　第４版　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-619 兵器学教程　材料強弱学　第２巻　第４版　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-620 兵器学教程　材料強弱学　第３巻　第４版　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-621 兵器学教程　火砲　第５版　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-622 兵器学教程　砲架　第１巻　第１版　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-623 兵器学教程　砲架　第２巻　第１版　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-624 兵器学教程　砲架　付録　第１版　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-625 兵器行政提要　第１版　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-626 兵器学教程　車両　第５版　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-627 兵器学教程　車両　第７版　大正１４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-628 兵器学教程　第４編　弾丸　第８版　昭和３年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-629 兵器学教程　航空機　第１版　昭和３年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-630 兵器学教程　火薬及毒瓦斯　第４版　昭和４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-630_2 兵器学教程　火薬及毒瓦斯（普通科砲兵用）　大正１５年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-631 兵器学　外国兵器　第６版　昭和４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-632 兵器学教程　車両　第１３版　昭和６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-633 兵器学読本　外国兵器　第２版　昭和６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-634 兵器学教程　火薬及化学兵器　第６版　昭和８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-635 兵器学教程　火砲　第６版　昭和８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-636 兵器学教程　火砲　第８版　昭和８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-637 兵器学教程　弾丸火具　第１４版　昭和８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-638 兵器学教程　弾丸火具　付図　第１４版　昭和８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-639 兵器学読本　兵器保存　第１６版　昭和８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-640 兵器学教程　火砲　第２巻　昭和１５年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-641 兵器学教程　火砲　第４巻　昭和１４年改訂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-642 兵器学教程　火砲　第４巻　付図　昭和１８年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-643 兵器教程　砲兵用　昭和９年 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-644 兵器教程　付録　砲兵用　昭和９年 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-645 兵器教程　付図　砲兵用　昭和９年 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-646 兵器学教程　機工科生徒用　第２巻　昭和１１年改訂 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-647 兵器学教程　付図　機工科生徒用　第２巻　昭和１１．１１ 陸軍工科学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-648 兵器学教程　第１巻　昭和１２年 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-649 兵器学教程　第３巻　昭和１２年 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-650 兵器学（車両）読本　自動車用高速デーゼル機関　昭和１８年 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-651 兵器学講授録　武器第２版　付図付表　昭和１８年 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-652 土木学教程　銕道　第７版　付図　明治３５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-653 土木学教程　第３版　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-654 野戦砲兵戦術　明治４２．３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-655 野戦砲兵戦術　明治４２．３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-656 共線図表に就て　第２版　昭和３年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-657 攻守城戦法　明治３５．１２ 陸軍要塞砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-658 野戦々術講授録　付録　大石橋付近の戦闘研究　大正４．３ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-659 馬学教程　馬具の部　全　明治４３年改訂 陸軍騎兵実施学校

中央-軍隊教育教程各種学校-660 馬学教程　牧馬の部　全　明治４４年改訂 陸軍騎兵実施学校

中央-軍隊教育教程各種学校-661 築城学教程　海岸築城　第１０版　明治３９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-662 築城学教程　海岸築城　第１０版　付図　明治３９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-663 築城学教程　要塞編成　第８版　明治３７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-664 築城学教程　要塞編成　第８版　付図　明治３７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-665 築城学教程　第８版　素質の１　付図　明治３７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-666 築城学教程　巻１　付録　明治４０年改訂 -

中央-軍隊教育教程各種学校-667 築城学教程　永久築城素質　第１０版　明治４４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-668 築城学教程　永久築城素質　第１０版　付図　明治４４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-669 築城陣地の戦闘　明治４２．１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-670 築城陣地の戦闘　明治４２年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-671 測図教程　昭和１０年改訂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-672 測図教程　昭和１２年改訂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-673 要塞戦術学教程　付録　大正２年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-674 要塞戦術学教程　付録　大正２年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-675 要塞戦術学読本　大正３．５ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-676 要塞戦術学教程　第７版　大正４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-677 工兵学教程　通信電灯の部　第８版　明治４５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-678 工兵学教程　通信電灯　第８版　付図　明治４５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-679 工芸学教程　工芸通論　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-680 工芸学教程　爆薬製造　第３版　大正４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-681 工芸学教程　兵器製造の部　第１０版　大正６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-682 工芸学教程　爆薬製造　第１版　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-683 工芸学教程　第２編　機械　第１巻　第５版　大正１０年 陸軍砲工学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-684 工芸学教程　第２編　機械　第１巻　第５版　付図　大正１０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-685 工芸学教程　第２編　機械　第２巻　第５版　大正１０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-686 工芸学教程　第２編　機械　第２巻　第５版　付図　大正１０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-687 工芸学教程　軍事工芸　第３版　上巻　大正１３年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-688 工芸学教程　軍事工芸　第３版　下巻　大正１３年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-689 工芸学教程　冶金及兵器材製造　第６版　昭和２年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-690 工芸学読本　兵器行政　第２版　昭和８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-691 工芸学教程　軍事工芸　附図　附表　第８版　昭和１５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-692 工芸学教程　軍事工芸　第８版　昭和１５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-693 工芸学教程　冶金　第１版　昭和１８年 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-694 機械工学教程　普通科工兵用　昭和４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-695 機械学教程　電気工学　第３版　昭和６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-696 機械学教程　第４巻　電気工学　第３版　昭和１０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-697 機工教程　内燃機関　第１巻　昭和１３年 陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-698 機械及電気工学教程　電気工学　第１版　昭和１５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-699 図学教程　第６版　明治３５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-700 図学教程　普通科砲工兵用　第１０版　全　大正６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-701 図学教程　第１３版　昭和２年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-702 数学教程　立体解析幾何学　明治３６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-703 数学教程　平面解析　幾何学　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-704 数学教程　公算及誤差学　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-705 数学教程　微分積分学　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-706 数学教程　代数学及三角法（第２版）　大正４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-707 数学教程　第１編　解析幾何学　大正５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-708 数学教程　第２編　微分学　上巻　第５版　大正５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-709 数学教程　第２編　積分学　中巻　第５版　大正５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-710 数学教程　第２編　積分学　下巻　第５版　大正５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-711 数学教程　第４編　剛体解析力学　第６版　大正６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-712 数学教程　立体解析幾何学　第４版　大正６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-713 数学教程　公算及誤差学　大正６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-714 数学教程　第２編　微分積分学初歩　第７版　巻の１　大正６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-715 数学教程　第２編　微分積分学初歩　第７版　巻の２　大正６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-716 数学教程　第３版　代数学及三角法　大正７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-717 数学教程　第４編　解析力学　第６版　大正７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-718 数学教程　微分積分学　第８版　大正７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-719 数学教程　第４版　公算誤差学　大正８年 陸軍砲工学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-720 数学教程　第６版　微分積分学　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-721 数学教程　第７版　剛体解析力学　大正９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-721_2 数学教程（高等科砲兵用）剛体解析力学　第９版　昭和２年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-722 数学教程　第７版　解析力学　巻の１　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-723 数学教程　第８版　第１編　解析幾何学　大正８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-724 数学教程　解析幾何学　第１０版　大正１５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-725 数学教程　解析力学　第９版　昭和２年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-726 数学教程　公算誤差　第１版　昭和３年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-727 数学公式集　第８版（改）　昭和３年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-728 数学教程　高等代数学　第２版　昭和４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-729 数学教程　微分積分学　第２版　昭和４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-730 数学教程　解析幾何学　第１１版　昭和４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-731 数学読本　積分器使用法　昭和６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-732 数学教程　公算及誤差学　第１４版　昭和８年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-733 数学教程　計算図表学　第３版　昭和９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-734 数学公式集　第１０版　昭和１６年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-735 物理学教程　第１版　明治３７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-736 物理学教程　第１編　熱力学　大正７年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-737 物理学教程　一般物理学　第１版　昭和３年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-738 物理学教程　解析力学　第２版　昭和４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-739 物理学教程　第１巻　第４版　昭和１１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-740 物理学教程　第２巻　第３版　昭和１１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-741 物理学教程　第３巻　第４版　昭和１１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-742 物理学教程　第３巻　第５版　昭和１５年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-743 物理学教程　力学　第１版　昭和１６年 陸軍科学学校

中央-軍隊教育教程各種学校-744 化学実験教範　砲兵高等科用　明治３９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-745 化学教程　第７版　砲兵普通科用　明治４０年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-746 化学教程　砲兵高等科用　明治４１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-747 化学教程　普通科砲兵用　第１２版　大正４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-747_2 化学教程（普通科砲兵用）　第１５版　大正１３年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-748 化学教程　高等科砲兵用　第６版　大正９年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-749 化学教程　理論化学　第２版　昭和４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-750 化学実験教程　高等科砲工兵用　第２版　昭和４年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-751 気象学教程（乙種学生用）　第１巻　仮版　昭和１３年 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程各種学校-752 気象学教程（乙種学生用）　第２巻　仮版　昭和１３年 陸軍気象部

中央-軍隊教育教程各種学校-753 日露戦史　得利寺付近会戦　第２軍の作戦　明治４０年 陸軍砲工学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-754 学習堡塁図　明治４０年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-755 火工教程草案　第３巻　明治４３．１０ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-756 坑道戦及突撃　大正２．９ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-757 銃工術教程草案　第２編　大正２．１２ 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-758 磨工卒教程草案 -

中央-軍隊教育教程各種学校-759 服務の参考　昭和１２年改訂 陸軍教導学校

中央-軍隊教育教程各種学校-760 一般経理学教程　昭和１１年 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-761 初級将校現地教育例集　昭和１６．６ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-762 初級将校諸教練計画例集　昭和１６．４ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-763 下士官現地教育（観測）計画　昭和１６年 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-764 輜重勤務講授録（原則）　昭和１７年度 倉橋中佐講述

中央-軍隊教育教程各種学校-765 甲種学生図上戦術講授録　大正１０年度 陸軍野砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-766 衛生下士官候補者教程草案 -

中央-軍隊教育教程各種学校-767 製図　基本実習教程
吉本国際航空工業（株）　園部
工場

中央-軍隊教育教程各種学校-768 製図手簿案 -

中央-軍隊教育教程各種学校-769 要塞砲兵射撃学校読本　巻の１～４　明治４０．２～５月 -

中央-軍隊教育教程各種学校-770 陸軍重砲兵射撃学校読本　巻の５～１１　明治４１．８～４２．３ -

中央-軍隊教育教程各種学校-771
陸軍重砲兵射撃学校読本　巻の１２～１８　明治４２．１１～大正
３．９

-

中央-軍隊教育教程各種学校-772 野戦砲兵馭法教範草案　第１部　明治４０．１２ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-773 野戦砲兵通信　及同付図　明治４１．８改訂 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-774 野戦砲兵射撃教範　明治４１．９ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-775 騎兵戦術　明治４１．９ 野砲兵射撃学校　石井少佐

中央-軍隊教育教程各種学校-776 騎兵基本戦術　陣中勤務の部　明治４４～大正２年 陸軍騎兵実施学校

中央-軍隊教育教程各種学校-777 野戦砲兵自衛の参考　昭和１４．２ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-778 参考書　第３３号　明治４０．８ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-779 参考書　第３５号　明治４０．１１ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-780 参考書　第４０．４１号　明治４１．１０～４２．２ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-781 参考書　第４９．５１号　明治４４．１０～４５．２ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-782 参考書　第５６号　大正２．７ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-783 参考書　第８０．８６号　大正８．１～１１ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-784 野戦砲兵観測通信教範草案の研究　全　昭和１０．９ 陸軍野砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-785 社会学講義案
陸軍憲兵学校教授　稲毛新講
述

中央-軍隊教育教程各種学校-786 騎兵戦術　中隊並に中隊の部　明治４４．２～４ 森騎兵大尉講授

中央-軍隊教育教程各種学校-787 騎兵戦術　連隊の部　明治４４．５～７ 森騎兵大尉講授

中央-軍隊教育教程各種学校-788 騎兵基本戦術　野外勤務の部　大正１．１０～２．２ 森騎兵少佐講授

中央-軍隊教育教程各種学校-789 野戦砲兵通信　大正３．７ 野戦砲兵射撃学校
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中央-軍隊教育教程各種学校-790 騎兵基本戦術　陣中勤務の部の応用　大正２．１２～３．２
陸軍騎兵実施学校　森騎兵少
佐講授

中央-軍隊教育教程各種学校-791 参考書　第６５．６７号　大正３．１２～４．７ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-792 無線電信講義　写景護の描画法並に利用法　大正１２．１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-793 初等重学　１ -

中央-軍隊教育教程各種学校-794 初等重学　２ -

中央-軍隊教育教程各種学校-795 臨時築城 -

中央-軍隊教育教程各種学校-796 野戦戦術講授録（操典及要務令の研究） 普通科砲工兵用

中央-軍隊教育教程各種学校-797 射撃予習例題集　第１集　昭和１６．１２ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-798 観測中隊教育参考（測地標定の部）　昭和１６．６ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-799 甲種学生　戦術講授録　巻１　大正２年度 陸軍重砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-800 野戦砲兵上陸戦闘の参考　昭和１６．１０ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-801 海岸砲観測法草案　通信法草案　照準法草案　明治３４．４ 要塞砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-802 海岸観測法　第２版　明治３５．１２ 要塞砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-803 応用射撃学　第２編（第２版）　大正３．６ 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-804 防空建築　昭和１２．１０ 陸軍経理学校研究部

中央-軍隊教育教程各種学校-805 築城交通参考綴　昭和１４．５ -

中央-軍隊教育教程各種学校-806 最も堅固なる陣地の攻防講義録（前編）　大正１０年度 高屋工兵少佐

中央-軍隊教育教程各種学校-807 最も堅固なる陣地の攻防講義録（後編）　大正１５年度 高屋工兵少佐

中央-軍隊教育教程各種学校-808 偵察法　完　明治１７．１１ 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育教程各種学校-809 ９５式軽操舟機取扱教程 -

中央-軍隊教育教程各種学校-810 土木学教程　第６版（木鉄に依る構築法）　明治３１年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-811 代数学教程　立体幾何学教程　大正３年 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育教程各種学校-812 論理学教程　大正３年 陸軍中央幼年学校

中央-軍隊教育教程各種学校-813 自動車問答録　其１　定義・意義・公式・計算集 東京陸軍兵器支廠

中央-軍隊教育教程各種学校-814 自動車問答録　其２　構造　機能の部 東京陸軍兵器支廠

中央-軍隊教育教程各種学校-815 自動車問答録　其３　取扱　保存の部 東京陸軍兵器支廠

中央-軍隊教育教程各種学校-816 自動車問答録　其４　理由及目的集 東京陸軍兵器支廠

中央-軍隊教育教程各種学校-817 自動車問答録　其５　比較集 東京陸軍兵器支廠

中央-軍隊教育教程各種学校-818 自動車問答録　其６　修理　調整の部 東京陸軍兵器支廠

中央-軍隊教育教程各種学校-819 自動車問答録　付録 東京陸軍兵器支廠

中央-軍隊教育教程各種学校-820 自動車　仮取扱法　仮保存法　付録　大正１４年７月 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-821 ダット自動貨物車仮取扱法　大正１４年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-822 ウーズレー自動貨車保存取扱法付図 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-823 自動車電気装置の故障と其探究法 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-824 自動車の汽車及船舶搭載要領　昭和３年 陸軍自動車学校教育部

中央-軍隊教育教程各種学校-825 軍用保護自動貨物車　丙種．巳種　ウーズレー号部分品図解
東京石川島造船所　自動車工
場
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中央-軍隊教育教程各種学校-826 自動車学教程　巻２（将校用）　昭和２年 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-827 自動車学教程付図　巻１（将校用）　昭和２年７月 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-828 自動車学仮教程付図（将校用）　巻２　昭和２年７月 陸軍自動車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-829 軍犬の訓練及用法　全　昭和１０年９月 陸軍歩兵学校　軍犬養成所

中央-軍隊教育教程各種学校-830 軍用自動車学教程 軍事攻究会

中央-軍隊教育教程各種学校-831 小競技　昭和１７年 陸軍戸山学校編

中央-軍隊教育教程各種学校-832 戦車読本　抄本　昭和１４年 陸軍戦車学校

中央-軍隊教育教程各種学校-833 戦況現示の参考　昭和１７年９月２０日 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-834 歩兵対空行動　昭和１７年１月 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-835 材料学教程　第１巻　電気材料　昭和１５年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-836 技術教程　鉛著及塗装　昭和１６年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-837 数学教程（生徒用）　昭和１７年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-838 兵器学教程　電器通論　其の１　昭和１７年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-839 兵器学教程　電器通論　其の２　昭和１７年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-840 技術教程　測定工術　昭和１７年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-841 機械工学教程　全　昭和１７年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-842 製図学教程　全　昭和１８年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-843 兵器学教程　通信通論（無線の部）　昭和１９年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-844 １５キロ高圧発電車ノート 浅利　英吉

中央-軍隊教育教程各種学校-845 日本陸軍通信機材解説ノート 浅利　英吉

中央-軍隊教育教程各種学校-846 陸軍兵器学校有線通信学理ノート 浅利　英吉

中央-軍隊教育教程各種学校-847 無線機材ノート 浅利　英吉

中央-軍隊教育教程各種学校-848 操線工術 -

中央-軍隊教育教程各種学校-849 通信学理（無線編） 教育総監部

中央-軍隊教育教程各種学校-850 衛生下士官　候補者教程草案 -

中央-軍隊教育教程各種学校-851 戦時鉄道布設運転教程　明治２９年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-852 土木学教程　第三版　土工の部　明治３０年 陸軍砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-853 築城学教程（高等科砲工兵用）　要塞配置　附図　大正１５年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-854 兵器学教程（普通科砲兵用）　火薬及化学兵器　昭和８年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-855 陣中勤務の参考（砲兵用）　昭和１０年編纂 -

中央-軍隊教育教程各種学校-856 築城学教程　要塞編成（高等科砲工兵用）　大正１１年） -

中央-軍隊教育教程各種学校-857 化学教程　理論化学（高等科砲兵用）　大正１２年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-858 築城学教程　要塞配置（高等科砲工兵用）　大正１５年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-859 物理学教程　電気及磁気学（高等科砲工兵用）　昭和９年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-860 物理学教程（普通科砲兵用）　第１巻　昭和１１年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-861 物理学教程（普通科砲工兵用）　第２巻　昭和１１年 -
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中央-軍隊教育教程各種学校-862 物理学教程（普通科砲工兵用）　第３巻　昭和１１年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-863 工芸学教程（普通科砲兵及戦車自動車兵用）　昭和１５年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-863_2
工芸学教程（普通科砲兵及戦車自動車兵用）　軍事工芸　附図
附表　第８版　昭和１５年

-

中央-軍隊教育教程各種学校-864 馬術・馭術教育法（野砲兵・兵卒用）　大正１２年５月 藤山中尉　稿

中央-軍隊教育教程各種学校-865 野戦砲兵　射撃手簿　昭和１２年１１月 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-866 野戦砲兵　射撃手簿　昭和１７年１月 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-867 欧州大戦間に於ける歩・砲協同の変遷　昭和５年１月２０日 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-868 師団及歩兵通信連絡の組織と運用　第１編　原則 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-869 師団及歩兵通信連絡の組織と運用　第２編　応用 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育教程各種学校-870 物理学教程（高等科砲工兵用）　熱力学　第１版　昭和１２年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-871 工芸学教程（普通科砲兵用）　兵器行政　第４版　大正１３年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-872 工芸学教程（普通科砲兵用）　兵器行政提要　第３版　大正１３年 -

中央-軍隊教育教程各種学校-873 兵器業務教程案　第３３５部隊大矢三秋 第３３５部隊

中央-軍隊教育教程各種学校-874 球面三角学全 -

中央-軍隊教育教程各種学校-875 測量術　自第１編至第３編 石橋絢彦

中央-軍隊教育教程各種学校-876 測量術　自第４編至第７編 石橋絢彦

中央-軍隊教育教程各種学校-877 測量術　自第８編至第１０編 石橋絢彦

中央-軍隊教育教程各種学校-878 測量術　自第１１編至第１２編 石橋絢彦

中央-軍隊教育教程各種学校-879 図画学　第１編 -

中央-軍隊教育教程各種学校-880 図画学　第２編 -

中央-軍隊教育教程各種学校-881 図画学　第４編 -

中央-軍隊教育教程各種学校-882 図画学　第５編 -

中央-軍隊教育教程各種学校-883 土地学 若林太三

中央-軍隊教育教程各種学校-884 土地学附図 -

中央-軍隊教育教程各種学校-885 化学摘要 -

中央-軍隊教育教程各種学校-886 地形測量説約全 陸地測量部修技所

中央-軍隊教育教程各種学校-887 地形測量説約附図全 -

中央-軍隊教育教程各種学校-888 行軍測絵図 -

中央-軍隊教育教程各種学校-889 地形原図図式　明治２７年２月 陸地測量部

中央-軍隊教育教程各種学校-890 地形測量教則　二万分一地形原図描画の部 陸地測量部地形科

中央-軍隊教育教程各種学校-891 代数幾何学二軸の部全 -

中央-軍隊教育教程各種学校-892 兵要地学　完 -

中央-軍隊教育教程各種学校-893 製図学教本 -

中央-軍隊教育教程各種学校-894 製図学教本附図 -

中央-軍隊教育教程各種学校-895 地文学 -

中央-軍隊教育教程各種学校-896 製図軌範 -
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中央-軍隊教育教程各種学校-897 兵器概説教程　第１巻 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-898 兵器学教程　弾薬　第１巻 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-899 兵器学教程　弾薬　第２巻　昭和１７年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-900 兵器学教程(戦車）補遺九七式中戦車 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-901 兵器学教程補遺銃器(八九式重擲弾筒） 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-902 銃弾薬図 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-903
１０年式擲弾筒弾薬手投弾薬(除発煙筒類）図八九式重擲弾筒弾
薬

陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-904 弾薬一覧表 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-905 技術教程野戦修理要具 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-906 弾薬信管対照便覧 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-907 交通学教程 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-908 地形学教程学生用 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-909 眼鏡並側器類諸元概略表 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-910 野砲兵の動員に際シ徴発馬の調教方案 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-911 陸軍重砲兵射撃学校読本　巻の八（弾丸の侵徹及破裂の効力） 陸軍重砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-912 重砲兵射撃教範草案第一部に関する講話筆記 教育総監部

中央-軍隊教育教程各種学校-913 射撃公算図解表の原理付録 野戦砲兵射撃学校

中央-軍隊教育教程各種学校-914 砲外弾道の偏差量を分弧的に計算するProdisの方法 長澤大尉

中央-軍隊教育教程各種学校-915 数学読本　実用計算法及漸進計算法 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-916 公算学 宮本教授

中央-軍隊教育教程各種学校-917 砲兵気象学　情報班学生の参考 陸軍大尉　大島卓

中央-軍隊教育教程各種学校-918
観測学教程（普通科砲兵用）射撃要具第二巻ノ参考　昭和１８年８
月

第２陸軍技術研究所

中央-軍隊教育教程各種学校-919 戦術教程　３兵連合 仏国砲工実施学校

中央-軍隊教育教程各種学校-920 昭和１５年編纂　学生及幹部候補生用　技術教程　基本（第２巻） 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-921 昭和１５年編纂　兵器学教程　無線器材 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-922 昭和１６年編纂　学生用兵器学教程　通信通論 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-923 数線陣地に関する研究
陸軍歩兵学校教官　陸軍歩兵
少佐　山崎定義

中央-軍隊教育教程各種学校-924 物理学教程　昭和16年改訂　生徒用 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-925 化学教程　昭和17年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-926 日本史教程　昭和18年改訂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-927 外国語教程（全）　昭和18年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-928 瓦斯防護必携　昭和17年6月 陸軍兵器学校写

中央-軍隊教育教程各種学校-929 服務教程（其の1）　昭和17年改訂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-930 服務教程（其の2）　昭和16年改訂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-931 技術教程　金工　第1編　仕上　昭和14年増版 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-932 技術教程　熱処理　生徒用　昭和17年編纂 陸軍兵器学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程各種学校-933 技術教程　「ガス」溶接　昭和17年改訂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-934 技術教程　電気溶接　昭和17年編纂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-935 技術教程　銃器修理法　昭和17年編纂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-936 材料学教程　金属材料　昭和18年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-937 電気基礎工学教程　生徒用　昭和17年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-938 材料強弱学教程　生徒用　昭和18年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-939 機械工学教程　全　生徒用　昭和17年改訂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-940 兵器概説教程　第2巻　昭和18年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-941 兵器概説教程　第1巻　昭和18年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-942 兵器学教程　火砲　第2巻（歩兵用火砲）　昭和17年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-943 兵器学教程　火砲　（第2巻附図）　昭和17年重版 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-944 兵器学教程　火砲　第3巻　昭和18年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-945 兵器学教程　火砲　（第3巻附図）　昭和18年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-946 兵器学教程　火砲　第4巻　昭和18年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-947 兵器学教程　火砲　（第4巻附図）　昭和18年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-948 兵器学教程　銃器　第2巻　第1・2篇　昭和18年改訂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-949 兵器学教程　銃器　第2巻　第3篇　昭和18年改訂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-950 兵器学教程　銃器　第2巻　第4篇・第5篇　昭和18年改訂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-951 兵器学教程　銃器　第2巻　第6篇　昭和18年改訂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-952 兵器学教程補遺　銃器（九九式軽機関銃）　昭和17年編纂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-953 兵器学教程　銃器　第2巻　第8篇　昭和17年編纂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-954 兵器学教程　銃器　第2巻　第9篇　昭和18年改訂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-955
兵器学教程　銃器　（第2巻　第10篇）　擲弾筒及擲弾器　昭和18
年改訂

陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-956 兵器学教程　銃器　第2巻　第11篇　昭和18年編纂 陸軍工科学校

中央-軍隊教育教程各種学校-957 兵器学教程　銃器　第2巻　第12篇　昭和18年編纂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-958 外国製銃器取扱の参考　昭和16年編纂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-959
兵器学教程補遺　銃器（喇叭九〇式喇叭及大隊旗）生徒用　昭和
17年編纂

陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-960 九九式小銃及短小銃取扱法 陸軍省

中央-軍隊教育教程各種学校-961 兵器細目名称新旧対照表　昭和18年 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-962 八八式高射砲照準具取扱法　昭和17年5月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-963 兵器学教程案　射撃　昭和18年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-964 兵器勤務教程　第1巻　昭和17年編纂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-965 兵器勤務教程　第2巻　昭和17年編纂 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-966 兵器要務書・同細則　昭和16年9月 陸軍省

中央-軍隊教育教程各種学校-967 機械工学叢書　機構学 大日本工業学会

中央-軍隊教育教程各種学校-968 機械工作１ 実業教育振興中央会



令和５年４月４日

中央-軍隊教育教程各種学校-969 九四式３７粍砲　検査法の参考　昭和17年3月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-970 九四式山砲　検査法の参考　昭和18年1月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-971 九一式10糎榴弾砲　検査法の参考　昭和17年3月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-972 九五式野砲　検査法の参考　昭和18年1月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-973 九六式15糎榴弾砲検査法の参考　昭和18年1月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-974 改造三八式野砲　検査法の参考　昭和17年3月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-975 九七式自動砲　検査法の参考　昭和17年10月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-976 九七式自動砲　修理法の参考　昭和18年2月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-977
九二式歩兵砲　九四式37粍砲　四一式山砲　修理法の参考　昭
和17年3月

陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-978 九四式山砲　修理法の参考　昭和18年1月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-979 改造三八式野砲　修理法の参考　昭和17年3月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-980 九一式10糎榴弾砲　修理法の参考　昭和17年3月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-981 九六式15糎榴弾砲　修理法の参考　昭和18年1月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-982 乗輓駄馬具　修理法の参考　昭和17年3月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-983 陸軍地金仮規格　昭和13年10月17日 陸軍技術本部

中央-軍隊教育教程各種学校-984 鍛造及熱処理作業指導表　昭和20年4月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-985 仕上作業指導表　昭和18年重版 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-986 ガス溶接指導表（基本）昭和17年5月 陸軍兵器学校

中央-軍隊教育教程各種学校-987 剣術教範　昭和9年2月 陸軍省

中央-軍隊教育教程各種学校-988 陸軍刑法陸軍懲罰令　昭和17年5月 陸軍省

中央-軍隊教育教程各種学校-989 交通学教程（普通科工兵用）道路第8版（再）昭和9年12月28日 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-990 交通学教程（普通科工兵用）橋梁第20版（再版）昭和9年12月15日 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-991 交通学教程（普通科工兵用）鉄道（別冊）第9版　昭和11年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-992 交通学教程（普通科工兵用）鉄道附録第9版　昭和11年 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育教程各種学校-993
機械学教程（普通科工兵用）機械工学第3巻第5版（再）　昭和10
年

陸軍砲工学校

中央-教程陸大-1 昭和８（９）年度　第２学年　宇垣海軍大佐述　海戦術講義提要 陸軍大学校

中央-教程陸大-2 昭和９年度　２年学生　谷田工兵中佐講述　鉄道作戦講義録 陸軍大学校

中央-教程陸大-3
昭和９年１２月　石田憲兵少佐講和　主として戦時事変に於ける憲
兵の任務

陸軍大学校

中央-教程陸大-4
昭和９年度　第２学年　櫻井歩兵中佐述　参謀要務（船舶輸送）講
義録

陸軍大学校

中央-教程陸大-5
昭和９年度　第２学年　村治歩兵中佐述　参謀要務（船舶輸送）講
義録

陸軍大学校

中央-教程陸大-6
昭和８年　第１学年　阪口航空兵中佐述　航空戦術（図上研究）講
授録

陸軍大学校

中央-教程陸大-7 昭和８年　第１学年　白倉砲兵中佐述　兵器学講義録　第１巻 陸軍大学校

中央-教程陸大-8 昭和８年　第１学年　白倉砲兵中佐述　兵器学講義録　第２巻 陸軍大学校

中央-教程陸大-9
昭和８年　第１学年　谷田工兵中佐述　通信講授録　原則の部　１
／２

陸軍大学校

中央-教程陸大-9_2
昭和８年　第１学年　谷田工兵中佐述　通信講授録　原則の部　２
／２　附録第１無線器材審査之現況

陸軍大学校

中央-教程陸大-10
昭和９年度　第２学年　四手井騎兵少佐述　欧州（古）戦史講授録
第１編　１／２

陸軍大学校
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中央-教程陸大-10_2
昭和９年度　第２学年　四手井騎兵少佐述　欧州（古）戦史講授録
第１編　２／２（附図）

陸軍大学校

中央-教程陸大-11
昭和９年度　第２学年　四手井騎兵少佐述　欧州（古）戦史講授録
第２編

陸軍大学校

中央-教程陸大-12
昭和１０年度　第３学年　四手井騎兵中佐述　欧州（古）戦史講授
録　第３編

陸軍大学校

中央-教程陸大-13
昭和９年度　専科学生第２学年　磯矢少佐講述　兵站講義録　１
／２

陸軍大学校

中央-教程陸大-13_2
昭和９年度　専科学生第２学年　磯矢少佐講述　兵站講義録　附
録２／２

陸軍大学校

中央-教程陸大-14
昭和１０年度　第２．３学年　阪口航空中佐述　航空参謀要務講授
録

陸軍大学校

中央-教程陸大-15 故　笠原歩兵大佐編　兵站戦史 陸軍大学校

中央-教程陸大-16 戦術其１　後方勤務（手稿） 陸軍大学校

中央-教程陸大-17
昭和９年度　第２学年　濱田工兵大尉講述　永久築城学講授録
第２巻　海岸築城の部

陸軍大学校

中央-教程陸大-18 昭和９年度　第３学年学生用　教官　酒井大佐　世界大戦史 陸軍大学校

中央-教程陸大-19 昭和１０年度　中西歩兵少佐述　米国戦史講義録　１／２ 陸軍大学校

中央-教程陸大-19_2 昭和１０年度　中西歩兵少佐述　米国戦史講義録　２／２　附図 陸軍大学校

中央-教程陸大-20
昭和１０年度　第３．第２学年及専科学生用　陸軍騎兵中佐　佐々
木登講述　蘇軍戦史講授録　附図

陸軍大学校

中央-教程陸大-21
昭和９年度　専科学生及第２学年　楠本歩兵中佐述　支那軍制講
授録

陸軍大学校

中央-教程陸大-22
昭和１０年度　第３学年　中西歩兵少佐講述　対米戦法研究の参
考

陸軍大学校

中央-教程陸大-23
昭和１０年度　秋季第２学年　山田歩兵中佐講述　機械化部隊戦
術講授録

陸軍大学校

中央-教程陸大-24
昭和１０年度　第３学年及専科　陸軍少将　岡部直三郎述　戦術
教育法

陸軍大学校

中央-教程陸大-25 昭和１０年３月　陸大　山田中佐編　列強軍機械化の概況 陸軍大学校

中央-教程陸大-26 兵要地誌（陸）講授録（資源編）　１／２ 陸軍大学校

中央-教程陸大-26_2 兵要地誌（陸）講授録（資源編）　２／２ 陸軍大学校

中央-教程陸大-27 兵要地学 陸軍大学校

中央-教程陸大-28
昭和１９年度　学生教育用　齋藤大佐編纂　航空兵站勤務の参考
第１巻

陸軍大学校

中央-教程陸大-29 昭和１６年度　多田少佐述　戦争哲学　講義要綱 陸軍大学校

中央-教程陸大-30 昭和１７年度　第２学年　四手井少将講述　戦争史概観　前編 陸軍大学校

中央-教程陸大-30_2 昭和１７年度　第２学年　四手井少将講述　戦争史概観　後編 陸軍大学校

中央-教程陸大-31 昭和１５年度　第２学年　佐藤大佐講義録　兵站講義録 陸軍大学校

中央-教程陸大-32 昭和１４年度　新第２学年　倉橋砲兵少佐講述　兵站講授録 陸軍大学校

中央-教程陸大-33 昭和１１年度　秋季　参謀演習旅行合同班記事 陸軍大学校

中央-教程陸大-34
昭和１０年度　陸軍大学校　春季参謀演習旅行記事　第２班統裁
官　陸軍歩兵中佐　星野利元

陸軍大学校

中央-教程陸大-35
昭和１０年９月於　犬山岐阜地方　陸軍大学校専科学生　参謀演
習旅行記事　統裁官　陸軍歩兵中佐　牧野四郎

陸軍大学校

中央-教程陸大-36
昭和１０年度　陸軍大学校　秋季参謀演習旅行記事　第１班統裁
官　陸軍歩兵大佐　十川次郎

陸軍大学校

中央-教程陸大-37 昭和９年度　２年学生　豊橋浜松見附地方　秋季現地戦術記事 陸軍大学校

中央-教程陸大-38
昭和７年　第２学年　磯矢少佐統裁　所沢．厚木．静岡地方　兵站
現地演習旅行記事

陸軍大学校

中央-教程陸大-39
昭和８年　第２学年　磯矢少佐統裁　高崎．古川．館林地方　兵站
現地演習旅行記事

陸軍大学校

中央-教程陸大-40
昭和９年度　専科第２学年　磯矢少佐統裁　水戸．那須．栃木地
方　兵站現地演習記事

陸軍大学校

中央-教程陸大-41 独軍の「ユーゴスラビア」及び希臘作戦の梗概 坂間大佐講述　陸軍大学校



令和５年４月４日

中央-教程陸大-42 機甲戦術講授録 寺田少将講述　陸軍大学校

中央-教程陸大-43 現代歩兵の概観 陸軍大学校　小野寺大佐編

中央-教程陸大-44 独波戦に於ける空軍
カ・イ・ホルセーエフ大佐（参謀
本部訳)

中央-教程陸大-45
陣地突破に関する資料　１９１８年１月１日　獨大本営発布　各兵
種陣地戦教令攻撃の部　陸軍大学校

陸軍大学校

中央-教程陸大-46 戦史講授録　第１巻 獨逸参謀大尉ブランケンブルヒ

中央-教程陸大-47 戦史講授録　第２巻 獨逸参謀大尉ブランケンブルヒ

中央-教程陸大-48 戦史講授録　第３巻 獨逸参謀大尉ブランケンブルヒ

中央-教程陸大-49 戦史講授録　第４巻 獨逸参謀大尉ブランケンブルヒ

中央-軍隊教育写真-1 大機動演習写真帖　明治２０年 田中史料

中央-軍隊教育写真-2 特別大演習写真帖　熊本地方　明治３５．１１ 陸地測量部

中央-軍隊教育写真-3 特別大演習写真帖　明治４０年 陸地測量部

中央-軍隊教育写真-4 特別大演習写真帖　明治４２年 陸地測量部

中央-軍隊教育写真-5 特別大演習写真帖　大正２年 -

中央-軍隊教育写真-6 特別大演習写真帖　大正３年 -

中央-軍隊教育写真-7 特別大演習写真帖　大正４年 -

中央-軍隊教育写真-8 特別大演習写真帖　大正５年 -

中央-軍隊教育写真-9 特別大演習写真帖　大正６年 田中史料

中央-軍隊教育写真-10 特別大演習写真帖　大正７年 田中史料

中央-軍隊教育写真-11 特別大演習写真帖　大正１０年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-12 特別大演習写真帖　大正１１年 -

中央-軍隊教育写真-13 特別大演習写真帖　大正１３年 -

中央-軍隊教育写真-14 富士裾野演習　大正１１年 -

中央-軍隊教育写真-15 特別大演習写真帖　大正１５年 -

中央-軍隊教育写真-16 特別大演習写真帖　昭和２年 -

中央-軍隊教育写真-17 特別大演習写真帖　昭和３年 田中史料

中央-軍隊教育写真-18 特別大演習写真帖　昭和６年 -

中央-軍隊教育写真-19 特別大演習写真帖　昭和７年 -

中央-軍隊教育写真-20 特別大演習写真帖　昭和８年 -

中央-軍隊教育写真-21 陸軍特別大演習記念写真帖　福井県　昭和８．１０ -

中央-軍隊教育写真-22 特別大演習写真帖　昭和９年 -

中央-軍隊教育写真-23 特別大演習写真帖　昭和１０年 -

中央-軍隊教育写真-24 陸軍特別大演習記念写真帖　宮崎県　昭和１０年 -

中央-軍隊教育写真-25 特別大演習写真帖　昭和１１年 -

中央-軍隊教育写真-26 陸軍特別大演習関係記念絵葉書綴　明治４２～昭和１１年 -

中央-軍隊教育写真-27 鉄道連隊江戸川架橋演習写真帖　大正３．７ -

中央-軍隊教育写真-28 卒業記念写真帖（１３期）　大正３年 陸軍中央幼年学校本科



令和５年４月４日

中央-軍隊教育写真-29 卒業記念写真帖（１５期）　大正３年 陸軍中央幼年学校予科

中央-軍隊教育写真-30 卒業記念写真帖（１５期）　大正５．５ 陸軍中央幼年学校本科

中央-軍隊教育写真-31 卒業記念写真帖（１９期）　大正９年 陸軍中央幼年学校本科

中央-軍隊教育写真-32 卒業記念写真帖（２８期） 東京幼年学校

中央-軍隊教育写真-33 御大典記念写真帖（１６期）　大正４．１２ 大陸地方幼年学校

中央-軍隊教育写真-34 記念帖（１３期） 大阪陸軍地方幼年学校

中央-軍隊教育写真-35 記念帖　大正１２．３ 名古屋陸軍幼年学校

中央-軍隊教育写真-36 記念帖　大正１６．３ 熊本陸軍幼年学校

中央-軍隊教育写真-37 卒業記念写真帖（２２期） 熊本陸軍幼年学校

中央-軍隊教育写真-38 卒業記念写真帖（２３期） 熊本陸軍幼年学校

中央-軍隊教育写真-39 卒業記念写真帖（６期）　昭和３．３ 士官学校予科

中央-軍隊教育写真-40 卒業記念写真帖（７期）　昭和４．３ 陸軍士官学校予科

中央-軍隊教育写真-41 卒業記念写真帖（８期）　昭和５．３ 陸軍士官学校予科

中央-軍隊教育写真-42 卒業記念写真帖（１３期）　昭和１０．３ 陸軍士官学校予科

中央-軍隊教育写真-43 卒業記念写真帖　大正３．５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-44 卒業記念写真帖（２７期）　大正４ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-45 卒業記念写真帖（２９期）　大正６年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-46 卒業記念写真帖（３０期）　大正７．５ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-47 卒業記念写真帖（３７期）　大正１４年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-48 卒業記念写真帖（４２期）　昭和５年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-49 卒業記念写真帖（４３期）　昭和６．７ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-50 卒業記念写真帖（４４期）　昭和７．７ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-51 卒業記念写真帖（４９期）　昭和１２．６ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-52 卒業記念写真帖（５１期）　昭和１３．１２ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-53 伝統　昭和１５．８ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-54 卒業記念写真帖（５３期）　昭和１６年 陸軍航空士官学校

中央-軍隊教育写真-55 在校記念写真帖 豊橋陸軍教導学校

中央-軍隊教育写真-56 卒業記念写真帖（６期）　昭和９年 豊橋陸軍教導学校

中央-軍隊教育写真-57 分遣記念写真帖　昭和１１．５ 陸軍習志野学校

中央-軍隊教育写真-58 卒業記念写真帖（下士官）　大正１２年 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育写真-59 陸軍重砲兵学校関係写真帖 -

中央-軍隊教育写真-60 除隊記念写真帖　大正１１年度 羅南野砲兵第２５連隊第８中隊

中央-軍隊教育写真-61 在営記念写真帖　大正１３年 歩兵第１２連隊第２大隊

中央-軍隊教育写真-62 記念写真帖　大正１０．１１ 近衛歩兵第３連隊第１２中隊

中央-軍隊教育写真-63 記念写真帖　沼津御用邸儀仗服務　大正１４．１ 近衛歩兵第３連隊

中央-軍隊教育写真-64 記念写真帖　大正１４．１１ 近衛歩兵第３連隊第１０中隊



令和５年４月４日

中央-軍隊教育写真-65 記念写真帖　大正１４．５ 野砲兵第１９連隊

中央-軍隊教育写真-66 記念写真帖　大正１４．４ 騎兵第１９連隊

中央-軍隊教育写真-67 記念写真帖　昭和３年 騎兵第１３連隊第１中隊

中央-軍隊教育写真-68 写真帖　明治２５年特別大演習 -

中央-軍隊教育写真-69 大東亜決戦画集 -

中央-軍隊教育写真-70 明治初期測量史試論 斉藤敏夫他

中央-軍隊教育写真-71 豊橋陸軍教導学校　第１期卒業記念アルバム　昭和３年７月 -

中央-軍隊教育写真-72 記念写真帖　昭和１年 熊本陸軍幼年学校

中央-軍隊教育写真-73 卒業記念　昭和１２年度 憲兵候補者隊

中央-軍隊教育写真-74 陸軍士官学校　第４２期　卒業記念写真帖 -

中央-軍隊教育写真-75 陸軍特別大演習並に　御親閲拝受記念写真帖　昭和１１年１０月 -

中央-軍隊教育写真-76 騎兵第１旅団　騎兵第１３連隊　写真帳 -

中央-軍隊教育写真-77 特別大演習記念写真帖　明治４０年 茨城県庁

中央-軍隊教育写真-78 陸軍士官学校本科　第３４期　卒業記念　大正１１年７月 -

中央-軍隊教育写真-79 陸軍士官学校本科　第３４期　卒業記念　大正１１年７月 -

中央-軍隊教育写真-80 特別大演習記念写真帖　大正１０年 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-81 広島陸軍幼年学校記念（職員名簿付）　昭和３年３月 -

中央-軍隊教育写真-82
陸軍工科学校　第２中隊　第７期生　卒業記念写真帖　昭和３年１
１月

-

中央-軍隊教育写真-83
陸軍工科学校　第２中隊　第８期生　卒業記念写真帖　昭和４年１
１月

-

中央-軍隊教育写真-84
陸軍工科学校　第２中隊　第９期生　卒業記念写真帖　昭和５年１
１月

-

中央-軍隊教育写真-85
陸軍工科学校　第２中隊　第１０期生　卒業記念写真帖　昭和６年
１１月

-

中央-軍隊教育写真-86 陸軍特別大演習並に御親閲拝受　記念写真帖　昭和１１年１０月 東奥日報社

中央-軍隊教育写真-87
記念写真帖　攻防演習及各兵種戦時行動大正１２年　教育総監
部統裁

攻防演習管理部長

中央-軍隊教育写真-88 陸軍士官学校　第３２期生徒　卒業記念 陸軍士官学校

中央-軍隊教育写真-89 笠間史料　陸軍士官学校第１６期生　卒業記念写真帳 陸軍士官学校第１６期生

中央-軍隊教育写真-90 物理学実験写真帖　第四冊 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育写真-91 陸軍砲工学校関連写真 陸軍砲工学校

中央-軍隊教育写真-92 軍用犬（陸軍歩兵学校）絵葉書 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育写真-93 「タンク」自動車絵葉書 -

中央-軍隊教育写真-94 「タンク」演習絵葉書 -

中央-軍隊教育写真-95 軍用鳩（陸軍歩兵学校）絵葉書 陸軍歩兵学校

中央-軍隊教育写真-96 大正１３年陸軍特別大演習記念絵葉書 石川県　富山県

中央-軍隊教育写真-97 大正１４年　特別大演習写真帖 特別大演習統監部

中央-軍隊教育写真-98 歩兵第２１連隊　在営記念アルバム 高橋暹邇

中央-軍隊教育写真-99 昭和５年１１月　卒業記念写真帖　第４中隊第３期学生 熊本陸軍教導学校

中央-軍隊教育写真-100 陸軍予科士官学校第１９期学生　卒業記念写真帖 陸軍予科士官学校



令和５年４月４日

中央-軍隊教育写真-101 在満部隊関係アルバム 高橋暹邇

中央-軍隊教育写真-102 昭和５年８月　陸軍騎兵学校教導隊記念 陸軍騎兵学校教導隊

中央-軍隊教育写真-103 仙台陸軍地方幼年学校　写真帖 大正２年６月 内沼　妙子

中央-軍隊教育写真-104 陸軍士官学校　第３１期　写真帳 内沼　妙子

中央-軍隊教育写真-105 陸軍兵器学校練習隊　卒業記念写真帖　昭和１６年 陸軍兵器学校練習隊

中央-軍隊教育写真-106 アルバム・写真類（陸士時代（１）） 野田毅

中央-軍隊教育写真-107 アルバム・写真類（陸士時代（２）） 野田毅

中央-軍隊教育写真-108 アルバム・写真類（陸士時代（３）） 野田毅

中央-軍隊教育写真-109 陸軍大学校卒業記念写真第１６期 陸軍大学校

中央-軍隊教育写真-110 広島陸軍幼年学校アルバム 広島陸軍幼年学校第４１期生徒

中央-軍隊教育写真-111 豊橋予備陸軍士官学校通信中隊第5期生アルバム
豊橋予備陸軍士官学校通信中
隊

中央-軍隊教育写真-112 陸軍兵器学校アルバム 山本勇

中央-軍隊教育その他-1 新撰　帝国軍歌集　付　教育総監部募集軍歌　陸軍行進曲 -

中央-軍隊教育その他-2
学校教練青年教練査閲官　学校配属将校等　業務指針　昭和５．
９

陸軍省

中央-軍隊教育その他-3 教練教科書（学科の部） 陸軍省兵務課

中央-軍隊教育その他-4 教練教科書（学科の部）　昭和１６．３ 陸軍省兵務課

中央-軍隊教育その他-5 教練教科書（学科の部）　昭和１６．３ 陸軍省兵務課

中央-軍隊教育その他-6 教練教科書（学科の部）　昭和１６．３ 陸軍省兵務課

中央-軍隊教育その他-7 教練教科書（学科の部）　昭和１６．３ 陸軍省兵務課

中央-軍隊教育その他-8 学校教練教科書　前編（術科の部）　昭和１５．６ 陸軍省兵務課

中央-軍隊教育その他-9 学校教練教科書　前編（術科の部）　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育その他-10 学校教練教科書　前編（術科の部）　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育その他-11 学校教練教科書　後編（術科の部） 陸軍省

中央-軍隊教育その他-12 学校教練教科書　後編（術科の部） 陸軍省

中央-軍隊教育その他-13 学校教練教科書　後編（術科の部） 陸軍省

中央-軍隊教育その他-14 学校教練教科書　後編（術科の部）　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育その他-15 学校教練教科書　後編（術科の部） 陸軍省

中央-軍隊教育その他-16 学校教練教科書　後編（術科の部） 陸軍省

中央-軍隊教育その他-17 学校教練教科書　後編（術科の部） 陸軍省

中央-軍隊教育その他-18 学校教練教科書　後編（術科の部）　昭和１５．６ 陸軍省

中央-軍隊教育その他-19 学校教練必携　前編（術科の部） 陸軍省

中央-軍隊教育その他-20 学校教練必携　前編（術科の部） 陸軍省

中央-軍隊教育その他-21 学校教練必携　前編（術科の部）　昭和１３．８ 陸軍省

中央-軍隊教育その他-21_2 学校教練必携　後編（術科之部）　昭和８年 防衛総司令部

中央-軍隊教育その他-22 学校教練必携　後編（軍事講話の部）　昭和８．１２ 陸軍省

中央-軍隊教育その他-23 青年学校　教練科教科書　全　昭和１５．８ 陸軍省
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中央-軍隊教育その他-24 青年学校　教練科教科書　全 陸軍省

中央-軍隊教育その他-25 青年学校　教練科教科書　全　昭和１５．８ 陸軍省

中央-軍隊教育その他-26 青年学校　教練科教科書　全　昭和１５．８ 陸軍省

中央-軍隊教育その他-27 青年学校　教練科教科書　上巻　昭和１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育その他-28 青年学校　教練科教科書　下巻　昭和１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育その他-29 青年学校　教練科教科書（別冊）　昭和１０．６ 陸軍省

中央-軍隊教育その他-30 青年訓練所　教練必携　下巻 帝国在郷軍人会　本部編纂

中央-軍隊教育その他-31 学校教練に関する参考資料　大正１４．３ 陸軍省

中央-軍隊教育その他-32 戦史より観たる陣地突破に就て　昭和１６．７．３１ 陸大陸軍大尉　益田兼利

中央-軍隊教育その他-33 本部機関並各中隊監督指導計画　昭和１９年度 古賀少佐

中央-軍隊教育その他-34 部隊符号 -

中央-軍隊教育その他-35 修養自訓 嘉悦　基猪

中央-軍隊教育その他-36 隊馬補充　概則　明治１６ -

中央-軍隊教育その他-37 本邦畜馬関係史料　明治１７～１８ -

中央-軍隊教育その他-38 戦時　師団司令部　旅団司令部　人馬員数表　明治１９～２０ -

中央-軍隊教育その他-39 歩兵－大隊　戦時用炊爨具減量見込　取調表　明治２１．９．１１ -

中央-軍隊教育その他-40 各鎮台徴馬負駄力　一覧表等 -

中央-軍隊教育その他-41 輜重兵隊常備役兵 -

中央-軍隊教育その他-42 炊爨具４駄積載表 -

中央-軍隊教育その他-43 輜重編制及区分法案 参謀本部

中央-軍隊教育その他-44 駄馬負擔器具表 -

中央-軍隊教育その他-45 墺太利　弾薬補充論 -

中央-軍隊教育その他-46 消費弾薬と敵に与えたる損害との比較数　昭和１５．９．３０ 岩渕部隊

中央-軍隊教育その他-47 「旧日本陸軍の近代化の遅れ」の一考察 桑田　悦

中央-軍隊教育その他-48 歩兵第２９連隊　兵卒教本　明治３１．２ -

中央-軍隊教育その他-49 防護団幹部必携草案 東部防衛司令部

中央-軍隊教育その他-50 改訂防護団員必携草案 東部防衛司令部監修

中央-軍隊教育その他-51 大日記抜萃　第３編　明治１１．１２ 陸軍省第５局

中央-軍隊教育その他-52 対米軍作戦参考資料の一部 大本営陸軍部

中央-軍隊教育その他-53 密林及険難なる　山岳地帯に於ける　交通路開設の参考 教育総監部

中央-軍隊教育その他-54 現地自活（衣糧）の勝利 陸軍省調製

中央-軍隊教育その他-55 現地自活提要　第２部　昭和１８．１２．１０ 兵站総監部

中央-軍隊教育その他-56 兵隊が書いた戦闘詳報（擬）もどき 吉田邦雄編

中央-軍隊教育その他-57 騎兵隊　兵士のみた騎兵隊のあらまし １６騎兵隊　柴田鉦三郎記述

中央-軍隊教育その他-58 騎兵生活　第１部　初年兵 １６騎兵隊　柴田鉦三郎記述

中央-軍隊教育その他-59 騎兵生活　第２部　２年兵 １６騎兵隊　柴田鉦三郎記述
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中央-軍隊教育その他-60 騎兵生活　第３部　３年兵 １６騎兵隊　柴田鉦三郎記述

中央-軍隊教育その他-61 露独戦線従軍　戦陣雑録　大正４．８．１４～ 当時大尉　橋本虎之助

中央-軍隊教育その他-62 渡部長作大尉ノート 渡部　長作

中央-軍隊教育その他-63 渡部長作大尉　戦史ノート 渡部　長作

中央-軍隊教育その他-64 渡部長作大尉　戦史ノート 渡部　長作

中央-軍隊教育その他-65 渡部長作大尉ノート（命令計画参考） 渡部　長作

中央-軍隊教育その他-66 渡部長作大尉　戦術ノート 渡部　長作

中央-軍隊教育その他-67 渡部長作　幕僚業務ノート 渡部　長作

中央-軍隊教育その他-68 渡部長作大尉　参謀要務ノート 渡部　長作

中央-軍隊教育その他-69 兵学研究序説　昭和３６．８ 西浦　進

中央-軍隊教育その他-70 兵学研究序説　昭和３６．８ 西浦　進

中央-軍隊教育その他-71 兵学研究序説　昭和３６．８ 西浦　進

中央-軍隊教育その他-72 兵学研究序説　昭和３６．８ 西浦　進

中央-軍隊教育その他-73 兵学研究序説　昭和３６．８ 西浦　進

中央-軍隊教育その他-74 兵学研究序説（改訂版）　昭和３６．８ 西浦　進

中央-軍隊教育その他-75 兵学研究序説（改訂版）　昭和３６．８ 西浦　進

中央-軍隊教育その他-76 旧軍隊符号 戦史室調製

中央-軍隊教育その他-77 旧軍隊符号 戦史室調製

中央-軍隊教育その他-77_2 旧軍隊符号　昭和３６．６．１０ 戦史室調製

中央-軍隊教育その他-78 旧軍隊符号 戦史室調製

中央-軍隊教育その他-79 旧軍隊符号 戦史室調製

中央-軍隊教育その他-80 軍（部）隊符号　昭和４５．７ 刊行委員会

中央-軍隊教育その他-81 軍令陸第２１号　軍隊教育令　第２部 陸軍省

中央-軍隊教育その他-82 兵站勤務の研究　昭和１２．７．１５ 偕行社発行

中央-軍隊教育その他-83
軍刀の操法及試斬　昭和１５年１１月号　偕行社記事付録　昭和１
５．９

陸軍戸山学校編

中央-軍隊教育その他-84 小隊教練及指揮機関教練　査閲指示 -

中央-軍隊教育その他-85 一嶋之未来記草稿　明治２０年 露人　ラリオノフ原著

中央-軍隊教育その他-86 露彊警備略（その１）　明治２３．８ 小山史料

中央-軍隊教育その他-87 露彊警備略（その２）　明治２３．８ 小山史料

中央-軍隊教育その他-88 露彊警備略（その３）　明治２３．８ 小山史料

中央-軍隊教育その他-89 露彊警備略（その４）　明治２３．８ 小山史料

中央-軍隊教育その他-90 露領亜細亜全誌（その１） 小山史料

中央-軍隊教育その他-91 露領亜細亜全誌（その２） 小山史料

中央-軍隊教育その他-92 沿海州地誌　１８８１．１１ 小山史料

中央-軍隊教育その他-93 沿海州記事等　明治２４ 小山史料

中央-軍隊教育その他-94 教育愚案　明治２６．１２ 小山史料
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中央-軍隊教育その他-95 補充兵復習に関する諸表　明治２８年 -

中央-軍隊教育その他-96 兵器見学報告　明治３３．５ 佐藤　庸也

中央-軍隊教育その他-97 清国学生に関する書類（士官学校．成城学校）　明治３３～３７ 小山史料

中央-軍隊教育その他-98
試験成績表等　明治３６～３７年　明治３６．１２　学期試験成績表
明治３７．１２　振武学校一覧　明治３７．３　第１期卒業試験成績
表

振武学校（小山史料）

中央-軍隊教育その他-99 南清旅行講話筆記　明治３９年 小山史料

中央-軍隊教育その他-100 築城を主とする現地講話記事　明治４１．８ 陸軍戸山学校（小山史料）

中央-軍隊教育その他-101 経理学ノート　明治４５年 山本

中央-軍隊教育その他-102 徳山地方に於ける現地講話記事　大正２．１ 重砲兵第４連隊

中央-軍隊教育その他-103 現今の欧洲戦乱より得たる教訓に就て　大正３．１１ 山脇歩兵中尉

中央-軍隊教育その他-104 連隊検閲に対する講評等　大正６年 第１９師団長

中央-軍隊教育その他-105 作業綴　大正７～９年 高嶋少将史料

中央-軍隊教育その他-106 支那留学生状況調査書　大正８．６ 小山史料

中央-軍隊教育その他-107 随時検閲．第２期検閲　教育総監視察　大正９年度 -

中央-軍隊教育その他-108 教育総監部募集入選軍歌　昭和３．１１ 教育総監部

中央-軍隊教育その他-109 戦史旅行研究資料　昭和７．４ 陸軍士官学校

中央-軍隊教育その他-110 要求課題　第３大隊長　昭和８年 高嶋少将史料

中央-軍隊教育その他-111 参謀本部文庫図書目録（別種）　昭和９．１２ -

中央-軍隊教育その他-112 陸大学講ノート（４冊）　昭和９．３ 北川大尉

中央-軍隊教育その他-113 対化学戦闘　昭和１０．８ 教育総監部本部長　林桂

中央-軍隊教育その他-114 特命検閲書類綴　昭和１２年度 高嶋少将史料

中央-軍隊教育その他-115
教育参考資料集　戦争の道徳的権利と永久平和の理念　等他
昭和１３～２０年

東部軍管区参謀長　高島少将

中央-軍隊教育その他-116 部隊の参加せる戦闘の経験　昭和１３．８ 山口部隊

中央-軍隊教育その他-117 状況報告綴（野戦重砲兵）　昭和１４年 -

中央-軍隊教育その他-118
軍隊教育関係資料（フリーメーソンに於ける三つの疑問）　他　昭
和１４～２０年

高嶋少将史料

中央-軍隊教育その他-119 李王殿下行動予定等　昭和１５年 -

中央-軍隊教育その他-120 戦史雑観（其の１）　昭和１６．３ 陸軍中佐　寺尾務

中央-軍隊教育その他-121 総参謀長より幕僚に与える服務上の注意事項　昭和１６．１１ -

中央-軍隊教育その他-122 各種専門事項の教育に就て　昭和１７．５ 教育総監部

中央-軍隊教育その他-123 「北白川宮永久王殿下」を拝読し奉りて　昭和１７．１２ 大島　和夫

中央-軍隊教育その他-124 司令部戦場要務の参考　昭和１７．１２ 陸公校

中央-軍隊教育その他-125 司令部戦場要務の参考　昭和１７．２０年 陸公校

中央-軍隊教育その他-126 第１期兵検閲総評（第８９４部隊）　昭和１９年 高嶋少将史料

中央-軍隊教育その他-127 瓦斯弾等諸記録 -

中央-軍隊教育その他-128 永久築城受講ノート 山本中尉

中央-軍隊教育その他-129 参謀要務 広瀬少佐　山本中尉

中央-軍隊教育その他-130 参謀要務 樋渡少佐
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中央-軍隊教育その他-131 雑記帳　昭和１９．５ 保科史料

中央-軍隊教育その他-132 米英軍の上陸作戦に関する資料　昭和１９．８ 陸軍航空総監部

中央-軍隊教育その他-133 統率上の要望　昭和１９．１２ 第１１部隊長

中央-軍隊教育その他-134
古戦史より得たる「戦争に勝利を得べき要素」及　「将師の修養」
に関する教訓

四手井騎兵中佐

中央-軍隊教育その他-135 教育練成 -

中央-軍隊教育その他-136 命令等起案要領 -

中央-軍隊教育その他-137 日本戦史受講ノート -

中央-軍隊教育その他-138 航空学受講ノート -

中央-軍隊教育その他-139 軍隊教育変遷の研究 松下　芳男

中央-軍隊教育その他-140 長途騎乗実施報告　大正４．１１ 小畑中尉

中央-軍隊教育その他-141 第３１軍司令官　小畑英良中将の講演等綴　昭和４～８年 -

中央-軍隊教育その他-142 広島熊本両鎮台管下検閲報告　明治１５．７ 西部監軍部長

中央-軍隊教育その他-143 瓦斯防護教育に関する参考　昭和１２．７ 陸軍習志野学校練習隊

中央-軍隊教育その他-144 武器に依らざる世界大戦　昭和１３．４ 内閣情報部

中央-軍隊教育その他-145 南方各地高射砲取扱指導出張報告　昭和１９．４
第１陸軍技術研究所　陸軍兵技
大尉　牧浦甫

中央-軍隊教育その他-146 渡河関係綴　昭和１５．７～１９．２ -

中央-軍隊教育その他-147 第１梯団安義－九江間行軍資料　昭和１４．１２．８
第１梯団長　安藤大佐　柏原史
料（広島）６１

中央-軍隊教育その他-148 保護兵教育の参考　昭和１５．１２ -

中央-軍隊教育その他-149 内外電報発信心得　明治４４．１ 曽田中佐（江橋英太郎史料）

中央-軍隊教育その他-150 資料紹介　第２巻２号　昭和１７．２ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育その他-151 資料紹介　第２巻３号　昭和１７．３ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育その他-152 資料紹介　第２巻３号　昭和１７．３ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育その他-153 資料紹介　第２巻５号　昭和１７．５ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育その他-154 戦地犯罪予防資料　昭和１７．７ 関東軍法務部

中央-軍隊教育その他-155 焼夷弾消火法に就て　昭和１８．５ 剛部隊本部　沖部隊復写

中央-軍隊教育その他-156 改訂増補　教練指針　全　昭和７．３ 陸軍省等校閲

中央-軍隊教育その他-157 青年教練指導草案　第１巻　昭和６．８ 陸軍省徴募課

中央-軍隊教育その他-158 青年教練指導草案　第２巻　昭和６．８ 陸軍省徴募課

中央-軍隊教育その他-159 青年教練指導草案　第４巻　昭和６．８ 陸軍省徴募課

中央-軍隊教育その他-160 青年学校教練科教科書（生徒用）　昭和１０．３ 陸軍省徴募課

中央-軍隊教育その他-161 青年学校教練科教科書（別冊）　昭和１０．８ 陸軍省徴募課

中央-軍隊教育その他-162 資料紹介（８）　昭和１６．８ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育その他-163 資料紹介（１０）　昭和１６．１０ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育その他-164 資料紹介（１１）　昭和１６．１１ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育その他-165 資料紹介（１２）　昭和１６．１２ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育その他-166 資料紹介（１）　昭和１７．１ 陸軍技術本部第２部



令和５年４月４日

中央-軍隊教育その他-167 資料紹介　第２巻４号　昭和１７．４ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育その他-168 資料紹介　第２巻５号　昭和１７．５ 陸軍技術本部第２部

中央-軍隊教育その他-169 資料紹介　第３巻８号　昭和１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育その他-170 資料紹介　第３巻１０号　昭和１８．１０ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育その他-171 資料紹介　第４巻１号　昭和１９．１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍隊教育その他-172 教育総監部状況説明資料　昭和２０．９ -

中央-軍隊教育その他-173
大東亜戦史に於ける教育訓練並に　戦法の変遷に関する編纂要
領（案）　昭和２０．１２

史実部

中央-軍隊教育その他-174 陸軍文庫図書目録（和漢書の部）　明治４１．１ 参謀本部

中央-軍隊教育その他-175 第８回オリンピック　馬術競技視察報告　大正１３．９ 蒲大佐

中央-軍隊教育その他-176 日本馬政史目録概要 -

中央-軍隊教育その他-177 全国演習場一覧表 -

中央-軍隊教育その他-178 大坪流馬術１００歌解説 -

中央-軍隊教育その他-179 馬術競技関係綴　昭和２～４年 馬匹協会

中央-軍隊教育その他-180 国内外軍馬関係綴　昭和５～１０年 十勝支部　藤村大尉

中央-軍隊教育その他-181 軍制上の諸問題について　昭和１年 高嶋少将史料

中央-軍隊教育その他-182 戦争関係書類　昭和１５年 高嶋少将史料

中央-軍隊教育その他-183 教育関係資料綴　昭和１７．７ 歩兵２２４連隊

中央-軍隊教育その他-184 教育関係資料綴　昭和１７．１２～１８．２ 第３５師団関係

中央-軍隊教育その他-185 東・中・西　監軍部長検閲関係綴　明治１３～１５年 -

中央-軍隊教育その他-186 図書目録摘要　昭和１７．５ 参謀本部第６課

中央-軍隊教育その他-187 陸海軍諸学校出身者の　在学者転入学に関する件　昭和２１．７ -

中央-軍隊教育その他-188 訓示綴　昭和５．８～１５．６ 細川大佐

中央-軍隊教育その他-189 野戦砲兵将校教練必携等　昭和１２．９～１３．１１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍隊教育その他-190 教育参考資料（第６～１４号）　昭和１４．５～１６．６ 歩兵学校

中央-軍隊教育その他-191 幹部必読綴　昭和１９年 第２２４部隊

中央-軍隊教育その他-192 第１９師団訓示綴　大正５年 -

中央-軍隊教育その他-193 築城の参考　付築営　大正５．６ 阿久井氏

中央-軍隊教育その他-194 青年訓練参考綴　昭和２年度 第７師団司令部

中央-軍隊教育その他-195 諸訓示に関する研究の参考　昭和３．１１ 第５師団

中央-軍隊教育その他-196 教育参考書類綴　昭和４～５年 中村　明人

中央-軍隊教育その他-197 教育及研究の為希望の戦史資料案　昭和６．９～８．４ 陸軍人事局恩賞課

中央-軍隊教育その他-198 銃剣術早判り（中学生用）　昭和１７．９ -

中央-軍隊教育その他-199 黎明攻撃の参考等　昭和１４．４～１７．１ -

中央-軍隊教育その他-200 教練参考綴　昭和１４．６～１５．５ 朝比奈　文男

中央-軍隊教育その他-201 帰還軍人軍属教育指導の参考　昭和１５．９ 大本営陸軍部研究班

中央-軍隊教育その他-202 将校教育資料　昭和１５．７～１６．３ -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育その他-203 講演資料　昭和１８．３ 稲留中佐

中央-軍隊教育その他-204 参謀要員教育要領　昭和２０．５～６ 大本営陸軍部

中央-軍隊教育その他-205 参考綴　昭和１８．８ 武藤軍曹

中央-軍隊教育その他-206 研究蒐録　昭和１８．３ 稲留中佐

中央-軍隊教育その他-207 独逸の空襲被害救済対策に就て　昭和１８．１０ 参謀本部第２部

中央-軍隊教育その他-208 化学戦教育上より観たる軍隊教育に就て -

中央-軍隊教育その他-209 教育訓練関係参考綴 -

中央-軍隊教育その他-210 軍隊体育に就て 陸軍戸山学校

中央-軍隊教育その他-211 教育関係綴　大正１３年度 野戦重砲兵第２連隊

中央-軍隊教育その他-212 昭和５年度第２期検閲総評　昭和５．８ 騎兵第１３連隊

中央-軍隊教育その他-213 騎兵監教育検閲に関する訓示事項　昭和２年度 騎兵第４連隊

中央-軍隊教育その他-214 野戦軍の給養に就て　外　大正５年 -

中央-軍隊教育その他-215 函館御親閲拝受要領　昭和１１．１０ 柏野演習場

中央-軍隊教育その他-216 要塞重砲将校陣中必携　昭和２０．５ 陸軍重砲兵学校

中央-軍隊教育その他-217 陣地戦に於ける軍内通信機の　運用に関する原則 陸軍大佐　稲留勝彦　資料

中央-軍隊教育その他-218 戦時編制に依る野砲兵隊　能力試験審査要領 -

中央-軍隊教育その他-219 海岸要塞の攻略 陸軍大佐　稲留勝彦資料

中央-軍隊教育その他-220 犯罪予防の為取るべき方法手段　大正８．１ 第１１師団隊務研究会

中央-軍隊教育その他-221 渡辺大佐講話要旨　大正９．７ 佑兵学校

中央-軍隊教育その他-222 戦史講話　大正１１．１０ -

中央-軍隊教育その他-223 軍隊教育参考　大正１４～昭和１０．１２ 光森　勇雄

中央-軍隊教育その他-224 新陸軍の募集及訓練
陸軍大尉　バーシル．ウイルヤ
ム著　都築茂訳

中央-軍隊教育その他-225 築城及築営 研究主任委員　木村砲兵中尉

中央-軍隊教育その他-226 復命書　第１編　明治２６．２
在白耳義国　青木砲兵大尉　福
原工兵大尉

中央-軍隊教育その他-227 課題答申　明治３３．１２～３４．２ 騎兵第１１連隊

中央-軍隊教育その他-228 補充隊の射撃教育に就て　明治３８．１１ 歩兵第１１連隊補充大隊

中央-軍隊教育その他-229 軍隊教育参考　その１　大正１２～１５年 中村　明人

中央-軍隊教育その他-230 軍隊教育参考　その２　昭和３～５年 中村　明人

中央-軍隊教育その他-231 軍隊教育参考　その３　止　昭和５～１０年 中村　明人

中央-軍隊教育その他-232 機秘密に関する研究（研究報告第８号）　昭和６．４ 片岡騎兵少佐

中央-軍隊教育その他-233
随時検閲に方り野砲兵　第４２連隊長に与える細部の所見　昭和
１５．６

第２４師団司令部

中央-軍隊教育その他-234 砲兵中隊長　集合教育に関する綴　昭和１７．６ 満洲第１２１１部隊司令官

中央-軍隊教育その他-235 営内巡視に於ける　副官及び参謀担任事項 -

中央-軍隊教育その他-236 講話資料　昭和２．２～５．２ 参謀本部　他

中央-軍隊教育その他-237 教育の為　編制装備の設想　昭和１１年度 光森少佐

中央-軍隊教育その他-238 馬礼譖 陸軍少将　杉山元



令和５年４月４日

中央-軍隊教育その他-239
徒歩乗馬各個教練の教育上着意　矯正すべき要点及其の矯正法
明治４５．３

見習士官　小畑英良

中央-軍隊教育その他-240 伝騎教育法 -

中央-軍隊教育その他-241 幕僚参考書　第１巻　昭和１３．８ 参謀次長

中央-軍隊教育その他-242 中村部隊教育報　昭和１１．９～１２．７ 中村大佐

中央-軍隊教育その他-243 作戦地に於ける現地自活に就て　昭和１９．７ 教育総監部

中央-軍隊教育その他-244 教練参考統計集　昭和２．２ 陸軍省

中央-軍隊教育その他-245 軍隊教育用活動写真フィルム集録　昭和５．３ 教育総監部

中央-軍隊教育その他-246 後方業務見学報告　明治４４．１１ 見習士官　小畑英良

中央-軍隊教育その他-247 陸軍大臣論　昭和６．４ 片岡騎兵少佐

中央-軍隊教育その他-248 軍刀術基本動作教育法 -

中央-軍隊教育その他-249 予が体験（明治３５年１月歩兵第５連隊　雪中行軍遭難追憶） 長谷川　貞三

中央-軍隊教育その他-250 ルスカヤ　ペスニア（ロシアの歌） 関東軍情報部編

中央-軍隊教育その他-251 露語教本　第１巻　昭和１７年 関東軍情報部編

中央-軍隊教育その他-252 露語教本　第２巻　昭和１７年 関東軍情報部編

中央-軍隊教育その他-253 青年学校　教練科指導書（職員用）　昭和１０年 陸軍省徴募課編纂

中央-軍隊教育その他-254 青年学校　教練科指導書（職員用）　昭和１０年 陸軍省徴募課編纂

中央-軍隊教育その他-255 青年学校　教練科指導書（職員用別冊）　昭和１０年 陸軍省徴募課編纂

中央-軍隊教育その他-256 青年学校　教練科指導書（職員用別冊）　昭和１０年 陸軍省徴募課編纂

中央-軍隊教育その他-257 窒素固定法　大正８年８月 陸軍技師　和田安戸識

中央-軍隊教育その他-258 米軍の瓦斯使用に関する一般的観察 -

中央-軍隊教育その他-259 教練手簿 -

中央-軍隊教育その他-260
工兵第１大隊軍事学教育関係史料綴　明治２０年１２月～２３年２
月

第１師団工兵第１大隊

中央-軍隊教育その他-261 米軍化学戦概説　昭和１８年１２月 陸軍習志野学校

中央-軍隊教育その他-262 歩兵第６４連隊第６中隊１年志願兵　日誌　明治４４年 進藤　今朝六

中央-軍隊教育その他-263 測地教育の参考 志甫中尉

中央-軍隊教育その他-264 兵站綱要其１ -

中央-軍隊教育その他-265 戦略戦術虎ノ巻 -

中央-軍隊教育その他-266 経済学の実際的知識（他戦前経済関係資料）　昭和14年3月起 志甫健吉少将

中央-軍隊教育その他-267 上陸作戦綱要（摘要） -

中央-軍隊教育その他-268
「MANUAL　OF　HYDRAULICS　FOR　GARRISON　ARTILLERY
1895」（要塞砲のための水力学マニュアル）

HARRISON & SON st MARTINS
LANE

中央-軍隊教育その他-269 弾道函数表他 -

中央-軍隊教育その他-270 砲架理論（ノート） -

中央-軍隊教育その他-271 射表編纂規則（ノート） -

中央-軍隊教育その他-272 微分学・化学等（ノート） -

中央-軍隊教育その他-273 火砲構造学（ノート）　佐藤蔵書　明治末期頃 -

中央-軍隊教育その他-274 弾道表彙集 -



令和５年４月４日

中央-軍隊教育その他-275
二十一珊米海岸加農設計記述　付・三十糎米海岸加農設計記述
明治３３年～明治３６年

陸軍砲兵中尉　佐藤　清脇

中央-軍隊教育その他-276 兵棋　大正８年～ -

中央-軍隊教育その他-277 暗号教程　昭和１３年 -

中央-軍隊教育その他-278 湿地ヲ前ニスル特火点攻撃戦術　昭和１４年６月２５日 横山中佐

中央-軍隊教育その他-279 冬期作業綴　明治２６年１２月 歩兵第二十三聯隊

中央-軍隊教育その他-280 教育書類　歩兵第１０連隊附中佐（明治４０年～４３年）時代 -

中央-軍隊教育その他-281 第２期中隊教練検閲計画　昭和９年度 歩兵第７４連隊

中央-軍隊教育その他-282 御親閲に関する綴 西田幸蔵

中央-軍隊教育その他-283 技術候補生　教育資料　技候隊教資第１～７号　住谷悌史資料 燃料本部技術候補生隊

中央-軍隊教育その他-284
技術候補生　教育資料　技候隊教資第８～１３号１５号　住谷悌史
資料

燃料本部技術候補生隊

中央-軍隊教育その他-285
技術候補生　教育資料　技候隊教資第１４～１６号　住谷悌史資
料

燃料本部技術候補生隊

中央-軍隊教育その他-286
技術候補生　教育資料　技候隊教資第１８～２２号　住谷悌史資
料

燃料本部技術候補生隊

中央-軍隊教育その他-287
一復史料　仙台及津山陸軍予備士官学校・各幼年学校・赤穂陸
軍高射教育隊の状況説明書

-

中央-軍隊教育その他-290 九六式飛ニ号無線機接続要図 -

中央-軍隊教育その他-291 士官候補生安藤進　日誌 安藤進

中央-軍隊教育その他-292 安藤進　日誌帳自　昭和２年６月１０日　至　昭和２年９月１０日 安藤進

中央-軍隊教育その他-293 安藤進備忘録　牛の涎 安藤進

中央-軍隊教育その他-294 安藤大尉備忘録自　昭和１３年８月 安藤進

中央-軍隊教育その他-295 安藤進　化学戦研究メモ 安藤進

中央-軍隊教育その他-296 各種参考 -

中央-軍隊教育その他-297 安藤進　研究メモ 安藤進

中央-軍隊教育その他-298 小沼大佐講述　上海事変　第１次陣地攻撃 陸軍大学校

中央-軍隊教育その他-299 戦術（鏡山附近） 陸軍大学校

中央-軍隊教育その他-300 欧洲戦史講授録　其の１　附図 陸軍大学校

中央-軍隊教育その他-301 戦史的観察綴 陸軍大学校

中央-軍隊教育その他-302 北満国境視察 松山作二

中央-軍隊教育その他-303 中隊教練検閲に関する注意 歩兵第２４旅団司令部

中央-軍隊教育その他-304
各個教練より中隊教練に移る準備教練につき着意すへき要件及
準備教練実施計画

不詳

中央-軍隊教育その他-305 龍之巻 完倉寿郎

中央-軍隊教育その他-306 米軍航空部隊及空輸部隊の用法 参謀本部

中央-軍隊教育その他-306_2 米軍航空部隊及空輸部隊の用法 参謀本部

中央-軍隊教育その他-307
ジャングル地帯通過作戦行動の研究（河部隊）　米軍ジャングル
地帯戦闘法の研究（渡集団）

河部隊　渡集団

中央-軍隊教育その他-308 大分歩兵第４７連隊在隊間課題研究作業 高木定雄、宮本大尉

中央-軍隊教育その他-309 陸軍士官学校関連記事等　抜粋 －

中央-軍隊教育その他-310 倫理正手簿（その１） 光森勇雄（元陸軍少佐）

中央-軍隊教育その他-311 倫理正手簿（その２） 光森勇雄（元陸軍少佐）



令和５年４月４日

中央-軍隊教育その他-312 演習記事（その１） 光森勇雄（元陸軍少佐）

中央-軍隊教育その他-313 演習記事（その２） 光森勇雄（元陸軍少佐）

中央-軍隊教育その他-314 大正１３年３月～１３年９月　在隊間日誌 光森勇雄（元陸軍少佐）

中央-軍隊教育その他-315 東條連隊長統裁　中少尉現地戦術記事　昭和６年３月 光森勇雄（元陸軍少佐）

中央-軍隊教育その他-316 衛兵参考書 近衛歩兵第２聯隊


