
令和５年１月１２日

登録番号 史料名 部署等

中央-部隊歴史全般-1 陸軍船舶部隊略歴目次 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-2 陸軍船舶部隊略歴目次 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-3 陸軍船舶部隊略歴　その１ 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-4 陸軍船舶部隊略歴　その２ 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-5 陸軍船舶部隊略歴　その３ 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-6 陸軍船舶部隊略歴　その４ 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-7 陸軍船舶部隊略歴　その１ 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-8 陸軍船舶部隊略歴　その２ 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-9 陸軍船舶部隊略歴　その３ 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-10 陸軍船舶部隊略歴　その４ 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-11
陸軍航空部隊略歴目次　付．航空部隊の隷指揮下にあったその
他の部隊　（註）本文はその１～６に分冊す

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-12
陸軍航空部隊略歴目次　付．航空部隊の隷指揮下にあったその
他の部隊　（註）本文はその１～６に分冊す

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-13
陸軍航空部隊略歴（その１）　付．航空部隊の隷指揮下にあったそ
の他の部隊

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-14
陸軍航空部隊略歴（その２）　付．航空部隊の隷指揮下にあったそ
の他の部隊

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-15
陸軍航空部隊略歴（その３）　付．航空部隊の隷指揮下にあったそ
の他の部隊

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-16
陸軍航空部隊略歴（その４）　付．航空部隊の隷指揮下にあったそ
の他の部隊

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-17
陸軍航空部隊略歴（その５）　付．航空部隊の隷指揮下にあったそ
の他の部隊

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-18
陸軍航空部隊略歴（その６）　付．航空部隊の隷指揮下にあったそ
の他の部隊

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-19
陸軍航空部隊略歴（その１）　付．航空部隊の隷指揮下にあったそ
の他の部隊

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-20
陸軍航空部隊略歴（その２）　付．航空部隊の隷指揮下にあったそ
の他の部隊

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-21
陸軍航空部隊略歴（その３）　付．航空部隊の隷指揮下にあったそ
の他の部隊

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-22
陸軍航空部隊略歴（その４）　付．航空部隊の隷指揮下にあったそ
の他の部隊

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-23
陸軍航空部隊略歴（その５）　付．航空部隊の隷指揮下にあったそ
の他の部隊

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-24
陸軍航空部隊略歴（その６）　付．航空部隊の隷指揮下にあったそ
の他の部隊

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-25 陸軍北方部隊略歴　目次　昭和３８．３．１ 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-26 陸軍北方部隊略歴　目次　昭和３８．３ 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-27 陸軍北方部隊略歴目次　昭和３８．３．１ 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-28
陸軍北方部隊略歴（その１）　関東直轄部隊（１頁～１８０頁）　第１
方面軍（１９１頁～４２０頁）

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-29
陸軍北方部隊略歴（その２）　第１方面軍（１９１頁～４２０頁）　第３
方面軍（４３１頁～６９２頁）

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-30 陸軍北方部隊略歴（その３）　第３方面軍（４３１頁～６９２頁） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-31
陸軍北方部隊略歴（その４）　第３方面軍（４３１頁～６９２頁）　第４
軍（７１５頁～８３０頁）　第１７方面軍（上８４０頁～８５５頁）

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-32

陸軍北方部隊略歴（その５）　第１７方面軍（下８４８頁～９０２頁）
朝鮮軍（９１０頁～９８５頁）　第５方面軍・千島樺太部隊（１０００頁
～１１１９頁）　北部軍（１１３０頁～１１３５頁）　復皈部隊（１１５０頁
～１２８０頁）

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-33
陸軍北方部隊略歴（その６）　復皈部隊（１１５０頁～１２８２頁）　軍
隊区分による編成部隊（１３３１頁～１３６７頁）

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-34
陸軍北方部隊略歴（その７）　内地転用部隊（１４０１頁～１５５１
頁）　他戦域転用部隊（１６０１頁～１６１４頁）　その他の部隊（２０
１１頁～２０１８頁）

厚生省援護局
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中央-部隊歴史全般-35
陸軍北方部隊略歴（その１）　関東軍直轄部隊（１頁～１８０頁）
第１方面（１９１頁～４２０頁）

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-36 陸軍北方部隊略歴（その２） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-37 陸軍北方部隊略歴（その３）　第３方面軍（４３１頁～６９２頁） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-38
陸軍北方部隊略歴（その４）　第３方面軍（４３１頁～６９２頁）　第４
軍（７１５頁～８３０頁）　第１７方面軍（８４０頁～９０２頁）

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-39

陸軍北方部隊略歴（その５）　第１７方面軍（８４０頁～９０２頁）　朝
鮮軍（９１０頁～９８５頁）　第５方面軍・千島樺太部隊（１０００頁～
１１１９頁）　北部軍（１１３０頁～１１３５頁）　復皈部隊（１１５０頁～
１２８０頁）

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-40
陸軍北方部隊略歴（その６）　復皈部隊（１１５０頁～１２８２頁）　軍
隊区分による編成部隊（１３３１頁～１３６７頁）

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-41
陸軍北方部隊略歴（その７）　内地転用部隊（１４０１頁～１５５１
頁）　他戦域転用部隊（１６０１頁～１６１４頁）　その他の部隊（２０
１１頁～２０１３頁）

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-42 北支那方面部隊略歴（その１） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-43 北支那方面部隊略歴（その２） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-44 北支那方面部隊略歴（その３） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-45 北支那方面部隊略歴（その１） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-46 北支那方面部隊略歴（その２） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-47 北支那方面部隊略歴（その３） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-48 北支那方面部隊略歴（その１） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-49 北支那方面部隊略歴（その２） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-50 北支那方面部隊略歴（その３） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-51 中支那方面部隊略歴（その１） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-52 中支那方面部隊略歴（その２） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-53 中支那方面部隊略歴（その３） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-54 中支那方面部隊略歴（その４） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-55 中支那方面部隊略歴（その５） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-56 中支那方面部隊略歴（その１） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-57 中支那方面部隊略歴（その２） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-58 中支那方面部隊略歴（その３） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-59 中支那方面部隊略歴（その４） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-60 中支那方面部隊略歴（その５） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-61 中支那方面部隊略歴（その１） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-62 中支那方面部隊略歴（その２） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-63 中支那方面部隊略歴（その３） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-64 中支那方面部隊略歴（その４） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-65 中支那方面部隊略歴（その５） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-66 南支那方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-67 南支那方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-68 南支那方面部隊略歴 厚生省援護局
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中央-部隊歴史全般-69 ビルマ方面部隊略歴（その１） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-70 ビルマ方面部隊略歴（その２） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-71 ビルマ方面部隊略歴（その１） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-72 ビルマ方面部隊略歴（その２） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-73 タイ．仏印方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-73_2 タイ．仏印方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-74 比島方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-75 比島方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-76 東部ニューギニア方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-77 東部ニューギニア方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-78 西部ニューギニア方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-79 西部ニューギニア方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-80 マライ．ボルネオ方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-81 マライ．ボルネオ方面部隊略歴　鉄道部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-82
インドネシヤ方面部隊略歴　スマトラ方面．ジャワ方面．小スンダ
チモール方面　セラム方面．アンポン方面．セレベス方面　ハルマ
ヘラ方面

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-83
インドネシヤ方面部隊略歴　スマトラ方面．ジャワ方面．小スンダ
チモール方面　セラム方面．アンポン方面．セレベス方面　ハルマ
ヘラ方面

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-84 中部太平洋方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-85 中部太平洋方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-86 沖縄方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-87 沖縄方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-88 台湾方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-89 台湾方面部隊略歴 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-90 朝鮮（南鮮）方面陸上部隊略歴（航空船舶部隊を除く） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-91 朝鮮（南鮮）方面陸上部隊略歴（航空船舶部隊を除く） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-92
南方．台湾方面陸上部隊略歴（航空．船舶部隊を除く）　第１回追
録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-93
南方．台湾方面陸上部隊略歴（航空．船舶部隊を除く）　第１回追
録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-94
南方．支那．台湾方面陸上部隊略歴（航空．船舶部隊を除く）　第
２回追録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-95
南方．支那．台湾方面陸上部隊略歴（航空．船舶部隊を除く）　第
２回追録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-96
南方．支那．台湾．朝鮮（南鮮）方面　陸上部隊略歴（航空．船舶
部隊を除く）　第３回追録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-97
南方．支那．台湾．朝鮮（南鮮）方面　陸上部隊略歴（航空．船舶
部隊を除く）　第３回追録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-98_2
南方．支那．台湾．朝鮮（南鮮）方面　陸上部隊略歴（航空．船舶
部隊を除く）　第４回追録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-99
南方．朝鮮（南鮮）方面　陸上部隊略歴（航空．船舶部隊を除く）
第５回追録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-100
南方．朝鮮（南鮮）方面　陸上部隊略歴（航空．船舶部隊を除く）
第５回追録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-101
南方．朝鮮（南鮮）方面　陸上部隊略歴（航空．船舶部隊を除く）
第５回追録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-102
南方．朝鮮（南鮮）方面　陸上部隊略歴（航空．船舶部隊を除く）
第５回追録

厚生省援護局
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中央-部隊歴史全般-103
南方．朝鮮（南鮮）方面　陸上部隊略歴（航空．船舶部隊を除く）
第５回追録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-104
南方．朝鮮（南鮮）方面　陸上部隊略歴（航空．船舶部隊を除く）
第５回追録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-105
南方．朝鮮（南鮮）方面　陸上部隊略歴（航空．船舶部隊を除く）
第５回追録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-106
南方．朝鮮（南鮮）方面　陸上部隊略歴（航空．船舶部隊を除く）
第５回追録

厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-107 満州方面部隊略歴（１） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-108 満州方面部隊略歴（２） 厚生省援護局

中央-部隊歴史全般-109 部隊略歴行動概見表 -

中央-部隊歴史全般-110_2 軍事課の歴史　昭和１０．６ 貝塚事務官

中央-部隊歴史全般-111 陸軍省局課編制沿革概要　大正９．６ -

中央-部隊歴史全般-112 部隊略歴　昭和５～２０年 -

中央-部隊歴史全般-113 部隊略歴　昭和１２～２０年 -

中央-部隊歴史全般-114 部隊略歴　昭和１４～２０年 -

中央-部隊歴史全般-115 部隊歴史　昭和１５～２０年 -

中央-部隊歴史全般-116 部隊略歴　昭和１５～２０年 -

中央-部隊歴史全般-117 部隊略歴　昭和１５～２０年 -

中央-部隊歴史全般-118 部隊略歴　昭和１６～２０年 -

中央-部隊歴史全般-119 部隊略歴　昭和１６～２０年 -

中央-部隊歴史全般-120 部隊略歴　昭和１６～２０年 -

中央-部隊歴史全般-121 部隊略歴　昭和１６～２１年 -

中央-部隊歴史全般-122 部隊略歴　昭和１６～２１年 -

中央-部隊歴史全般-123 部隊略歴　昭和１６～２２年 -

中央-部隊歴史全般-124 部隊略歴　昭和１６～２２年 -

中央-部隊歴史全般-125 支那事変及大東亜戦間　軍以上移動概要図 -

中央-部隊歴史全般-126 軍事課の歴史　昭和１０．６ 貝塚事務官

中央-部隊歴史全般-127 陸軍省　軍事課の歴史　昭和１０．６ 貝塚事務官

中央-部隊歴史全般-128 大本営情報参謀決断の秘録-渡辺正氏所蔵資料集 兵要地理資料集録刊行会

中央-部隊歴史全般-129 兵要地理調査研究会等に関する資料 渡辺　正

中央-部隊歴史全般-130 兵要地誌に関する進駐軍との折衝資料 渡辺　正

中央-部隊歴史全般-131 内地帰還部隊(インドネシア方面部隊)調査一覧表 不詳

中央-部隊歴史全般-132 後備歩兵第３大隊関連史料 後備歩兵第３大隊

中央-部隊歴史師団-1 近衛師団沿革概要　明４．２～昭４．１２．１０
近衛師団長陸軍中将　林銑十
郎

中央-部隊歴史師団-2 近衛師団沿革概要　明４．２～昭４．１２．１０
近衛師団長陸軍中将　林銑十
郎

中央-部隊歴史師団-3 近衛師団沿革概要　明４．２～４３．５．２９ 近衛師団司令部

中央-部隊歴史師団-4 近衛師団台湾征討史　全　明２８．３．２０～２８．１２．１ 台湾懇話会編

中央-部隊歴史師団-5 近衛師団沿革概要　明４３．５．３０～ 近衛師団司令部

中央-部隊歴史師団-6 近衛師団の概要　昭１４～２１年 -
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中央-部隊歴史師団-7 近衛師団略歴 -

中央-部隊歴史師団-11 第１師団状況報告（第１師団長．岡部直三郎） 第１復員局

中央-部隊歴史師団-12 第２師団戦史資料　昭２８．９ 復員局　資料整理課

中央-部隊歴史師団-13 第２師団戦史資料　昭和２８．９ 復員局

中央-部隊歴史師団-24 第６師団歴史概観　昭１０．５ 第６師団司令部

中央-部隊歴史師団-26 尚武館
陸上自衛隊　第９師団青森駐と
ん地

中央-部隊歴史師団-30 独立師団（第１０師団）関係書類　明３７．５．１～３７．５．２０ 大本営本部

中央-部隊歴史師団-31 第１１師団歴史（第１巻の１）１／６　明２９．１．２７～４４．１２．２９ 第１１師団司令部

中央-部隊歴史師団-32 第１１師団歴史（第１巻の２）２／６　明４５．１．７～大５．１２．２６ 第１１師団司令部

中央-部隊歴史師団-33 第１１師団歴史（第２巻の１）３／６　大６．１．１～８．１２．２５ 第１１師団司令部

中央-部隊歴史師団-34 第１１師団歴史（第２巻の２）４／６　大９．１．９～昭６．１１．１ 第１１師団司令部

中央-部隊歴史師団-35 第１１師団歴史（第３巻の１）５／６　昭７．２．２３～１３．１２．２８ 第１１師団司令部

中央-部隊歴史師団-36 第１１師団歴史（第３巻の２）６／６　昭１４．１．２～２０．９ 第１１師団司令部

中央-部隊歴史師団-37 第１１師団歴史の概要　明２９．７．１～昭２０．９．７ 第１１師団長　大野廣一

中央-部隊歴史師団-38 第１１師団歴史の概要　明２９．７．１２～昭２０．９．１２ 第１１師団長　大野廣一

中央-部隊歴史師団-39 第１１師団司令部の跡記念碑の栞　昭４４．１０ -

中央-部隊歴史師団-40 第１１師団歴史　第１巻　明２９～大５ -

中央-部隊歴史師団-41 第１１師団歴史　第２巻　大６～大８ -

中央-部隊歴史師団-42 第１１師団歴史　第３巻　昭７～昭２０ -

中央-部隊歴史師団-44 第１２師団関係資料　昭３５．６ 第１復員局

中央-部隊歴史師団-53
（第１２師団　第１８師団　歩兵第２４旅団）創設変遷　明治３１．１
０．１～昭和２１．４．１４

-

中央-部隊歴史師団-53_2 第１２．１８師団及歩兵第２４旅団　独混第４９旅団　略歴 -

中央-部隊歴史師団-54 第１３師団歴史　明３８．３．３１～大１４．５．１ 第１３師団

中央-部隊歴史師団-55 留守第１３師団歴史　大９．１．９～１０．５．２８ 第１３師団司令部　留守部

中央-部隊歴史師団-56 第１４師団の創設と戦歴　明５～昭４８ -

中央-部隊歴史師団-57 第１４師団の歴史　明３８．４．１７～昭２０．８．１５
史料係長　防衛庁事務官　藤田
豊

中央-部隊歴史師団-58 第１７師団司令部歴史　明４０．９．１７～大１４．６．１０ -

中央-部隊歴史師団-59 第１７師団歴史　甲号付録　明４０．１０．９～４０．１０．２８ -

中央-部隊歴史師団-60 第１７師団司令部歴史　甲号付録　明４１．３．１８～大１４．１．１ -

中央-部隊歴史師団-61 第１８師団司令部歴史　明４０．１０．１９～大１４．５．１ 第１８師団　副官部　丙部

中央-部隊歴史師団-62 第１８師団司令部歴史　付録　明４１．１２末～大１４ 第１８師団　副官部　丙部

中央-部隊歴史師団-63 留守第１８師団留守日誌付録　Ｔ３．１０～１１ 留守第１８師団　司令部

中央-部隊歴史師団-64 第２０師団戦史研究記事　大１５．３ 第２０師団司令部

中央-部隊歴史師団-66 第３５師団歴史　昭１４．２．７～２１．６．２ 第３５師団司令部

中央-部隊歴史師団-67 第３５師団歴史　昭１４．２．７～２１．６．２ 第３５師団司令部

中央-部隊歴史師団-68 第３７師団戦友会　昭４１．１１．１３
第３７師団戦没者　慰霊祭記念
編集
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中央-部隊歴史師団-69 第４１師団衛生隊歴史　昭１４．１１．１５～１７．１２．３１ -

中央-部隊歴史師団-70 第４８師団戦史資料並に　終戦状況　昭２０．８ 第１復員局

中央-部隊歴史師団-71 第５０師団関係資料　昭２０．８ 第１復員局

中央-部隊歴史師団-72 第５３師団北緬作戦戦史資料　昭１９ -

中央-部隊歴史師団-73 第６６師団関係資料　昭２０．８ 第１復員局

中央-部隊歴史師団-74
熊本県出身部隊関係資料（第６．３７．５８．４６．１０３．１０６．４８．
２３．１０２師団）

大分合同新聞社収集

中央-部隊歴史師団-77
広島師団史　追録　知られざる歩兵連隊　－歩兵第１４１連隊の善
戦－　昭１６

-

中央-部隊歴史師団-78
広島師団史　追録　知られざる歩兵連隊　－歩兵第１４１連隊の善
戦－　昭１６

-

中央-部隊歴史師団-79
広島師団史　追録　知られざる歩兵連隊　－歩兵第１４１連隊の善
戦－　昭１６

-

中央-部隊歴史師団-80 広島師団関係　資料一覧表　昭４３．１０．２５作成
陸上自衛隊　第１３師団司令部
広島師団史研究室

中央-部隊歴史師団-81 第９師団戦史資料 第１復員局

中央-部隊歴史師団-82 第１１師団の歴史的写真帖 -

中央-部隊歴史師団-83 第１１師団の歴史的写真帖 -

中央-部隊歴史師団-84 近衛師団各団隊長名一覧表　明治４３．３調 -

中央-部隊歴史師団-85 第５師団歴日表（第１部）　昭１２．７．２７～１３．１２．２４ 名島大尉

中央-部隊歴史師団-86 近衛沿革略誌　明治２９年 編制主任

中央-部隊歴史師団-88
熊本関係師団に関する資料　６Ｄ．１０６Ｄ．３７Ｄ．４８Ｄ．５８Ｄ．２
３Ｄ．４６Ｄ．１０２Ｄ．１０３Ｄ

大分合同新聞　平松鷹史

中央-部隊歴史師団-89 第１師団法務参考資料 -

中央-部隊歴史師団-90 ９櫻会会誌　１　昭和１８年１２月 師団通信中隊第９期生会

中央-部隊歴史師団-91
（勇　第１３３９部隊）　大東亜戦争に於ける　第２師団司令部行動
概記

東京勇３９会

中央-部隊歴史師団-92 復員関係資料（乗船者名簿湘桂?江作戦要図等） 第３４師団司令部山砲兵隊

中央-部隊歴史師団-94 近衛師団司令部戦時執務規定　森川史料 近衛師団司令部

中央-部隊歴史師団-95 露支対照要語集 第１１師団司令部

中央-部隊歴史師団-96 羅南衛戌地軍人軍属宿舎一覧図 １９師団

中央-部隊歴史師団-97 昭和５年９月　第１０師団管内図 第１０師団

中央-部隊歴史旅団-1 歩兵第１２旅団　司令部歴史　明１８．５．２０～３８．３．１２ 歩兵第１２旅団

中央-部隊歴史旅団-2 歩兵第１２旅団　司令部歴史　明３８．３．１０～大８．３．８ 歩兵第１２旅団

中央-部隊歴史旅団-3 歩兵第１２旅団　司令部歴史　大１０．２．８～１４．４．３０ 歩兵第１２旅団

中央-部隊歴史旅団-4 歩兵第１７旅団　司令部歴史　明３０．９．２８～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史旅団-5 歩兵第２０旅団歴史　明３０．９．２８～大１４．４．３０ -

中央-部隊歴史旅団-6 歩兵第２３旅団　司令部歴史　明２９．５．１～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史旅団-7 歩兵第２５旅団歴史　明３８．４．１～大５．１２．２６ 歩兵第２５旅団

中央-部隊歴史旅団-8 歩兵第２５旅団歴史　付表．付図　明４３．１．１～４３．４ 歩兵第２５旅団

中央-部隊歴史旅団-9 歩兵第２５旅団歴史　大６．１．４～１４．５．１ 歩兵第２５旅団

中央-部隊歴史旅団-10 歩兵第２６旅団歴史　明３８．３．３１～大１４．５．１ 歩兵第２６旅団

中央-部隊歴史旅団-11 歩兵第３１旅団歴史　明３８．６．２５～大１４．５．１ 歩兵第３１旅団
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中央-部隊歴史旅団-12 歩兵第３４旅団　司令部歴史　明４０．１０．１９～大１４．５．１ 歩兵第３４旅団

中央-部隊歴史旅団-13 独立混成第１１８旅団歴史　大１５．８．１～昭２０．１１．１３ 独立混成　第１１８旅団

中央-部隊歴史旅団-14 野砲兵第１旅団　司令部歴史　明３２．９．２～大１０．７．１７ 野砲兵第１旅団

中央-部隊歴史旅団-15
野砲兵第３旅団　司令部歴史　１／２　明４０．１０．９～大１１．８．
１５

野砲兵第３旅団

中央-部隊歴史旅団-16
野砲兵第３旅団　司令部歴史　２／２　明４１．５．２０～大１１．８．
１４

野砲兵第３旅団

中央-部隊歴史旅団-17 近衛歩兵第２旅団歴史　明１９．３．１６～昭１２．３．１ 近衛歩兵第２　旅団司令部

中央-部隊歴史旅団-21 独立混成第４旅団関係資料　昭４４．１．１ 広瀬　頼吾

中央-部隊歴史旅団-22 陸軍(第３７旅団)宿舎配置図 第３７旅団

中央-部隊歴史連隊-1 歩兵第１連隊史　明６．５．１４～大５．５．７ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-2 歩兵第１連隊史　明６．５．１４～大５．５．７ 歩兵第１連隊本部

中央-部隊歴史連隊-4 歩兵第１連隊歴誌　巻の１　１／３　明治４．８．２～３２．１１．４ -

中央-部隊歴史連隊-5 歩兵第１連隊歴誌　巻の２　２／３　明治３２．１１．１０～３９．２．５ -

中央-部隊歴史連隊-6 歩兵第１連隊歴誌　付録　３／３　明治７．２．２４～３２．１２．２７ -

中央-部隊歴史連隊-7
歩兵第１連隊歴誌（昭和１０年３月１０日）　明治４．８．２～３８．３．
１０

歩兵第１連隊編纂

中央-部隊歴史連隊-13 歩兵第２連隊史（全）　明７．３．１４～大６．５．２３ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-14 歩兵第２連隊史　明７．３．２４～昭４．１１．１４ 歩兵第２連隊

中央-部隊歴史連隊-15
（歩兵第２連隊　歩兵第５９連隊　歩兵第１０２連隊　歩兵第６６連
隊　東部第３７部隊　東部第３６部隊）歴史の概要

-

中央-部隊歴史連隊-16 歩兵第３連隊史　明７．１１．１３～昭２１．２ 歩３会

中央-部隊歴史連隊-17 歩兵第３連隊史　全　明７．１１．１３～大６．４．５ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-18 歩兵第３連隊歴史　明７．１１．１３～大３．１０．１８ 夙夜堂編

中央-部隊歴史連隊-19_2 歩兵第３連隊歴史　１／３　昭４．１．８～１１．１２．３１ 歩兵第３連隊　本部

中央-部隊歴史連隊-20 歩兵第３連隊歴史　２／３　昭１２．１．２～１５．１２．２３ 歩兵第３連隊　本部

中央-部隊歴史連隊-21_2
歩兵第３連隊歴史　３／３　自昭和１６年１月１日至昭和２０年７月
３０日

歩兵第３連隊　本部

中央-部隊歴史連隊-22 近衛砲兵連隊将校同相当官人名簿　明４～昭１０ 近衛砲兵連隊　本部

中央-部隊歴史連隊-23 歩兵第４連隊史　明８．５～昭２．１２．２ 帝国在郷軍人会本部編纂

中央-部隊歴史連隊-24 近衛歩兵第４連隊史　明１９．６．１４～昭１１．４．２ 近衛歩兵第４連隊

中央-部隊歴史連隊-25 歩兵第４連隊歴史　明４．８．２０～昭２０．７．３ 第２２普通科連隊

中央-部隊歴史連隊-26 歩兵第４連隊歴史　全　明８．５～大７．１１．１４ 帝国連隊史刊行会編

中央-部隊歴史連隊-27 歩兵第４連隊歴史　明８．５～昭３．１２．２ -

中央-部隊歴史連隊-28 歩兵第４連隊歴史（抜萃）　昭１７．９．１３～１８．２．１１ -

中央-部隊歴史連隊-29 歩兵第４連隊日露歴戦史　明３７．２．５～３７．７ 歩兵第４連隊

中央-部隊歴史連隊-30 歩兵第４連隊歴史　４　１／２　昭３．１．６～１２．１２末 歩兵第４連隊本部

中央-部隊歴史連隊-31 歩兵第４連隊歴史　４　２／２　昭１３．３．４～１７．９．１３ 歩兵第４連隊本部

中央-部隊歴史連隊-32 歩兵第４連隊歴史　５（大東亜戦争）　昭１７．９．１３～２０．８．３１ 歩兵第４連隊本部

中央-部隊歴史連隊-33 歩兵第５連隊歴史　明治４～２９ -

中央-部隊歴史連隊-33_2 歩兵第５連隊史　明治９．４～昭和５．８．２ 帝国在郷軍人会本部編纂
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中央-部隊歴史連隊-34 歩兵第５連隊第２大隊雪中行軍遭難顛末書 -

中央-部隊歴史連隊-35 歩兵第５連隊遭難始末（八甲田山）　明３５．７ 歩兵第５連隊

中央-部隊歴史連隊-36 陸奥の吹雪　－八甲田遭難軍人の霊に捧げる－ 第９師団

中央-部隊歴史連隊-37 歩兵第６連隊史　明７．３．２７～昭４．５．２７ 帝国在郷軍人会本部編纂

中央-部隊歴史連隊-38 歩兵第６連隊史　全　明７．３．２０～大６．１１．１ 帝国連隊史刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-39 歩兵第７連隊史　全　明８．３．２８～大６．１１．１３ 帝国連隊史刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-40 歩兵第７連隊史　明８．３．２８～昭８．１０．２７ 歩兵第７連隊編纂

中央-部隊歴史連隊-41 歩兵第７連隊史　武漢戦 歩７戦友会長　伊佐一男

中央-部隊歴史連隊-42 歩兵第７連隊史　武漢戦 歩７戦友会長　伊佐一男

中央-部隊歴史連隊-43 歩兵第７連隊史　武漢戦 歩７戦友会長　伊佐一男

中央-部隊歴史連隊-44 歩兵第７連隊史　上海－南京戦 歩７戦友会長　伊佐一男

中央-部隊歴史連隊-45 歩兵第７連隊史　上海－南京戦 歩７戦友会長　伊佐一男

中央-部隊歴史連隊-47 歩兵第７連隊史　除州戦 歩７戦友会長　伊佐一男

中央-部隊歴史連隊-48 歩兵第７連隊史　除州戦 歩７戦友会長　伊佐一男

中央-部隊歴史連隊-49 歩兵第７連隊史　除州戦 歩７戦友会長　伊佐一男

中央-部隊歴史連隊-52 歩兵第８連隊史　全　明７．５．１４～大６．１１．１３ 帝国連隊史刊行会編

中央-部隊歴史連隊-54 歩兵第９連隊の歩み　明７．６．１～昭２０．８．１５
歩兵第９連隊記念碑　建設委員
会

中央-部隊歴史連隊-55 歩兵第９連隊史　全　明７．６．１～大６．１１．１３ 帝国連隊史刊行会編

中央-部隊歴史連隊-56 歩兵第９連隊関係写真集 -

中央-部隊歴史連隊-57 ９ＳＡ　第２大隊資料　昭１９．２．２３～４．３０ 九重会編

中央-部隊歴史連隊-58 歩兵第１０連隊　上（赤柴部隊の巻）　昭和１２．８．７～１０．３０ -

中央-部隊歴史連隊-59 歩兵第１０連隊史（大正９年版）　明７．６．１～大５．９．１０ 帝国連隊史刊行会編

中央-部隊歴史連隊-60 歩兵第１２連隊歴史　１／５　明４．８．８～４１．１２．２１ -

中央-部隊歴史連隊-61 歩兵第１２連隊歴史　２／５　明４１．１２．２５～大６．８．６ -

中央-部隊歴史連隊-62 歩兵第１２連隊歴史　３／５　大６．８．６～昭１４．１．３１ -

中央-部隊歴史連隊-63 歩兵第１２連隊歴史　４／５　昭１４．２．１～１６．１２．３１ -

中央-部隊歴史連隊-64 歩兵第１２連隊歴史　５／５　昭１７．１．３～２０．５．１０ -

中央-部隊歴史連隊-65 歩兵第１２連隊歴史　第１号 -

中央-部隊歴史連隊-66 歩兵第１２連隊歴史　第２号 -

中央-部隊歴史連隊-67 歩兵第１２連隊歴史　第３号 -

中央-部隊歴史連隊-68 歩兵第１２連隊歴史　第４号 -

中央-部隊歴史連隊-69 歩兵第１３連隊史（大正１２年版）　明１９．５．２０～大９．１１．１０ 帝国連隊史刊行会編

中央-部隊歴史連隊-71 歩兵第１４連隊史　明８．４．１～大１１．８．１５ 帝国連隊史刊行会編

中央-部隊歴史連隊-72 歩兵第１４連隊回顧録　第１～３部　昭４０．４．１
歩兵第１４連隊跡　記念碑建設
委員編

中央-部隊歴史連隊-73 歩兵第１４連隊歴史（編成・職員表） -

中央-部隊歴史連隊-74 歩兵第１４連隊歴　明８．４．１～２０．８．１５ -
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中央-部隊歴史連隊-75 歩兵第１４連隊回顧録　付建碑並びに賛助者芳名録　昭４０．４．１
歩兵第１４連隊跡　記念碑建設
委員編

中央-部隊歴史連隊-76 勝山（歩兵第１４）連隊史　明８．４．１～昭１４．８．１ 帝国在郷軍人会本部編纂

中央-部隊歴史連隊-77
高崎歩兵第１５連隊史　－軍旗と共に－　明１７．５．２４～昭２０．
８．１５

高崎１５連隊史

中央-部隊歴史連隊-78 歩兵第１５連隊歴史梗概　昭１２～２０ 群馬県世活課長

中央-部隊歴史連隊-80 歩兵第１５連隊史　全　明１７．５．２４～大３．５．２４ 帝国連隊史刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-81 歩兵第１６連隊史（第２師団） -

中央-部隊歴史連隊-82 歩兵第１６連隊　征戦史　明１７．６～４２．７ 渡辺亮照編

中央-部隊歴史連隊-83 歩兵第１６連隊史　明１７．６．２５～昭４．１０．２ 帝国在郷軍人会本部編纂

中央-部隊歴史連隊-84 歩兵第１６連隊史　全　明１７．６．２５～大８．５．７ 帝国連隊史刊行会編

中央-部隊歴史連隊-85 歩兵第１７連隊資料　昭６．１１．１１～８．２．２５ -

中央-部隊歴史連隊-86 歩兵第１７連隊歴史（原稿）　大１２．４．２２～昭７．４．１５ 歩兵第１７連隊

中央-部隊歴史連隊-87 歩兵第１８連隊従軍銘感録　明２７～３７ 歩兵第１８連隊

中央-部隊歴史連隊-88 歩兵第１８連隊史の一節（田村将軍遺稿） 海福　三千雄

中央-部隊歴史連隊-90 歩兵第１８連隊史　全　明１７．７．１～大５．５．１ 帝国連隊史刊行会編

中央-部隊歴史連隊-91 歩兵第１９連隊史　全　明１９．６．１２～大６．１１．１３ 帝国連隊史刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-92 歩兵第１９連隊歴史　明治１９．６．１２～昭和９．５．６ 歩兵第１９連隊史

中央-部隊歴史連隊-93 歩兵第１９連隊史　明１８．５．３０～大１１．６．８ 帝国連隊史刊行会編

中央-部隊歴史連隊-94 歩兵第２０連隊史（大正１０年版）　明１７．６．１０～大１０．４．２４ 帝国連隊史刊行会編

中央-部隊歴史連隊-95 歩兵第２０連隊軍旗歴史　明１７．６．１０～４２．１０．４ -

中央-部隊歴史連隊-96 歩兵第２０連隊と福知山案内　明１７．６．１０～３９．１．２６ 福知山三円新報社

中央-部隊歴史連隊-97 歩兵第２１連隊史　明１７．６．２５～大９．１．１３ 帝国連隊史刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-99 歩兵第２２連隊史　明１７．６～３８．１１．２０ 歩兵第２２連隊

中央-部隊歴史連隊-100 歩兵第２２連隊歴史　明治１７．６．２５～昭和１３．１０．５ 歩兵第２２連隊

中央-部隊歴史連隊-101 歩兵第２２連隊の最後　昭１９．９．６～２０．６．２２ 愛媛新聞連載

中央-部隊歴史連隊-103 松山歩兵第２２連隊史　明１７．６．２５～昭２０．８．１５ 小野駐とん部隊

中央-部隊歴史連隊-104 都城歩兵第２３連隊 甲斐　優

中央-部隊歴史連隊-105 歩兵第２３連隊史　明１７．７．１～昭１０．８．１７ 歩兵第２３連隊編纂

中央-部隊歴史連隊-107 歩兵第２３連隊史　明１７．７．１～大１１．９．９ 帝国連隊史刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-108 歩兵第２３連隊史　昭１２．７．７～１８．１１．８ 陸上自衛隊第４３普通連隊

中央-部隊歴史連隊-109 歩兵第２４連隊歴史　明１７．７．１～昭９．８．１ 歩兵第２４連隊

中央-部隊歴史連隊-110 歩兵第２５連隊史　明３９．２．７～昭１１．３．１８ 歩兵第２５連隊長　片山省太郎

中央-部隊歴史連隊-111 歩兵第２５連隊史　明２９．５．１～昭３．８．１ 帝国在郷軍人会　本部編

中央-部隊歴史連隊-112 歩兵第２６連隊読本　昭５．５ 歩兵第２６連隊本部

中央-部隊歴史連隊-113 歩兵第２７連隊歴史　明３２．１１．２５～昭９．３．２０ -

中央-部隊歴史連隊-114 歩兵第２７連隊史 -

中央-部隊歴史連隊-115 歩兵第２８連隊史　明３２．１１．２５～昭７．９．２６ -
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中央-部隊歴史連隊-116 歩兵第２８連隊史　明３２．１１．２５～昭８．１２．２
歩兵第２８連隊　歴史編纂委員
会編

中央-部隊歴史連隊-117 歩兵第２９連隊史　全　明２９．１１．１６～大６．１２．１ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-118 歩兵第２９連隊歴史（写）　昭６．９～１５．２ -

中央-部隊歴史連隊-119 歩兵第２９連隊歴史　昭１６．１０．９～２１．４．２８ -

中央-部隊歴史連隊-120 歩兵第２９連隊史 帝国在郷軍人会　本部編纂

中央-部隊歴史連隊-121 歩兵第２９連隊　軍旗所在不明に関する報告　昭和１７．１１．１２ 第２師団長　丸山政男

中央-部隊歴史連隊-122 歩兵第２９連隊　戦史資料　昭１７．１．１９～２０．９．２
第２師団歩兵第２９連隊　三宅?
三郎大佐

中央-部隊歴史連隊-123 第２師団歩兵第２９連隊　戦史資料　昭２１．５．９　復員完結 歩兵第２９連隊

中央-部隊歴史連隊-125 歩兵第２９連隊　軍旗所在不明に関する報告　昭１７．１１．２０ 第２師団長　丸山政男

中央-部隊歴史連隊-126 第２師団歩兵第２９連隊　衛生史　昭１６．１０．９～２１．４末
第２師団第２９連隊本部　軍医
大尉　川本脩二

中央-部隊歴史連隊-127 歩兵第２９連隊　軍旗所在に関する報告　昭１７．１１．１２ 第２師団長　丸山政男

中央-部隊歴史連隊-128 歩兵第３０連隊史　明２９．１１．１２～大８．４．７ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-129 歩兵第３１連隊略史　昭３７．１．１５ 一等陸佐　安倍邦夫

中央-部隊歴史連隊-130 歩兵第３１連隊略史　昭３７．１．１５ 一等陸佐　安倍邦夫

中央-部隊歴史連隊-132 歩兵第３１連隊史　全　大８．１．２５発行 帝国連隊史　刊行会

中央-部隊歴史連隊-133 山形県　３２連隊会 -

中央-部隊歴史連隊-133_2 歩兵第３２連隊史　明治２９．５～大正６．１１．２３ -

中央-部隊歴史連隊-134 歩兵第３１連隊史　全　明２９．１１．１６～大７．２．２３ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-135 歩兵第３２連隊　日露戦役従軍記　明３７．９．２～３８．１．３０ 關　時發

中央-部隊歴史連隊-136 歩兵第３３連隊史　全　明２９．１２．１～大７．６．１９ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-138 歩兵第３４連隊史　全　明２９．１２．１～大５．５．６ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-139 歩兵第３４連隊略歴　明２９～昭２０ -

中央-部隊歴史連隊-140 歩兵第３４連隊．第１０中隊歴史　昭和１２．８．１４～２１．３．１３ -

中央-部隊歴史連隊-141 歩兵第３４連隊歴史調査要綱 歩兵第３４連隊曹長　後藤利平

中央-部隊歴史連隊-142 歩兵第３５連隊史　明２９．１１．１０～３９．２．１ -

中央-部隊歴史連隊-143 歩兵第３５連隊史　全　明２９．９．２５～大６．１１．６ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-144 歩兵第３５連隊歴史　明２９．９．２５～大１３．８．２０ -

中央-部隊歴史連隊-145 歩兵第３６連隊　江南の戦　昭７．２．２～７．５．２２ -

中央-部隊歴史連隊-147 歩兵第３６連隊史　全　明２９．９．２５～大７．１１．６ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-148 鯖江連隊（歩兵第３６連隊）史　明３０．８～昭２０．１２ -

中央-部隊歴史連隊-149 鯖江．歩兵第３６連隊史　明２９．１０．１５～３９．４．１ 陸軍上等兵　菱川覚栄

中央-部隊歴史連隊-150 歩兵第３６連隊史料　支那事変　昭１２．９．１０～１４．１０．２０ 陸軍上等兵　菱川覚栄

中央-部隊歴史連隊-151 歩兵第３７連隊史　全　明２９．１２．１～大５．１１．３ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-153 歩兵第３８連隊史　全　明２９．９．２５～大６．１１．１６ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-154 歩兵第３８．第５７．第２８．連隊史 歩兵第２０連隊編纂

中央-部隊歴史連隊-156 歩兵第３９連隊史　全　明２９．１１．１６～大８．１１．９ 帝国連隊史　刊行会編
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中央-部隊歴史連隊-157 歩兵第３９連隊史　明２９．７．１３～昭２０．９ 軍旗奉賛会

中央-部隊歴史連隊-159 歩兵第４０連隊史（大正９年版）　明２９．１２．１～大９．４．８ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-160 歩兵第４０連隊史の概要　明２９．５～昭１４．１０．２８ 歩兵４０連隊．歩兵砲隊．編

中央-部隊歴史連隊-161 歩兵第４４連隊歴史　１／２　明２９．１２．１～大７．１．１２ 歩兵第４４連隊（和知史料）

中央-部隊歴史連隊-162 歩兵第４４連隊歴史　２／２　大７．１．１～昭１６．７．１０ 歩兵第４４連隊（和知史料）

中央-部隊歴史連隊-163 歩兵第４４連隊歴史　３巻中第１巻　明２９．１２起～大７．２．２８ 歩兵第４４連隊（松本俊馬史料）

中央-部隊歴史連隊-164 歩兵第４４連隊歴史　３巻中第２巻　大正７．３～昭和１１．９．２８ 歩兵第４４連隊（松本俊馬史料）

中央-部隊歴史連隊-165 歩兵第４４連隊歴史　３巻中第３巻　昭和１２．９．２９～２０．９．１０ 歩兵第４４連隊（松本俊馬史料）

中央-部隊歴史連隊-166
高知県郷土部隊（歩兵第４４連隊）戦記　昭１２．８．１４～１３．１
１．２９

-

中央-部隊歴史連隊-167 高知県郷土部隊（歩兵第４４連隊）戦記 サンケイ新聞連載

中央-部隊歴史連隊-168 歩兵第４５連隊史（大正１１年版）　明２９．１２．１～大１１．５．１９ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-169 歩兵第４７連隊史　明２９．１１．１０～大１１．５．１３ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-170 歩兵第４８連隊史　明２９．１１．１４～大１１．５．１６ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-171 歩兵第４９連隊史　全　明３８．３．３１～大７．４．２４ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-172 松本歩兵第５０連隊歴史　明３８．３．３１～昭５．７．１７ -

中央-部隊歴史連隊-173 歩兵第５０連隊史　明３８．３．３～大６．９．１ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-174 歩兵第５１連隊史　明３８．３．３１～大１４．４末 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-175 歩兵第５１連隊歴史　明３８．３．３１～大５．４．１ -

中央-部隊歴史連隊-176 歩兵第５１連隊史　明３８．３．３０～大９．４．１５ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-177 歩兵第５１連隊歴史　大５．４．８～１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-178 連隊歴史　付図 歩兵第５１連隊

中央-部隊歴史連隊-179 歩兵第５２連隊史　明３８．３．３１～大１４．５．１ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-180 歩兵第５２連隊歴史　付録　明４１．１２．３１～大１４．３．２３ -

中央-部隊歴史連隊-181 歩兵第５２連隊史　全　明３８．３．３１～大７．８．１０ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-182 歩兵第５２連隊歴史　明３８．３．３１～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-183 歩兵第５３連隊歴史　明３８．４．１７～大５．１２．１１ -

中央-部隊歴史連隊-184 歩兵第５３連隊史　明３８．４．１７～大１０．４．１７ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-185 歩兵第５３連隊史（含　大島廉治氏書面） -

中央-部隊歴史連隊-186 歩兵第５３連隊留守隊歴史　大８．４．１３～１０．４．１８ -

中央-部隊歴史連隊-187 歩兵第５３連隊歴史　大６．１．１０～１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-188 歩兵第５４連隊史（副史）　明３８．４．１７～昭２１．２ 歩兵第５４連隊　戦友会編

中央-部隊歴史連隊-189 歩兵第５４連隊歴史　同関係資料 -

中央-部隊歴史連隊-190 後備歩兵第５４連隊歴史　１／３　明３７．１２．５～大８．６．３０ -

中央-部隊歴史連隊-191 歩兵第５４連隊歴史　２／３　明３８．４．１７～大１０．４．２０ -

中央-部隊歴史連隊-192 歩兵第５４連隊歴史　３／３　大１０．４．２０～１４．４．２８ -

中央-部隊歴史連隊-193 歩兵第５５連隊歴史　明３８．４．１７～大１４．５．１ -
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中央-部隊歴史連隊-194 歩兵第５５連隊歴史　明３８．４．１７～大１４．４末 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-195 歩兵第５６連隊歴史　１／２　明３８．４．１７～大７．２．２８ -

中央-部隊歴史連隊-196 歩兵第５６連隊歴史　２／２　大７．７．２２～大１４．４．１ -

中央-部隊歴史連隊-197 歩兵第５６連隊史　明３８．４．１７～大１１．末 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-198 歩兵第５７連隊　戦闘概況　－英霊記－ 部隊生存者一同

中央-部隊歴史連隊-199 歩兵第５７連隊史　全　明３８．７．１３～大６．４．１３ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-200 歩兵第５８連隊歴史　１／４　明３８．７．１７～明４２．１２．２７ -

中央-部隊歴史連隊-201 歩兵第５８連隊歴史　２／４　明４３．１．１０～大２．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-202 歩兵第５８連隊歴史　３／４　大２．４．１３～１０．５．１８ -

中央-部隊歴史連隊-203 歩兵第５８連隊歴史　４／４　大１０．５．１７～１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-205 歩兵第５８連隊史　全　明３８．７．１７～大８．５．７ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-206 歩兵第５９連隊史（大正１１年版）　明３８．７．２８～大１０．末 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-207 歩兵第６０連隊歴史　１／２　明治３８．７．１７～大正１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-208 歩兵第６０連隊歴史　２／２　明治３８．７．１７～大正１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-209 歩兵第６０連隊史　全　明３８．７．１７～大８．７．２５ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-210 歩兵第６０連隊略歴　明３８．７．１７～昭１８．２末 歩兵第６０連隊長　倉橋尚

中央-部隊歴史連隊-212 歩兵第６１連隊概史（大正９年版）　明３８．７．２４～大８．４．７ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-213 歩兵第６１連隊史　明治３８．７．１７～昭和４．１０．３０ -

中央-部隊歴史連隊-214
歩兵第６２連隊歴史　第１巻　１／３　明３８．７．１７～大２．１２．３
０

-

中央-部隊歴史連隊-215 歩兵第６２連隊歴史　第２巻　２／３　大３．１．１～６．１２．２８ -

中央-部隊歴史連隊-216 歩兵第６２連隊歴史　第３巻　３／３　大７．１．１～１４．４．２８ -

中央-部隊歴史連隊-217 歩兵第６２連隊歴史　昭１３．４．４～２１．５．１３ -

中央-部隊歴史連隊-218 歩兵第６２連隊歴史（第２１師団） -

中央-部隊歴史連隊-219 歩兵第６２連隊戦記（第１集）　昭１３．４．４～２０．８ -

中央-部隊歴史連隊-220 歩兵第６３連隊史（大正９年版）　明３８．７．２７～大９．２ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-221 歩兵第６４連隊史　明３８．７．１７～昭２０．８．１５ 陸上自衛隊　第４３普通科連隊

中央-部隊歴史連隊-222 歩兵第６４連隊歴史　１／３　明３８．７．１７～大１４．５．１１ -

中央-部隊歴史連隊-223 歩兵第６４連隊史　２／３　明３８．７．１７～大９．８．１ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-224
歩兵第６４連隊歴史概要　３／３　明治３８．７．１７～昭和１７．１．
２４

-

中央-部隊歴史連隊-225 歩兵第６５連隊史　全　明４０．１０．３１～大８．２．９ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-227 歩兵第６６連隊歴史　１／４　明４０．１０．３１～大６．１１．１０ -

中央-部隊歴史連隊-228 歩兵第６６連隊歴史　２／４　明４０．１０．３１～大６．１１．１０ -

中央-部隊歴史連隊-229 歩兵第６６連隊歴史　３／４　大８．３．３１～大１２．１２ -

中央-部隊歴史連隊-230 歩兵第６６連隊歴史　４／４　大８．３．３１～大１２．１２ -

中央-部隊歴史連隊-231 歩兵第６６連隊史　明４０．１０．３１～大１１．１．８ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-232 歩兵第６７連隊史　全　明４０．１０．９～大６．４．１６ 帝国連隊史　刊行会編
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中央-部隊歴史連隊-234 歩兵第６７連隊歴史　明４０．１０．９～大１４．４．１８ -

中央-部隊歴史連隊-235 歩兵第６８連隊史　明４０．９．１９～大９．４．１５ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-236 岐阜連隊史梗概　明４０．９．１９～昭２０．８．１５ -

中央-部隊歴史連隊-237 歩兵第６９連隊歴史　１／２　明４０．１０．１９～大４．１０．３１ -

中央-部隊歴史連隊-238 歩兵第６９連隊歴史　２／２　大４．１１．１～１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-239 歩兵第７０連隊歴史　明４０．９．１９～大９．１．１３ -

中央-部隊歴史連隊-240 歩兵第７１連隊歴史　明４０．１０．２２～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-241 歩兵第７２連隊歴史資料　明４１．５．８～昭２１．１．８ -

中央-部隊歴史連隊-242 歩兵第７２連隊歴史資料　明４０．１０．２３～昭１４．８．３０ -

中央-部隊歴史連隊-243 歩兵第７２連隊歴史　１／５　明４０．１０．２２～４２．１２．１ -

中央-部隊歴史連隊-244 歩兵第７２連隊歴史　２／５　明４２．１２．３～大３．８．２５ -

中央-部隊歴史連隊-245 歩兵第７２連隊歴史　３／５　大３．９．１～１０．３．１０ -

中央-部隊歴史連隊-246 歩兵第７２連隊歴史　４／５　大１０．２．７～１４．４．３０ -

中央-部隊歴史連隊-247
歩兵第７２連隊歴史　５／５　付録　明４１．１２．３０～大１１．１２．
３１

-

中央-部隊歴史連隊-248 歩兵第７７連隊略歴　大４．６．１～昭２０．９．１８ -

中央-部隊歴史連隊-249 歩兵第７７連隊史　大正４．６．１～昭和２０．８．１８ -

中央-部隊歴史連隊-250_2 第１０７師団歩兵第９０連隊　戦闘史 -

中央-部隊歴史連隊-251
第４７師団歩兵第１３１連隊　確山附近における戦闘調書　昭和１
９．１２．２２

群馬県衛生民生部世話課

中央-部隊歴史連隊-252 独立歩兵第１０２大隊歴史　昭１５．１２．１８～１６．１２．３０ 独立歩兵第１０２大隊

中央-部隊歴史連隊-253 歩兵第１１５連隊に関する調査報告 群馬県郷友会　森田祐作

中央-部隊歴史連隊-254 歩兵第１１６連隊歴史　昭１２．９．１１～１６．１１．８ 歩兵第１１６連隊

中央-部隊歴史連隊-255 歩兵第１６連隊　第１１６連隊歴史 -

中央-部隊歴史連隊-256 歩兵第１３９連隊史（姫路）１／２　昭和２０年３月～８月 雑誌「駟路」抜萃

中央-部隊歴史連隊-256_2 歩兵第１３９連隊史（姫路）２／２　昭和２０年３月～８月 雑誌「駟路」抜萃

中央-部隊歴史連隊-257 鷺（第１１０師団）　歩兵第１３９連隊史料 広田　利一

中央-部隊歴史連隊-258 歩兵第１４１連隊歴史概要　昭１６～２０ -

中央-部隊歴史連隊-259 歩兵第１５４連隊戦史略 -

中央-部隊歴史連隊-260 歩兵第２１４連隊略歴　昭１６．１２．１４～２０．１０．２０ -

中央-部隊歴史連隊-261 歩兵第２２２連隊歴史概要　昭１４．３．１～１５．１２．３１ -

中央-部隊歴史連隊-262 歩兵第２２４連隊歴史の概要　昭１４．２．７～１６．１２．２７ -

中央-部隊歴史連隊-263 歩兵第２１５連隊に関する調査報告　昭３９．８．１３ 群馬県世話課長

中央-部隊歴史連隊-264 歩兵第２２５連隊　略歴（第３７師団） 歩兵第２２５連隊長　鎮目武治

中央-部隊歴史連隊-265 第４０師団　歩兵第２３６連隊軍旗略歴 -

中央-部隊歴史連隊-266 歩兵第２３８連隊歴史　昭３９．８．１３ 群馬県世話課長

中央-部隊歴史連隊-267 歩兵第２５３連隊資料　昭１９．１０．２８～２０．８．１７ 東京都民生局　世話課

中央-部隊歴史連隊-268
島根県郷土部隊　歩兵第６３・歩兵第２１連隊　秘史　昭１２．７．９
～１２．１１末（昭３７．９．１５発行）

島根新聞社刊
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中央-部隊歴史連隊-270 岡山憲兵隊歴史　明４０．１０．７～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-271 八代連隊区司令部歴史　１／２　明４０．９．２５～大３．５．２０ -

中央-部隊歴史連隊-272 八代連隊区司令部歴史　２／２　大３．５．２３～１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-273 佐賀連隊区司令部歴史　明４０．１０．１～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-274 高田憲兵隊歴史　明４１．１１．１０～大１４．５．２０ -

中央-部隊歴史連隊-275 村松連隊区司令部歴史　明２１．６．９～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-276 若松連隊区司令部歴史　明治４０．９．１７～大正１３．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-277 きむらたい　征矢帖 歩兵第６６連隊　第１大隊

中央-部隊歴史連隊-278 第３気象連隊資料　１／２部中　昭１７．１０．１～２０．８．１５ -

中央-部隊歴史連隊-279 第３気象連隊資料　２／２部中　昭１７．１０．１～２０．８．１５ -

中央-部隊歴史連隊-280 電信第４０連隊記事　昭３８．５．１５ 花沢　節郎

中央-部隊歴史連隊-281 ７２８会名簿　昭和４４．６
７２８会　独立歩兵第１連隊　歩
兵第８８連隊

中央-部隊歴史連隊-282 部隊史　昭４４．６
７２８会　独立歩兵第１連隊　歩
兵第８８連隊

中央-部隊歴史連隊-283 鉄道第２連隊歴史　明２９．１１．２８～大６．１１．２８ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-284
勝城部隊史（独立臼砲第１大隊→独立山砲兵第２０大隊）　昭１
３．９．１３～１８．６．１

独立山砲兵第２０大隊付　陸軍
中尉　黒川雅隆

中央-部隊歴史連隊-285 迫撃第３連隊歴史資料　昭１８．５．１４～２０．１０．２２
迫撃第３連隊　陸軍中尉　小谷
菅治

中央-部隊歴史連隊-287 弘前連隊区司令部歴史　明２１．５．２３～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-288 飯田連隊区司令部歴史　明治４０．９．１７～大正１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-289 濱松連隊区司令部歴史　明治４０．５．２３～大正１４．５．４ -

中央-部隊歴史連隊-290 岡山歩兵各連隊略史　明３８．４．１７～昭２０．８．１５
歩兵第５４．１５４．４４８．１０．２０１．
５０９．１１０．４４７．３４２連隊

中央-部隊歴史連隊-291 岩国連隊区司令部歴史　明４０．１０．１～大１４．４．２２ -

中央-部隊歴史連隊-292 高瀬連隊区司令部歴史　１／２　明４０．５．３０～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-293 高瀬連隊区司令部歴史　２／２　明４０．１２．３１～大９．１．１３ -

中央-部隊歴史連隊-294 熊谷連隊区司令部歴史　１／２　明４０．５．２７～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-295 熊谷連隊区司令部歴史　２／２　大１２．９．４～１２．１２．１５ -

中央-部隊歴史連隊-296 桑名連隊区司令部歴史　１／２　明４０．１０．１～大３．１２．１４ -

中央-部隊歴史連隊-297 中支那派遣歩兵第１大隊歴史　大１年１０月下旬～１０．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-298 善通寺連隊区司令部歴史　明４０．９．１７～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-299 中津連隊区司令部歴史　明４０．１０．１～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-300 長崎要塞司令部歴史　明３３．５．４～昭２０．８．１５ -

中央-部隊歴史連隊-301 韓国京城駐剳隊歴史　明１５．８．３０～３６．２．１２ -

中央-部隊歴史連隊-302 山海関駐屯歩兵隊略史　明３４．６．７～４０．１２．１８ -

中央-部隊歴史連隊-303 軍備整理　廃止部隊　の歴史　大１４．５ 陸軍大臣官房

中央-部隊歴史連隊-304 大津連隊区司令部歴史　大正１１．１．４～１４．６．１５ -

中央-部隊歴史連隊-305 近衛歩兵第１連隊歴史　明７．１．２０～大３．９．２０ 近衛歩兵第１連隊本部

中央-部隊歴史連隊-307 近衛歩兵第１連隊史　全　明７．１．２０～大７．４．１８ -
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中央-部隊歴史連隊-308 近衛歩兵第１連隊史　第１号　１／９　明７．１．２０～３１．１２．３１ 近衛歩兵第１連隊本部

中央-部隊歴史連隊-309
近衛歩兵第１連隊歴史　第２号　２／９　明３２．１．１～３８．１２．１
７

近衛歩兵第１連隊本部

中央-部隊歴史連隊-310
近衛歩兵第１連隊歴史　第３号　３／９　明３８．１２．１８～４５．７．
３０

-

中央-部隊歴史連隊-311 近衛歩兵第１連隊歴史　第４号　４／９　大１．７．３１～６．５．２３ 近衛歩兵第１連隊本部

中央-部隊歴史連隊-312
近衛歩兵第１連隊歴史　第５号　５／９　大６．５．２５～昭８．１２．
２９

近衛歩兵第１連隊本部

中央-部隊歴史連隊-313 近衛歩兵第１連隊歴史　第６号　６／９　昭９．１．４～１２．９．２４ 近衛歩兵第１連隊本部

中央-部隊歴史連隊-314
近衛歩兵第１連隊歴史　第７号　７／９　昭１２．９．２４～１５．１０．
２４

近衛歩兵第１連隊本部

中央-部隊歴史連隊-315
近衛歩兵第１連隊歴史　第８号　８／９　昭１５．１０．２４～１９．３．
２２

近衛歩兵第１連隊本部

中央-部隊歴史連隊-316
近衛歩兵第１連隊歴史　第９号　９／９　昭１９．３．２３～２０．８．３
０

近衛歩兵第１連隊歴史

中央-部隊歴史連隊-317 近衛歩兵第１連隊歴史　補遺　昭２０．５．２５～２０．９．１０
近衛歩兵第１連隊歴史補遺　編
纂委員会

中央-部隊歴史連隊-318 近衛歩兵第２連隊史　全　明７．１．２０～大８．５．９ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-319 近衛歩兵第２連隊史　明７．１．２０～昭５．９．２０ -

中央-部隊歴史連隊-320 近衛歩兵第２連隊歴史　明治７．１．２０～大正３．５．１５ -

中央-部隊歴史連隊-321
近衛歩兵第３連隊歴史（明治甘７．８年事蹟の大要）　明２７．６．３
～２９．１．３１

-

中央-部隊歴史連隊-322 近衛歩兵第３連隊歴史　第１巻　１／１７　明１８．７．１～２７．９．４ -

中央-部隊歴史連隊-323
近衛歩兵第３連隊歴史　第２巻　２／１７　明２７．９．１～２８．１２．
尽日

-

中央-部隊歴史連隊-324
近衛歩兵第３連隊歴史　第３巻　３／１７　明２９．１．２～３７．１．１
５

-

中央-部隊歴史連隊-325
近衛歩兵第３連隊歴史　第４巻　４／１７　明治４２．１．６～４３．１
１．６

-

中央-部隊歴史連隊-326
近衛歩兵第３連隊歴史　第５巻　５／１７　明治４４．１．４～４５．
７．３１

-

中央-部隊歴史連隊-327 近衛歩兵第３連隊歴史　第６巻　６／１７　大正１．８．１～３．８．８ -

中央-部隊歴史連隊-328
近衛歩兵第３連隊歴史　第７巻　７／１７　大正３．８．１１～５．１
２．２８

-

中央-部隊歴史連隊-329
近衛歩兵第３連隊歴史　第８巻　８／１７　大正７．１．１～１０．１
２．２８

-

中央-部隊歴史連隊-330
近衛歩兵第３連隊歴史　第９巻　９／１７　大正１１．１．１０～１３．
１２

-

中央-部隊歴史連隊-331
近衛歩兵第３連隊歴史　第１０巻　１０／１７　大正１４．１．１０～昭
和１．１２

-

中央-部隊歴史連隊-332
近衛歩兵第３連隊歴史　第１１巻　１１／１７　昭和２．１．１～３．１
２．２８

-

中央-部隊歴史連隊-333
近衛歩兵第３連隊歴史　第１２巻　１２／１７　昭和４．１．１～５．１
２．２７

-

中央-部隊歴史連隊-334
近衛歩兵第３連隊歴史　第１３巻　１３／１７　昭和６．１．１～６．１
２．２７

-

中央-部隊歴史連隊-335
近衛歩兵第３連隊歴史　第１４巻　１４／１７　昭和７．１．８～９．１
２．２６

-

中央-部隊歴史連隊-336
近衛歩兵第３連隊歴史　第１５巻　１５／１７　昭和１０．１．１～１
１．１２．２６

-

中央-部隊歴史連隊-337
近衛歩兵第３連隊歴史　第１６巻　１６／１７　昭和１２．１．１～１
２．１２

-

中央-部隊歴史連隊-338
近衛歩兵第３連隊歴史　第１７巻　１７／１７　昭和１３．１．１～１
３．１２．２３

-

中央-部隊歴史連隊-339
近衛歩兵第３連隊歴史　付録　続　第４巻　明治４２．１．５～４５．
１２．２８

-

中央-部隊歴史連隊-340
近衛歩兵第３連隊歴史　付録　続　第６巻　大２．１．４～４．１２．２
３

-

中央-部隊歴史連隊-341 近衛歩兵第３連隊年表（草稿）　明治１８．５．２０～昭和２２．１２ 近歩３会編

中央-部隊歴史連隊-342 近衛歩兵第３連隊歴史　昭７．１．１～７．１０．２６ -

中央-部隊歴史連隊-343 近衛歩兵第３連隊歴史　完　明１８．７．１～大４．８．１５ -
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中央-部隊歴史連隊-344 近衛歩兵第３連隊歴史　全　明１８．５．２０～大４．１２．２１ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-345 近衛歩兵第３連隊歴史　第１～第８編　明１８．７．１～４１．５．３０ -

中央-部隊歴史連隊-346 近歩３想い出集（近衛歩兵第３連隊）　明１８．５．２０～昭２２．４ 近歩３会編

中央-部隊歴史連隊-348 近衛歩兵第３連隊歴史　付録　続　第７巻　大５．１．４～８．４．３０ -

中央-部隊歴史連隊-349 近衛歩兵第３連隊歴代　写真帳 -

中央-部隊歴史連隊-350 近衛歩兵第３連隊　将校団　日露戦争戦死者写真帳 -

中央-部隊歴史連隊-351 スマトラ近衛歩兵第３連隊史　昭１７．８～２２．１２
近衛歩兵第３連隊　平井咸司陸
軍大尉

中央-部隊歴史連隊-353 近衛歩兵第４連隊　外地状況等資料 近衛歩兵第４連隊

中央-部隊歴史連隊-354 近衛歩兵第４連隊歴史　完　明１９．６．１０～大３．９ 近衛歩兵第４連隊本部

中央-部隊歴史連隊-355 近衛歩兵第４連隊（大正１１年版）
校閲．近衛歩兵第４連隊本部
編さん．帝国連隊歴史刊行会

中央-部隊歴史連隊-356 近衛歩兵第４連隊史　全　明１９．６．１４～大７．３．２７ 帝国連隊史　刊行会編纂

中央-部隊歴史連隊-357 近衛歩兵第４連隊小史　昭４０．５ 錦紫会

中央-部隊歴史連隊-358 近衛歩兵第６連隊　跡　記念碑建設発起人名簿 -

中央-部隊歴史連隊-359 近衛工兵大隊歴史（巻１）１／８　明８．２．２４～４１．１２．２５ 近衛工兵大隊本部

中央-部隊歴史連隊-360 近衛工兵大隊歴史（巻２）２／８　明４２．１．４～大８．１２．２８ 近衛工兵大隊本部

中央-部隊歴史連隊-361 近衛工兵大隊歴史（巻３）３／８　大１１．１．４～１５．１２．１６ 近衛工兵大隊本部

中央-部隊歴史連隊-362 近衛工兵大隊歴史（巻４）４／８　昭２．１２．１６～１１．１２．１ 近衛工兵大隊本部

中央-部隊歴史連隊-363 近衛工兵大隊歴史（巻５）５／８　昭１２．１．５～１５．１２．１ 近衛工兵連隊本部

中央-部隊歴史連隊-364 近衛工兵大隊歴史（巻６）６／８　昭１５．１２．２～１８．７．５ 近衛工兵連隊本部

中央-部隊歴史連隊-365 近衛工兵第１連隊歴史（巻７）７／８　昭１８．７．５～１９．６．３０ 近衛工兵連隊本部

中央-部隊歴史連隊-366
近衛工兵第１・第２・第３連隊歴史（巻８）８／８（近工会記事）　昭１
５．６．３～２０．９．４

近衛工兵連隊本部

中央-部隊歴史連隊-367 近衛工兵隊歴代隊長・将校団名簿　明８．２．２４～昭１５．６．３ 近衛工兵隊本部

中央-部隊歴史連隊-368
近衛工兵（中隊・大隊・連隊）歴史　付録．職員表　明８～昭１８．１
２．３１

近衛工兵隊本部

中央-部隊歴史連隊-369 近衛歩兵第１０連隊歴史　昭１５．１２～２０．９．１ -

中央-部隊歴史連隊-370 福島連隊区司令部歴史　上巻　明１０．５．２～昭５．１２．３１ -

中央-部隊歴史連隊-371 福島連隊区司令部歴史　下巻　昭６．１．１５～２０．６．３０ -

中央-部隊歴史連隊-372 松江連隊区司令部歴史　１／４　明１０．１．２６～３６．１２．２６ -

中央-部隊歴史連隊-373 松江連隊区司令部歴史　２／４　明３７．２．５～大４．１．３ -

中央-部隊歴史連隊-374 松江連隊区司令部歴史　３／４　大正４．１．２４～昭和１６．１２ -

中央-部隊歴史連隊-375 松江連隊区司令部歴史　４／４　昭１３．９．７～２０．４．９ -

中央-部隊歴史連隊-376 戦車第１６連隊歴史　昭１５．１２．１～１９．５．３１ -

中央-部隊歴史連隊-378 沖縄．独立臼砲第１連隊　連隊歴史 -

中央-部隊歴史連隊-380 日本陸軍．戦車部隊略史　大１４．５．１～昭２０．８．１５
陸上自衛隊　富士学校　研究部
第４課

中央-部隊歴史連隊-381 陸軍の戦車部隊　「日本の戦車」抜粋 -

中央-部隊歴史連隊-382 戦車第３５連隊復員史　資料　昭１９夏～２２
戦車第３５連隊長　大佐　長命
健一

中央-部隊歴史連隊-383 戦車第３５連隊復員史　資料　記録　昭１９夏～２３
戦車第３５連隊長　大佐　長命
健一
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中央-部隊歴史連隊-384 戦車第３５連隊の終戦記録　昭３５．３稿 陸軍中佐　長命健一

中央-部隊歴史連隊-385 横須賀重砲兵連隊歴史　明２４～昭１０ -

中央-部隊歴史連隊-386 越佐健児の栄光略年表　明４．２．２２～昭４６ 野崎武編

中央-部隊歴史連隊-387 近衛工兵大隊幹部一覧表　明７．９～大１５．１０ 馬杉　俊男

中央-部隊歴史連隊-388 騎兵第１連隊　明治３７～３８年戦役　誠忠記念 -

中央-部隊歴史連隊-389 騎兵第４連隊の沿革概要　明２１～昭２０．４．８ -

中央-部隊歴史連隊-390 騎兵第６連隊（西部１９）歴史　明２２～昭２１．３．１ 鹿児島県　騎６（西１９）会

中央-部隊歴史連隊-394 騎兵第１１連隊歴史　明治３１．１０．３～昭和２０．８．１７ -

中央-部隊歴史連隊-395 騎兵第１２連隊歴史資料　明２９～昭１９．１１ -

中央-部隊歴史連隊-396 騎兵第１７連隊歴史　明３８．３．３１～大１４．４．２７ -

中央-部隊歴史連隊-397 騎兵第１９連隊歴史　１／４　明３８．７．１７～大２．１２．２６ -

中央-部隊歴史連隊-398 騎兵第１９連隊歴史　２／４　大３．１．１～７．１２．２５ -

中央-部隊歴史連隊-399 騎兵第１９連隊歴史　３／４　大８．２．７～１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-400 騎兵第１９連隊歴史　付録　４／４　明４２．１２．１０～大１３．８ -

中央-部隊歴史連隊-401 騎兵第２２連隊歴史　明４０．１０．３０～大１４．４．３０ -

中央-部隊歴史連隊-402 騎兵第２１連隊歴史　１／４　明４０．１０．２２～大９．１２．２５ -

中央-部隊歴史連隊-403 騎兵第２１連隊歴史　２／４（軍旗）　明４１．５．８～大１４．４．３０ -

中央-部隊歴史連隊-404 騎兵第２１連隊歴史　３／４　大正１０．１．１３～１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-405 騎兵第２１連隊歴史　付録　４／４　大正６．１２．３１～１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-406
騎兵第４０連隊史（付第４０師団騎兵隊歴史）　昭１４．８．１～１７．
１１．２７

-

中央-部隊歴史連隊-407 騎兵第４７連隊史
騎兵第４７連隊長　陸軍大佐
小野健

中央-部隊歴史連隊-408 騎兵第５５連隊戦史資料　昭１５．８．２～２１．７ -

中央-部隊歴史連隊-409
騎兵連隊歴史資料　騎兵第７．９．１６．１８．２０．８．４９．１７．１９
連隊

-

中央-部隊歴史連隊-410 捜索第５４連隊戦史資料　昭１８．４．５～２２．８ -

中央-部隊歴史連隊-411 捜索第３９連隊歴史資料　昭和１４．８．１～１７．６．１ -

中央-部隊歴史連隊-412 騎兵第４１連隊の歴史資料　昭１４．夏～１６．夏 -

中央-部隊歴史連隊-413 騎兵第２連隊　捜索第２連隊　年表　昭３９．１１．２０ 騎兵第２連隊会

中央-部隊歴史連隊-414 捜索第２連隊歴史資料　昭１６．１０．８～２０．８．１５ -

中央-部隊歴史連隊-415 捜索第５６連隊「我等斯く戦えり」　昭１５．８．１～２１．６．１４ -

中央-部隊歴史連隊-416 捜索第５６連隊「我等斯く戦えり」　昭１５．８．１～２１．６．２１ -

中央-部隊歴史連隊-417 日本騎砲兵沿革史　明３７．７．２０～昭２０．７末 -

中央-部隊歴史連隊-419 捜索第２連隊復員連名簿　昭２０ 第２師団　捜索第２連隊本部

中央-部隊歴史連隊-420 海上輸送第１１大隊歴史　昭和１９．１０～２０．９ 暁第１６７９８部隊

中央-部隊歴史連隊-422 山砲兵第２連隊歴史　明４０．１０．２２～大１１．９．１ -

中央-部隊歴史連隊-423 独立山砲第２連隊戦記　昭１２．１０．１２～１５．７．１０ 独立山砲第２連隊長　原田鶴吉

中央-部隊歴史連隊-424 山砲兵第３６連隊史 -
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中央-部隊歴史連隊-425 独立山砲兵第１連隊歴史の概要　明４０．１０．２２～昭１９．２．１１ -

中央-部隊歴史連隊-426 野砲兵第１２連隊歴史　１／３　明２９．１１．１１～大１４．４．７ -

中央-部隊歴史連隊-427 野砲兵第１２連隊歴史　付表　２／３　明２９．１２．１～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-428 野砲兵第１２連隊歴史　付図　３／３　明３７．６．７～大８．３．３ -

中央-部隊歴史連隊-429 第２６師団　独立野砲兵第１１連隊史資料 -

中央-部隊歴史連隊-430 日本騎砲兵沿革史 謹呈　丹羽長道

中央-部隊歴史連隊-431
野戦砲兵第１４連隊歴史　１／１２　明治３２．１０．２８～４０．１１．
４

-

中央-部隊歴史連隊-432 野戦砲兵第１４連隊歴史　２／１２　明３７．２．６～３７．５．２９ -

中央-部隊歴史連隊-433 野戦砲兵第１４連隊歴史　３／１２　明３７．６．１～３７．６．１６ -

中央-部隊歴史連隊-434 野戦砲兵第１４連隊歴史　４／１２　明３７．６．１７～３７．７．２１ -

中央-部隊歴史連隊-435 野戦砲兵第１４連隊歴史　５／１２　明３７．７．３１～３７．８．２ -

中央-部隊歴史連隊-436 野戦砲兵第１４連隊歴史　６／１２　明３７．８．２４～３７．９．２ -

中央-部隊歴史連隊-437 野砲兵第１４連隊歴史　７／１２　明治４１．１２．１～４４．８．５ -

中央-部隊歴史連隊-438 野砲兵第１４連隊歴史　８／１２　明治４４．８．９～大正１．７．２９ -

中央-部隊歴史連隊-439 野砲兵第１４連隊歴史　９／１２　大正１．７．３０～３．８．３１ -

中央-部隊歴史連隊-440 野砲兵第１４連隊歴史　１０／１２　大正６．１．１～１０．１２．１ -

中央-部隊歴史連隊-441 野砲兵第１４連隊歴史　１１／１２　大正１１．１．４～１１．８．１５ -

中央-部隊歴史連隊-442
野砲兵第１４連隊歴史　付録　１２／１２　明治４１．１２．３１～大正
１０．１２．１

-

中央-部隊歴史連隊-443
野戦砲兵第１５連隊歴史　１／２　明治３２．１１．３０～大正１１．
８．１５

-

中央-部隊歴史連隊-444
野戦砲兵第１５連隊歴史　付表　付図　２／２　明３７．５．２６～大
２．８．１４

-

中央-部隊歴史連隊-445 野戦砲兵第１４連隊歴史　１／７　明３２．１１．２５～３９．３．１３ -

中央-部隊歴史連隊-446 野戦砲兵第１４連隊歴史　２／７　明３７．９．８～３７．１０．１９ -

中央-部隊歴史連隊-447 野戦砲兵第１４連隊歴史　３／７　明３７．１０．１９～３８．２．２５ -

中央-部隊歴史連隊-448 野戦砲兵第１４連隊歴史　４／７　明３８．２．２６～３８．３．１１ -

中央-部隊歴史連隊-449 野戦砲兵第１４連隊歴史　５／７　明３８．３．１３～３８．６．１０ -

中央-部隊歴史連隊-450 野戦砲兵第１４連隊歴史　６／７　明３８．６．１２～３９．２．１７ -

中央-部隊歴史連隊-451 野砲兵第１４連隊歴史　７／７　大正３．９．２～５．１２．２９ -

中央-部隊歴史連隊-452 野戦砲兵第１４連隊歴史　明３７．７．２１～３７．７．３０ 野戦砲兵第１４連隊

中央-部隊歴史連隊-453 野戦砲兵第１６連隊歴史　明３２．１０．２８～３７．５．１４ 野戦砲兵第１６連隊

中央-部隊歴史連隊-454 野戦砲兵第１６連隊歴史　明３７．５．１４～４２．６．３１ 野戦砲兵第１６連隊

中央-部隊歴史連隊-455 野砲兵第１６連隊歴史　明４２．７．１～大３．１２．３１ -

中央-部隊歴史連隊-456 野砲兵第１６連隊歴史　大４．１．１～１１．８．１５ -

中央-部隊歴史連隊-457 野戦砲兵第１３連隊歴史　明３２．９．２～大７．１１．３ -

中央-部隊歴史連隊-458 独立山砲兵第３連隊歴史資料　明４０．９．１８～昭１９．末 -

中央-部隊歴史連隊-459 野砲兵第１７連隊歴史　１／２　明治４２．１．１～大正８．１２．１５ -

中央-部隊歴史連隊-460 野砲兵第１７連隊歴史　２／２　大９．２．９～１１．８．１５ -
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中央-部隊歴史連隊-461 野砲兵第１８連隊歴史　明３２．１０．２８～大１１．８．１５ -

中央-部隊歴史連隊-462 野砲兵第２３連隊歴史　明４０．１１．１～大１４．４．３０ -

中央-部隊歴史連隊-463 野戦砲兵第１９連隊歴史　明３８．４．１～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-464 野砲兵第２連隊歴史　明治１１．５．４～３９．１０．１８ 野砲兵第２連隊長　横田宗太郎

中央-部隊歴史連隊-465 野砲兵第２連隊歴史　明治１１．５．４～３９．１０．１４ 野砲兵第２連隊長　横田宗太郎

中央-部隊歴史連隊-466 野戦重砲兵第６連隊歴史　草稿　明２３．５．１６～昭２０．９．１２
元野戦重砲兵第３連隊　畑勇三
郎　回想手記

中央-部隊歴史連隊-467 野砲兵第３連隊歴史　明１１．４．１９～昭２．７．２８ -

中央-部隊歴史連隊-468 野戦重砲兵第３連隊歴史の概要　大正７．１２．１～昭和２０．９．１
野戦重砲兵第３連隊　合同慰霊
祭　祭典委員

中央-部隊歴史連隊-469 鶏知重砲兵連隊歴史　明治３２．１０．２８～大正７．２．２６ -

中央-部隊歴史連隊-470 鶏知重砲兵連隊歴史　大正７．６．１２～昭和２０．１０．４ -

中央-部隊歴史連隊-471 対馬要塞司令部歴史　明治１９．１２．３～昭和２０ -

中央-部隊歴史連隊-472
工兵第１５大隊歴史　その１　１／２　明治３８．７．１７～４５．７．３
０

-

中央-部隊歴史連隊-473 工兵第１５大隊歴史　その２　２／２　大正１．７．３０～１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-474 工兵第１１連隊歴史　１／２　明２９．１０．５～昭１２．１２．２ 工兵第１１連隊本部

中央-部隊歴史連隊-475 工兵第１１連隊歴史　２／２　昭１３．２．２６～２０．９．１０ 工兵第１１連隊本部

中央-部隊歴史連隊-476 工兵第１２大隊歴史　１／２　明２９．１２～大１２．１１．２２ -

中央-部隊歴史連隊-477 工兵第１２大隊歴史　２／２　明２９．１１．１１～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-478 工兵第１３大隊歴史　１／２　明２．１１～大４．１２末 -

中央-部隊歴史連隊-479 工兵第１３大隊歴史　２／２　大５．１．１４～１４．４．３０ -

中央-部隊歴史連隊-480
工兵第１７大隊歴史　１／２　巻１　明治４０．１０．２２～大正２．１
２．３１

-

中央-部隊歴史連隊-481 工兵第１７大隊歴史　２／２　巻２　大３．１．１～１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-482 工兵沿革大要　明１～３０ -

中央-部隊歴史連隊-483 独立工兵第３０連隊戦史　終戦３０周年記念 -

中央-部隊歴史連隊-484 独立工兵第６連隊等略歴　昭１２．７．２７～２１．５．１５ -

中央-部隊歴史連隊-485 工兵第２２連隊戦史資料　昭１３．４～２１．５ 第２２師団　工兵第２２連隊本部

中央-部隊歴史連隊-486 工兵第２３連隊記録（比島編）　昭１９．１０～２０．９ 工２３会編

中央-部隊歴史連隊-487 工兵第２３連隊記録（ハイラル編） 工２３会編

中央-部隊歴史連隊-488 工兵第２３連隊行動記録の概要　昭１３．７～２０．９ 落合　秀正

中央-部隊歴史連隊-489 水戸工兵隊小史　明治３８．４．１７～昭和２０．末 水工会編

中央-部隊歴史連隊-490 陸軍工兵の編制 -

中央-部隊歴史連隊-491 輜重兵第２大隊行動史　明３７．２．５～３９．１．７ -

中央-部隊歴史連隊-492 輜重兵第８大隊行動史　明３７．６．１６～３９．３．２８ -

中央-部隊歴史連隊-493 輜重兵第１１大隊歴史　１　明２９．１１．２５～４３．７．２６ 輜重兵第１１大隊本部

中央-部隊歴史連隊-494 輜重兵第１１大隊　１　明２９．１１．２５～４３．７．２６ 輜重兵第１１大隊本部

中央-部隊歴史連隊-495 輜重兵第１２大隊歴史　明２９．５．１～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-496 輜重兵第１２大隊行動史　明３７．２．５～３８．１２．２８ -
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中央-部隊歴史連隊-497 輜重兵第１３大隊歴史　明３８．３．３１～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-498 輜重兵第１５大隊歴史　明３９．３．１２～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-499 輜重兵第１７大隊歴史　１／３　大正１２．３．２８～１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-500 輜重兵第１７大隊歴史　２／３　明４０．９～大２．７．３１ -

中央-部隊歴史連隊-501 輜重兵第１７大隊歴史　３／３　大正２．８．１～１１．１２．２６ -

中央-部隊歴史連隊-502 輜重兵第６連隊戦史資料　昭和１２．７～２１．３
当時輜重兵第６連隊長　陸軍大
佐　服部政之助

中央-部隊歴史連隊-503 輜重兵第１０大隊行動史　明治３７．４．１６～３９．２．２２ -

中央-部隊歴史連隊-504
輜重兵第４連隊略史（錦城輜重の回顧）　明治１．６～昭和２０．
８．１５

錦城輜友会

中央-部隊歴史連隊-505 輜重兵第５大隊行動史　明治３７．４．１９～３９．１．８ -

中央-部隊歴史連隊-506 輜重兵第６大隊行動史　明治３７．５．１９～３９．３．１ -

中央-部隊歴史連隊-507 近衛輜重兵大隊行動史　明治３７．２．６～３８．１２．２ -

中央-部隊歴史連隊-509 京城憲兵隊歴史　明治４３．７．１１～大正６．１２．３１ -

中央-部隊歴史連隊-510 輜重３７戦記 伊豆利壮編

中央-部隊歴史連隊-511 独立野戦高射砲第２１中隊資料　昭１６．７．７～１７．８．８
独立野戦高射砲第２１中隊長
石松政敏

中央-部隊歴史連隊-512 独立山砲兵第４連隊略史　－美録－ 第３６９部隊略史

中央-部隊歴史連隊-514 朝鮮憲兵の起源及び沿革概要　明２９．１．２５～昭１９．１０．１ 京城憲兵隊本部

中央-部隊歴史連隊-515
朝鮮憲兵隊歴史　１／１１　（臨時憲兵隊　韓国駐剳憲兵隊　第１４
憲兵隊）時代　明治２９．２～３９．１０．９

-

中央-部隊歴史連隊-516 朝鮮憲兵隊歴史　２／１１　明３９．１０～４１．１２．２８ 韓国駐剳憲兵隊

中央-部隊歴史連隊-517 朝鮮憲兵隊歴史　３／１１　明４２．１～４３．８ 韓国駐剳憲兵隊

中央-部隊歴史連隊-518 朝鮮憲兵隊歴史　４／１１　明４３．９．１～４４．１２．２８ 韓国駐剳憲兵隊

中央-部隊歴史連隊-519 朝鮮駐剳憲兵隊歴史　５／１１　明４５．１．２４～大１．１２．３１ 韓国駐剳憲兵隊

中央-部隊歴史連隊-520 朝鮮憲兵隊歴史　６／１１　大２．７．３０～２．１２．３０ 朝鮮駐剳憲兵隊

中央-部隊歴史連隊-521 朝鮮憲兵隊歴史　７／１１　大３．１．２４～３．１２．３１ 朝鮮駐剳憲兵隊

中央-部隊歴史連隊-522 朝鮮憲兵隊歴史　８／１１　大４．４．１１～４．１２．３１ 朝鮮駐剳憲兵隊

中央-部隊歴史連隊-523 朝鮮憲兵隊歴史　９／１１　大５．１．４～８．８．１５ 朝鮮駐剳憲兵隊

中央-部隊歴史連隊-524 朝鮮憲兵隊歴史　１０／１１　大８．８．２０～１２．１１．１２ 朝鮮駐剳憲兵隊

中央-部隊歴史連隊-525 朝鮮憲兵隊歴史　１１／１１　大１３．２．４～昭１９．７．２０ 朝鮮駐剳憲兵隊

中央-部隊歴史連隊-526 京城憲兵隊歴史　大７．１．１～昭２０．３．１６ 京城憲兵隊本部

中央-部隊歴史連隊-527 台湾山砲兵第２中隊歴史　大５．１．１～１４．７．１６ -

中央-部隊歴史連隊-528 台湾山砲兵第１中隊歴史　大７．１．１９～１４．４．３０ -

中央-部隊歴史連隊-529 台湾山砲兵第１中隊歴史　明２９．３．１７～大６．１２．１０ -

中央-部隊歴史連隊-530 台湾山砲兵第２中隊歴史　明治２９．３．１３～大正４．１２．３１ -

中央-部隊歴史連隊-531 台湾第２守備隊司令部歴史　明４０．９．２３～大１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-532 桑名連隊区司令部歴史　２／２　大９．１．１～１４．５．１ -

中央-部隊歴史連隊-533 大津連隊区司令部歴史　明２１．５．１２～大１０．１２．１５ -

中央-部隊歴史連隊-534 高岡連隊区司令部歴史　明４０．１０．１～大１４．５．１ -



令和５年１月１２日

中央-部隊歴史連隊-535 歩兵第５連隊史　明１１．１２．２９～大７．１２．１ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-536 歩兵第１７連隊史　明１８．６．４～大７．１１．１３ 帝国連隊史　刊行会編

中央-部隊歴史連隊-537 篠山連隊区司令部歴史　明４０．１０．３～大１３ -

中央-部隊歴史連隊-538 大東亜戦衛生史編纂資料 歩兵第２１１連隊

中央-部隊歴史連隊-539 山砲兵第１８連隊戦史　資料調査表 第１復員局

中央-部隊歴史連隊-545 輜重兵科の沿革概要　明４～昭２０
輜重兵監部部員　陸軍大佐　甲
斐隆之助

中央-部隊歴史連隊-546 帝国騎兵沿革概史　建国当初（大和時代）～　２０．８．１５ 陸軍騎兵学校

中央-部隊歴史連隊-547 日本騎兵史（稿） -

中央-部隊歴史連隊-548 日本騎兵史（稿）　まえがき－日露戦争（眞価発揚期）　昭３６．６ 佐久間　亮三

中央-部隊歴史連隊-549 騎兵第１２連隊教育規定　明４１．１１ -

中央-部隊歴史連隊-550 永沼挺進隊の回顧　明治３７．１１．４～３８．３．２９ 及川虎彦編述

中央-部隊歴史連隊-554 歩兵第１３７連隊戦史資料　支那方面関係部隊戦史 第１復員局

中央-部隊歴史連隊-555 （歩兵２２５連隊・歩兵２２６連隊・歩兵２２７連隊　第３大隊）略歴 -

中央-部隊歴史連隊-556 歩兵第１８連隊略史　明１７．８．１５～昭１９．８ 佐野哲太郎編

中央-部隊歴史連隊-557
日清．日露戦争－満州事変　偉勲録（野戦重砲兵第５連隊歴史）
昭和１１．４

野戦重砲兵第５連隊

中央-部隊歴史連隊-558
歩兵第５８連隊　准士官下士官実役停年名簿　大正４．１２．１～
大正１２．１２．１

-

中央-部隊歴史連隊-559 独立歩兵第１連隊関係写真史料 -

中央-部隊歴史連隊-560 歩兵第３７連隊状況報告　昭和５．２ -

中央-部隊歴史連隊-561 第８方面軍各部隊行動概要抜粋　昭和１３．４～２０．８．１５ -

中央-部隊歴史連隊-562
１９ＢＡ史資料（第１次長沙作戦に於ける山砲兵第１９連隊の行動
等）　昭和１２．９～２１．６

宍倉記

中央-部隊歴史連隊-563 宜昌対岸第１大隊の戦闘　昭和１６年３月～１０月
山砲兵第19連隊第2中隊長　宍
倉義利中尉

中央-部隊歴史連隊-564 連隊歴史　明治８．４～大正３．１２ 歩兵第１４連隊

中央-部隊歴史連隊-565 連隊歴史　大正４．１～昭和２０．９ 歩兵第１４連隊

中央-部隊歴史連隊-566 陸軍教導団追憶の記　昭和３１．７ 佐々木武蔵氏稿

中央-部隊歴史連隊-567 教導団について　昭和３１．８記 菊地門也中将述

中央-部隊歴史連隊-568 上海派遣１４９連隊　第１１中隊（長田隊）戦史 津田史料

中央-部隊歴史連隊-569 歩兵第２２０連隊歴史 津田史料

中央-部隊歴史連隊-570 軍旗の履歴　昭和１４．４ 歩兵第５０連隊

中央-部隊歴史連隊-571 歩兵第３４７連隊概史 朝倉　啓

中央-部隊歴史連隊-574 近衛歩兵第３連隊史　昭和６．６ 帝国在郷軍人会

中央-部隊歴史連隊-577 歩兵第１連隊歴史　昭和１０．３ 歩１連編纂

中央-部隊歴史連隊-578 歩兵第２連隊史　昭和６．８ 帝国在郷軍人会

中央-部隊歴史連隊-579 歩兵第３連隊史　昭和４．１０ 帝国在郷軍人会

中央-部隊歴史連隊-580 歩兵第６連隊史　昭和５．９ 帝国在郷軍人会

中央-部隊歴史連隊-581 連隊歴史　昭和９．９ 歩兵第７連隊

中央-部隊歴史連隊-582 歩兵第８連隊史　昭和５．１１ 帝国在郷軍人会
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中央-部隊歴史連隊-589 歩兵第１８連隊史　昭和５．１１ 帝国在郷軍人会

中央-部隊歴史連隊-590 連隊歴史　昭和１０．５ 歩兵第１９連隊

中央-部隊歴史連隊-594 歩兵第２４連隊歴史　昭和９．１２ -

中央-部隊歴史連隊-595 歩兵第２５連隊史　昭和１１．９ -

中央-部隊歴史連隊-597 歩兵第３０連隊史　昭和５．２ 帝国在郷軍人会

中央-部隊歴史連隊-599 歩兵第３２連隊史　昭和６．４ 帝国在郷軍人会

中央-部隊歴史連隊-605 歩兵第４１連隊史　大正１１．１０ 帝国連隊史刊行会

中央-部隊歴史連隊-606 連隊歴史　昭和１１．３ 歩兵第４７連隊

中央-部隊歴史連隊-607 歩兵第４８連隊史　昭和６．４ 帝国在郷軍人会

中央-部隊歴史連隊-616 歩兵第７０連隊史　大正９．５ 帝国連隊史刊行会

中央-部隊歴史連隊-617 松本歩兵第５０連隊史　昭和６．３ -

中央-部隊歴史連隊-618 輜重兵第５大隊史　昭和７．７ 帝国在郷軍人会

中央-部隊歴史連隊-619 野砲兵第３連隊史　昭和６．８ -

中央-部隊歴史連隊-620 陸軍重砲兵学校回顧史　昭和１４．３ -

中央-部隊歴史連隊-621 徒歩砲兵第２連隊　第５中隊凱旋記念帖　明治３９．２ -

中央-部隊歴史連隊-622 横須賀重砲兵連隊歴史　昭和１０．７ -

中央-部隊歴史連隊-623 後備歩兵第１連隊歴誌　稿本　明治４３．６ -

中央-部隊歴史連隊-624 歩兵第６連隊軍歌 -

中央-部隊歴史連隊-625 歩兵第１１４連隊第４中隊（菊８９０５部隊）記録 -

中央-部隊歴史連隊-626 生死不明者状況調書　昭和１２年以降 歩兵第３４連隊

中央-部隊歴史連隊-627 死亡者生死不明者に関する綴 歩兵第３４連隊

中央-部隊歴史連隊-628 歩兵第１５連隊　高崎連隊の戦跡　第１部～第３部 -

中央-部隊歴史連隊-629 歩兵第５９連隊 -

中央-部隊歴史連隊-630
軍神　若林東一中隊長殿（５２期）　５０回忌　墓前に偉大なる先輩
を偲ぶ

５６期　田上隆

中央-部隊歴史連隊-631 函館重砲兵連隊歴史　明治３３年～４５年 -

中央-部隊歴史連隊-632 函館重砲兵連隊歴史　大正２年～１５年 -

中央-部隊歴史連隊-633 函館重砲兵連隊歴史　昭和２年～２０年 -

中央-部隊歴史連隊-634 函館重砲兵連隊歴史　付表 -

中央-部隊歴史連隊-635 歩兵第１１連隊史　其の１ 帝国在郷軍人会　本部編

中央-部隊歴史連隊-636 歩兵第１１連隊史　其の２ 帝国在郷軍人会本部編

中央-部隊歴史連隊-637 騎兵第１６連隊史　昭和５年 -

中央-部隊歴史連隊-638 近衛野砲兵連隊史　自．明治４年　至．昭和６年 -

中央-部隊歴史連隊-639 高射砲第１５連隊略歴　昭和２１年４月５日作成 陸軍大佐　寺田伊平

中央-部隊歴史連隊-640 騎兵第１８連隊史　昭７年１月～１５年１月 阿部　和彦

中央-部隊歴史連隊-641 舞鶴重砲兵連隊歴史の概要　明治３０年～昭和１１年 -

中央-部隊歴史連隊-642 連隊歴史　第１号　１／２　明治４年１２月～明治４１年１２月２４日 歩兵第１２連隊



令和５年１月１２日

中央-部隊歴史連隊-643 連隊歴史　第１号　２／２　明治４年１２月～明治４１年１２月２４日 歩兵第１２連隊

中央-部隊歴史連隊-644
連隊歴史　第２号　１／２　明治４１年１２月２５日～大正６年８月６
日

歩兵第１２連隊

中央-部隊歴史連隊-645
連隊歴史　第２号　２／２　明治４１年１２月２５日～大正６年８月６
日

歩兵第１２連隊

中央-部隊歴史連隊-646 連隊歴史　第３号　１／３　大正６年８月６日 歩兵第１２連隊

中央-部隊歴史連隊-647 連隊歴史　第３号　２／３　大正６年８月６日 歩兵第１２連隊

中央-部隊歴史連隊-648 連隊歴史　第３号　３／３　大正６年８月６日 歩兵第１２連隊

中央-部隊歴史連隊-649 連隊歴史　第４号 歩兵第１２連隊

中央-部隊歴史連隊-650
部隊略歴行動概見表　其の１２　機動第２連隊　その他　昭和２７
年２月７日

留守業務部

中央-部隊歴史連隊-651 輜重兵第１大隊歴史抜粋 -

中央-部隊歴史連隊-653 錦蘭簿　歩兵第５７連隊第８中隊　大正７年 歩兵第５７聯隊第８中隊

中央-部隊歴史連隊-654 明治２７年　８年之役　歩兵第１８連隊戦史第３_４編 -

中央-部隊歴史連隊-655 陣中日誌　第一号　自明治３７年２月５日　至同年６月１５日 歩兵第四十六聯隊第一大隊

中央-部隊歴史連隊-656
陣中日誌　第２号（多良岳下第１大隊警戒及露営地之図他６枚）
自明治３７年６月１６日至同年８月２日

歩兵第４６連隊第１大隊

中央-部隊歴史連隊-657 陣中日誌　第三号　自明治３７年８月３日　至同年１０月７日 歩兵第四十六聯隊第一大隊

中央-部隊歴史連隊-658 陣中日誌　第四号　自明治３７年１０月８日　至３８年１月１９日 歩兵第四十六聯隊第一大隊

中央-部隊歴史連隊-659 陣中日誌　第五号　自明治３８年１月２０日　至同年４月５日 歩兵第四十六聯隊第一大隊

中央-部隊歴史連隊-660 陣中日誌　第六号　自明治３８年４月６日　至同年７月１３日 歩兵第四十六聯隊第一大隊

中央-部隊歴史連隊-661 流芳録　完　日露役感状集戦死者芳名録 歩兵第四十六聯隊第一大隊

中央-部隊歴史連隊-662 戦死者　芳名録　感状写　明治３７年７月征露役 歩兵第四十六聯隊第一大隊

中央-部隊歴史連隊-663
日露戦役　戦時連名簿　附．戦死者　芳名録　感状拜受者　明治
３７年～３８年

歩兵第４６聯隊第１大隊

中央-部隊歴史連隊-664 歩兵第四十六聯隊第一大隊　戦闘詳報　明治３７．８年戦役 歩兵第四十六聯隊

中央-部隊歴史連隊-665 古手帳抄録　明治３９年～４２年頃 歩兵第四十六聯隊

中央-部隊歴史連隊-666 楡樹林子付近に於ける戦況報告（明治３７年）７月３１日 大村連隊歩兵４６連隊

中央-部隊歴史連隊-667 談話筆記　明治３７年～３８年 歩兵４６連隊

中央-部隊歴史連隊-668 辰巳陣中聞筆　明治３７年～３８年 歩兵４６連隊

中央-部隊歴史連隊-669 功過録　明治３７年～３８年 歩兵４６連隊

中央-部隊歴史連隊-670 出征日誌　自明治３７年６月９日至９月３０日 歩兵第４６連隊

中央-部隊歴史連隊-671 征露日誌　第二号　自．明治３７年１０月１日　至．３８年３月３１日 歩兵４６連隊

中央-部隊歴史連隊-672 征露日誌　第三号　自征露第２年４月１日起至１０月２０日 歩兵第４６連隊

中央-部隊歴史連隊-673 征露日誌　第四号　自征露第２年１０月２１日 歩兵第４６連隊

中央-部隊歴史連隊-674
日露戦役小銃戦の一番矢　昭和８年５月１日　西郷侯爵邸　第１
軍会にて講演

歩兵第４６連隊

中央-部隊歴史連隊-675 橋頭枕山戦死者連名簿　明治３８年７月３１日 歩兵第４６連隊

中央-部隊歴史連隊-676 騎兵第２連隊歴史等綴附同連隊第１中隊名簿 騎兵第２連隊

中央-部隊歴史連隊-677 英霊芳鑑　昭和13年7月～21年4月 歩兵第53連隊

中央-部隊歴史連隊-678 野砲兵第２２連隊将校同相当官准士官下士官職員表　森川史料 -

中央-部隊歴史連隊-679
近衛野戦重砲兵第７連隊（戦時名：東部第７３部隊）野重１７部隊
補充隊昭和１７年訓練写真

近衛野戦重砲兵第７連隊野重１
７部隊補充隊
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中央-部隊歴史連隊-680 明治４２年７月以降訓示注意談話事項綴 重砲兵第４連隊

中央-部隊歴史連隊-681 教育に関する報告綴野砲七 野砲兵第７連隊

中央-部隊歴史連隊-682 梶原美矢男資料　独立工兵第２１連隊　船舶工兵第７連隊連隊史
独立工兵第２１連隊船舶工兵第
７連隊

中央-部隊歴史連隊-683 梶原美矢男資料　独立工兵第２１連隊　東部第十五部隊　連隊史
独立工兵第２１連隊東部第１５
部隊

中央-部隊歴史連隊-684 梶原美矢男資料　上陸用舟艇関係図面集
船舶工兵第７連隊　独立工兵第
２１連隊

中央-部隊歴史連隊-685 陸軍北方部隊略歴（追録） 厚生省調査資料室

中央-部隊歴史連隊-686 歩兵第46連隊第1中隊　陣中日誌　明治37年3月29日～12月26日 歩兵第46連隊第1中隊

中央-部隊歴史連隊-687 歩兵第46連隊　陣中日誌　明治37年6月28日～38年3月31日 歩兵第46連隊

中央-部隊歴史連隊-688 従軍記「蹄の跡」歩兵第８６連隊史
金子廣治（軍曹・歩兵第８６連隊
歩兵砲中隊）

中央-部隊歴史兵種-1 永沼挺進隊　明治３８．１．９～３８．３．２４ 陸軍中佐　島貫重節　講話

中央-部隊歴史兵種-2 永沼挺進隊　明治３８．１．９～３８．３．２４ 陸軍中佐　島貫重節　講話

中央-部隊歴史兵種-3 永沼挺進隊の従軍手記
陸軍第８騎兵　１等蹄鉄工長
佐藤長作

中央-部隊歴史兵種-4 永沼挺進隊新開河　鉄橋爆破記録　明治３８．２．１３ 陸軍騎兵少尉　小堤辰次郎

中央-部隊歴史兵種-5 小堤辰次郎　陸軍騎兵少尉遺稿　明治３８．２．１３ 陸軍第８騎兵　小堤辰次郎

中央-部隊歴史兵種-6 工兵沿革誌　巻１　幕府時代～明治３ -

中央-部隊歴史兵種-7 工兵沿革誌　巻２　明治３～３０ -

中央-部隊歴史兵種-8 日本の憲兵　１／２　大正２．２．１５
軍事警察雑誌社発行　田崎治
久編著

中央-部隊歴史兵種-9 日本の憲兵　２／２　大正２．２．１５
軍事警察雑誌社発行　田崎治
久編著

中央-部隊歴史兵種-10 輜重兵科の沿革概要　大正７～昭和２０ 陸軍大佐　甲斐隆之助

中央-部隊歴史兵種-11 続　日本の憲兵　１／３
軍事警察雑誌社発行　田崎治
久編著

中央-部隊歴史兵種-12 続　日本の憲兵　２／３
軍事警察雑誌社発行　田崎治
久編著

中央-部隊歴史兵種-13 続　日本の憲兵　３／３
軍事警察雑誌社発行　田崎治
久編著

中央-部隊歴史兵種-14 日本憲兵昭和史　１／３　昭１４．７ 憲兵司令部

中央-部隊歴史兵種-15 日本憲兵昭和史　２／３　昭１４．７ 憲兵司令部

中央-部隊歴史兵種-16 日本憲兵昭和史　３／３　昭１４．７ 憲兵司令部

中央-部隊歴史兵種-17 憲兵隊資料 -

中央-部隊歴史兵種-18 日本憲兵史　昭２０終戦時草稿 -

中央-部隊歴史兵種-19 憲兵に関する報告書　昭２１．６．２１ 野口大佐

中央-部隊歴史兵種-20
大平洋戦争に於ける日本軍工兵及　日本軍より見たる米軍工兵
に関する観察　１９４９．１２．２３（昭２４）

-

中央-部隊歴史兵種-21 日本憲兵の概要　昭和３５．４ 業務学校警務教育隊

中央-部隊歴史兵種-22 第１１野戦気象隊隊史（草案）　昭５５．４ 第１１野戦気象隊戦友会

中央-部隊歴史兵種-23 第１１野戦気象隊隊史（草案）　昭５５．４ 第１１野戦気象隊戦友会

中央-部隊歴史兵種-24 不敬言動統計表及所見　大正１３ 東京憲兵隊特高隊

中央-部隊歴史兵種-25 朝鮮憲兵隊関係諸条例　明２９年以降 朝鮮憲兵隊司令部

中央-部隊歴史兵種-26 陸軍特務機関　大正７～昭和２０ 第１復員局

中央-部隊歴史兵種-27 輜重兵科の沿革概要　大正７～昭和２０ 陸軍大佐　甲斐隆之助
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中央-部隊歴史兵種-28 第１４軍憲兵隊軍事警察月報　昭和１８ -

中央-部隊歴史兵種-29 国家改造運動関係史料

中央-部隊歴史兵種-30 砲兵通信資料　大正８～昭和１６ 中山　政康

中央-部隊歴史兵種-31 部隊略歴　昭和２４．７調 第２遊撃隊

中央-部隊歴史兵種-32 飛行場大隊行動概見表　昭和２６年調 留守業務部第４課

中央-部隊歴史兵種-33 野戦重砲兵第４連隊史料 -

中央-部隊歴史兵種-34 日本憲兵の概要　昭和３５．４ 業務学校警務教育課

中央-部隊歴史兵種-35 大阪陸軍兵器補給廠歴史　明治４２．１～昭和１９．３ 大阪陸軍兵器補給廠

中央-部隊歴史兵種-36 大阪陸軍兵器補給廠歴史付録　明治４２．１～昭和１８．８ 大阪陸軍兵器補給廠

中央-部隊歴史兵種-37 砲兵沿革史関係綴 厚生省引揚援護局作製

中央-部隊歴史兵種-38 野重各連隊　履歴概要 -

中央-部隊歴史戦記-1 露土戦記　巻の１　１８７７～１８７８（明治１０～１１年）
アントン．スプリンゲル著　大島
貞益訳

中央-部隊歴史戦記-2 露土戦記　巻の２
アントン．スプリンゲル著　大島
貞益訳

中央-部隊歴史戦記-3 露土戦記　巻の３
アントン．スプリンゲル著　大島
貞益訳

中央-部隊歴史戦記-4 露土戦記　巻の１評論
アントン．スプリンゲル著　大島
貞益訳

中央-部隊歴史戦記-5 露土戦記　巻の２評論
アントン．スプリンゲル著　大島
貞益訳

中央-部隊歴史戦記-6 露土戦記　巻の３評論
アントン．スプリンゲル著　大島
貞益訳

中央-部隊歴史戦記-7 露土戦争見聞録　１８７７～１８７８年
リチャルド・フォン・ファイル　陸
軍大学校訳

中央-部隊歴史戦記-8 魯土戦記　全　１８７７年
フォン．グルート．シュライベル
陸軍大学校訳

中央-部隊歴史戦記-9 普仏戦記　巻８　１８７０～１８７１年 普国参謀本部

中央-部隊歴史戦記-10 ベルフォール攻城記　第３部　１８７０～１８７１年 -

中央-部隊歴史戦記-11 戦史例證　１８７０～１８７７．６月
フォン．レットーウ．フォールベッ
ク著　陸軍士官学校訳

中央-部隊歴史戦記-12 戦史例證　付図
フォン．レットーウ．フォールベッ
ク著　陸軍士官学校訳

中央-部隊歴史戦記-13 大東亜戦争　回顧録　「南方前戦　“真実の叫び”」　昭和６０．７記 宮田正雄　陸軍曹長

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-1 大分連隊関係資料綴　昭和１２～２０ 大分合同新聞社

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-2 大分連隊関係資料綴　昭和１２～２０ 大分合同新聞社

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-3 大分連隊関係資料綴　昭和１２～２０ 大分合同新聞社

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-4 大分連隊関係資料綴　昭和１２～２０ 大分合同新聞社

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-5 大分連隊関係資料綴　昭和１２～２０ 大分合同新聞社

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-6 大分連隊関係資料綴　昭和１２～２０ 大分合同新聞社

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-7 大分連隊関係資料綴　昭和１２～２０ 大分合同新聞社

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-8 大分連隊関係資料綴　昭和１２～２０ 大分合同新聞社

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-9 大分連隊関係資料綴 大分合同新聞社

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-10 四国新聞（鯨大地を征く）　歩兵第２３４連隊戦史 -

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-11
四国新聞（鯨大地を征く）　第４０師団　第２３５連隊・第２３４連隊・
第２３６連隊他

大森　茂

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-12 四国新聞（楯ビルマに立つ） 大森　茂
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中央-部隊歴史郷土部隊戦史-13 血と涙にまみれた「私の戦記」他６編 周刊誌切り抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-14 特攻隊隊員の手記
第８飛行師団　第８戦隊．第１中
隊付　特攻機直掩機隊々長　木
崎敏明

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-15 名古屋タイムス　燃ゆる軍旗（１）　歩兵第６連隊物語 -

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-16 名古屋タイムス　燃ゆる軍旗（２）　歩兵第６連隊物語 -

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-17 四国新聞　安達部隊戦記　元九亀歩兵第１２連隊 永田　照雄

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-18 佐倉５７連隊の最後　レイテの雨（１） 千葉日報社掲載

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-19 佐倉５７連隊の最後　レイテの雨（２） 千葉日報社掲載

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-20 静岡民友新聞　連載　戦いの記録　１（１～１９２迄） -

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-21 静岡民友新聞　連載　戦いの記録　２（１９３～３３１迄）上海戦記 -

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-22 静岡民友新聞　連載　戦いの記録　３（３３２～５４６迄）上海戦記 -

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-23
熊本日日新聞社掲載（１）　熊本兵団戦史　第１号～第１００号（第
１号　昭３７．１．１掲載）

-

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-24
熊本日日新聞社掲載（２）　熊本兵団戦史　第１０１号～第２００号
（第１０１号　昭３７掲載）

-

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-25
熊本日日新聞社掲載（３）　熊本兵団戦史　第２０１号～第３００号
（第２０１号　昭３７掲載）

-

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-26
熊本日日新聞社掲載（４）　熊本兵団戦史　第３０１号～第４００号
（第３０１号　昭３８掲載）

-

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-27
熊本日々新聞社掲載（５）　熊本兵団戦史　第４０１号～第５００号
（第４０１号　昭３８．７）

-

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-28
熊本日日新聞社掲載（６）　熊本兵団戦史　第５０１号～第６００号
（第５０１号　昭３８．１０）

-

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-29
熊本日々新聞社掲載（７）　熊本兵団戦史　第６１１号～第７００号
（第６１１号　昭３９．４）

-

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-30 熊本日々新聞社掲載（８）　熊本兵団戦史　第７０１号～第８００号 -

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-31 熊本日々新聞社掲載（９）　熊本兵団戦史　第８０１号～第９００号 -

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-32
熊本日々新聞社掲載（１０）　熊本兵団戦史　第９０１号～第１０００
号

-

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-33
熊本日々新聞社掲載（１１）　熊本兵団戦史　第１００１号～第１０６
９号

-

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-34 北海タイムス社連載　第７師団戦記（１）　ノモンハンの死闘 北海タイムス切抜

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-35 北海タイムス社連載　第７師団戦記（２）　ノモンハンの死闘 北海タイムス切抜

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-36 昭和風雲記（２・２６事件裏面史） 南日本新聞　菅波三郎

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-37 任官３０周年記念　－陸軍経理学校第３期丙種学生の記録－ みなつき会々誌

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-38 撃滅・東京兵団 畠山　清行

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-39 大分合同新聞連載　郷土部隊奮戦史（１）（歩兵第７２連隊） 大分合同新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-40 大分合同新聞連載　郷土部隊奮戦史（２）（歩兵第４７連隊） 大分合同新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-41 大分合同新聞連載　郷土部隊奮戦史（３）（歩兵第４７連隊） 大分合同新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-42 夕刊フクニチ連載　郷土部隊戦記
久留米戦車隊　菊兵団（第１８師
団）　竜兵団（第５６師団）

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-43 大勢新聞　虹の記念碑（伊達順之助の足蹟） 都築　七郎

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-44 伊勢新聞連載　郷土人物戦記　其の１ 伊勢新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-45 伊勢新聞連載　郷土人物戦記　其の２ 伊勢新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-46 伊勢新聞連載　郷土人物戦記　其の３ 伊勢新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-47 伊勢新聞連載　郷土人物戦記　其の４ 伊勢新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-48 伊勢新聞連載　郷土人物戦記　其の５ 伊勢新聞切抜き
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中央-部隊歴史郷土部隊戦史-49 伊勢新聞連載　郷土人物戦記　其の６ 伊勢新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-50 岐阜日々新聞連載　その名はボタン部隊　其の１ 岐阜日々新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-51 岐阜日々新聞連載　その名はボタン部隊　其の２ 岐阜日々新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-52 岐阜日々新聞連載　その名はボタン部隊　其の３ 岐阜日々新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-53 岐阜日々新聞連載　その名はボタン部隊　其の４ 岐阜日々新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-54
民友新聞（福島）　郷土部隊戦記　その１（徐州会戦．張鼓峰事件
他）

民友新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-55 民友新聞（福島）　郷土部隊戦記　その２ 民友新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-56 民友新聞（福島）　郷土部隊戦記　その３ 民友新聞切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-57 人物兵庫兵団史 -

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-58 山形新聞連載　太平洋戦争と霞城部隊（歩兵第３２連隊） 山形新聞社　近藤侃一

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-59 北海タイムス連載　樺太終戦ものがたり（１） 北海タイムス切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-60 北海タイムス連載　樺太終戦ものがたり（２） 北海タイムス切抜き

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-61 駟路　第３巻 姫路市　駟路の会

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-62 駟路　第４巻 姫路市　駟路の会

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-63 駟路　第５巻 姫路市　駟路の会

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-64 駟路　第６巻 姫路市　駟路の会

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-65 駟路　第７巻 姫路市　駟路の会

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-66 ああ沖縄　自昭和３９．４．１～至３９．１２．３０ 北海タイムス

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-67 歩４７．歩１４７関係資料綴　昭和１６．１２．２２～１７．１．２
大分合同新聞．特信部長．平松
鷹史　借平松史料１８

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-68 在郷軍人会参考綴　昭和４年４月 旭川支部

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-69 帝国在郷軍人会　第２回講習会講義録 -

中央-部隊歴史郷土部隊戦史-70 支那事変 大東亜戦争従軍記 熊本兵団戦史 仲田市郎

中央-部隊歴史写真-1 在営写真帖　大正１２年１１月 歩兵第５８連隊第９中隊

中央-部隊歴史写真-2 空中より見たる歩兵５７連隊全景　大正１５年３月１９日 -

中央-部隊歴史写真-3 濠洲写真帳　昭和１７年１２月 治（１６軍）集団司令部

中央-部隊歴史写真-4 騎兵第２連隊長　本多武男　中佐写真帳 -

中央-部隊歴史写真-5 瞻仰　秋父宮殿下御盛徳　昭和４年 歩兵第３連隊謹集

中央-部隊歴史写真-6 洋馬班集合写真 洋馬班

中央-部隊歴史写真-7 昭和３季（年）度幹部候補生写真帳（歩兵第１７連隊） 歩兵第１７連隊

中央-部隊歴史写真-8
西比利亜出征 大庭師団長閣下　第三師団司令部 凱旋実況絵は
がき

浪越写真製版所

中央-部隊歴史写真-9 シベリア出兵関連絵はがき -

中央-部隊歴史写真-10 済南事件出征 歩兵第６連隊関連絵はがき 名古屋新聞

中央-部隊歴史写真-11 輜重兵第３大隊関連絵はがき ハギノ写真館等

中央-部隊歴史写真-12 工兵第３連隊絵葉書 工兵第三連隊

中央-部隊歴史写真-13 軍隊生活 騎兵之部 -

中央-部隊歴史写真-14 第３師団関連写真　大正期 -



令和５年１月１２日

中央-部隊歴史写真-15 満洲派遣記念写真帖　歩兵第６聯隊 歩兵第６聯隊

中央-部隊歴史写真-16 第１６師団　満州派遣記念写真帳 第１６師団司令部

中央-部隊歴史写真-17 在営記念　近衛第４連隊 志村信三

中央-部隊歴史写真-18 電信第六連隊関連写真帳(１) 林弘男

中央-部隊歴史写真-19 電信第六連隊関連写真帳(２) 林弘男

中央-部隊歴史写真-20 電信第六連隊関連写真帳(３) 林弘男

中央-部隊歴史写真-21 帝国陸軍時代のアルバム 森山頼彦

中央-部隊歴史写真-22 渡鮮紀念写真帖　明治４５年　歩兵第５２聯隊 歩兵第５２聯隊

中央-部隊歴史写真-23 歩兵第７３聯隊関連写真帖 関根利之助

中央-部隊歴史写真-24 近衛歩兵第１聯隊関連写真帳（１） 小川剛志

中央-部隊歴史写真-25 近衛歩兵第１聯隊関連写真帳（２） 小川剛志

中央-部隊歴史写真-26 近衛歩兵第１聯隊関連写真帳（３） 小川剛志

中央-部隊歴史写真-27 在営記念麻布歩兵第３連隊写真帖 高木重三

中央-部隊歴史写真-28 歩兵第３連隊関連写真帖 高木重三

中央-部隊歴史写真-29 歩兵第３連隊チチハル駐屯時写真帖 高木重三

中央-部隊歴史写真-30 朝鮮歩兵第76連隊アルバム 中山彦作

中央-部隊歴史写真-31 朝香近衛師団長宮殿下 国際トーキー株式会社

中央-部隊歴史写真-32 昭和３年１２月大礼観兵式記念写真 陸軍省

中央-部隊歴史写真-33 昭和９年特別大演習記念絵葉書 統監部

中央-部隊歴史写真-34 昭和４年１１月陸軍特別大演習記念絵葉書 茨城県

中央-部隊歴史写真-35 昭和３年１１月１０日大礼記念絵葉書 逓信省

中央-部隊歴史写真-36 昭和３年１１月大礼観兵式 陸軍省

中央-部隊歴史写真-37_2 独立野戦重砲兵第８連隊アルバム（鹿島勝八郎） 鹿島勝八郎

中央-部隊歴史写真-38 独守歩３の３　駐満記念　大正１１年５月 独立守備歩兵第３大隊第３中隊

中央-偕行社記事-1 偕行社記事　第１～３号　明治２１．７～２１．９ 偕行社

中央-偕行社記事-3 偕行社記事　第６～１０号 -

中央-偕行社記事-5 偕行社記事　第１３号　明治２２．５ 偕行社

中央-偕行社記事-6 偕行社記事　第１８号　明治２２．８月号 -

中央-偕行社記事-8 偕行社記事　第２５～３０号　明治２２．１１～２３．２ 偕行社

中央-偕行社記事-8_2 偕行社記事　第２６．２７．２８．２９号　明治２２．１２～２３．１ -

中央-偕行社記事-10 偕行社記事　第３３．３５号　明治２３．３～２３．４ 偕行社

中央-偕行社記事-12 偕行社記事　第４４．４７号　明治２３．９～２３．１０ -

中央-偕行社記事-14 偕行社記事　第５１．５３．５５号　明治２３．１２～２４．２ 偕行社

中央-偕行社記事-15 偕行社記事　第５７．５９．６０．６１号　明治２４．３～２４．５ -

中央-偕行社記事-16 偕行社記事　第６３．６５．６６号　明治２４．６～２４．８ -

中央-偕行社記事-21 偕行社記事　第８９．９１号　明治２５．７～２５．８ 偕行社
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中央-偕行社記事-23 偕行社記事　第９４～９６号　明治２５．１０～２５．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-25 偕行社記事　第９９～１０２号　明治２５．１２～２６．２ 偕行社

中央-偕行社記事-27 偕行社記事　第１０５号　明治２６．３ 偕行社

中央-偕行社記事-29 偕行社記事　第１０９～１１０号　明治２６．５～２６．６ 偕行社

中央-偕行社記事-37 偕行社記事　第１６３号　明治３０．２ 偕行社

中央-偕行社記事-39 偕行社記事　第１６８～１７０号　明治３０．４～３０．５ 偕行社

中央-偕行社記事-41 偕行社記事　第１７２号　明治３０．６ 偕行社

中央-偕行社記事-42 偕行社記事　第１７４号　明治３０．７ 偕行社

中央-偕行社記事-43 偕行社記事　第１７６～１７７号　明治３０．８～３０．９ 偕行社

中央-偕行社記事-45 偕行社記事　第１８１～１８３号　明治３０．１１～３０．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-47 偕行社記事　第１８５号　明治３１．１ 偕行社

中央-偕行社記事-49 偕行社記事　第１８８～１８９号　明治３１．２～３１．３ 偕行社

中央-偕行社記事-51 偕行社記事　第１９１～１９２号　明治３１．４ 偕行社

中央-偕行社記事-53 偕行社記事　第１９９号　明治３１．８ -

中央-偕行社記事-54 偕行社記事　第２００～２０２号　明治３１．８～３１．９ 偕行社

中央-偕行社記事-56 偕行社記事　第２０４号　明治３１．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-58 偕行社記事　第２０８号　明治３１．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-67 偕行社記事　第２４５～２４６号　明治３３．７ 偕行社

中央-偕行社記事-69 偕行社記事　第２４８号　明治３３．８ 偕行社

中央-偕行社記事-77 偕行社記事　第２８２号　明治３５．１ 偕行社

中央-偕行社記事-78 偕行社記事　号外　明治３５．１ 偕行社

中央-偕行社記事-80 偕行社記事　第２８９号　明治３５．５ 偕行社

中央-偕行社記事-81 偕行社記事　第２９３号　明治３５．７ 偕行社

中央-偕行社記事-83 偕行社記事　第２９６号　明治３５．８ 偕行社

中央-偕行社記事-87 偕行社記事　第３１０号　明治３６．３ 偕行社

中央-偕行社記事-90 偕行社記事　第３１７号　明治３６．７ 偕行社

中央-偕行社記事-91 偕行社記事　第３１８号　明治３６．７ 偕行社

中央-偕行社記事-92 偕行社記事　第３２０号　明治３６．８ 偕行社

中央-偕行社記事-94 偕行社記事　第３２２号　明治３６．９ 偕行社

中央-偕行社記事-95 偕行社記事　第３２３号　明治３６．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-96 偕行社記事　第３２４号　明治３６．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-98 偕行社記事　第３２６号　明治３６．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-101 偕行社記事　第３３７号　明治３９．４ 偕行社

中央-偕行社記事-103 偕行社記事　第３３９号　明治３９．５ 偕行社

中央-偕行社記事-104 偕行社記事　第３４０号　明治３９．５ 偕行社

中央-偕行社記事-105 偕行社記事　第３４２号　明治３９．６ 偕行社



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事-107 偕行社記事　第３４５号　明治３９．８ 偕行社

中央-偕行社記事-109 偕行社記事　第３４７号　明治３９．９ 偕行社

中央-偕行社記事-110 偕行社記事　第３４８号　明治３９．９ 偕行社

中央-偕行社記事-111 偕行社記事　第３４９号　明治３９．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-112 偕行社記事　第３５０号　明治３９．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-113 偕行社記事　第３５１号　明治３９．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-114 偕行社記事　第３５２号　明治３９．１２ -

中央-偕行社記事-115 偕行社記事　第３５３号　明治４０．１ 偕行社

中央-偕行社記事-117 偕行社記事　第３５５号　明治４０．２ 偕行社

中央-偕行社記事-118 偕行社記事　第３５６号　明治４０．２ 偕行社

中央-偕行社記事-119 偕行社記事　第３５７号　明治４０．３ 偕行社

中央-偕行社記事-120 偕行社記事　第３５９号　明治４０．４ 偕行社

中央-偕行社記事-121 偕行社記事　第３６１号　明治４０．５ 偕行社

中央-偕行社記事-122 偕行社記事　第３６２号　明治４０．５ 偕行社

中央-偕行社記事-123 偕行社記事　第３６３号　明治４０．７ 偕行社

中央-偕行社記事-124 偕行社記事　第３６４号　明治４０．７ 偕行社

中央-偕行社記事-126 偕行社記事　第３６７号　明治４０．９ 偕行社

中央-偕行社記事-128 偕行社記事　第３６９号　明治４０．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-129 偕行社記事　第３７０号　明治４０．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-130 偕行社記事　第３７１号　明治４０．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-131 偕行社記事　第３７３号　明治４０．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-133 偕行社記事　第３７５号　明治４１．２ -

中央-偕行社記事-134 偕行社記事　第３７６号　明治４１．２ 偕行社

中央-偕行社記事-135 偕行社記事　第３７７号　明治４１．３ 偕行社

中央-偕行社記事-136 偕行社記事　第３７９号　明治４１．５ 偕行社

中央-偕行社記事-137 偕行社記事　第３８０号　明治４１．６ 偕行社

中央-偕行社記事-138 偕行社記事　第３８１号　明治４１．７ 偕行社

中央-偕行社記事-139 偕行社記事　第３８２号　明治４１．８ 偕行社

中央-偕行社記事-140 偕行社記事　第３８３号　明治４１．９ 偕行社

中央-偕行社記事-141 偕行社記事　第３８４号　明治４１．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-142 偕行社記事　第３８５号　明治４１．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-143 偕行社記事　第３８６号　明治４１．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-145 偕行社記事　第３８８～３８９号　明治４２．１～４２．２ 偕行社

中央-偕行社記事-146 偕行社記事　第３９０号　明治４２．３ 偕行社

中央-偕行社記事-147 偕行社記事　第３９２～３９３号　明治４２．５ 偕行社

中央-偕行社記事-148 偕行社記事　第３９４号　明治４２．６ 偕行社



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事-149 偕行社記事　第３９５～３９６号　明治４２．６～４２．７ 偕行社

中央-偕行社記事-150 偕行社記事　第３９５～３９６号　明治４２．６～４２．７ 偕行社

中央-偕行社記事-152 偕行社記事　第３９８～３９９号　明治４２．９ 偕行社

中央-偕行社記事-153 偕行社記事　第３９９号　明治４２．９ 偕行社

中央-偕行社記事-154 偕行社記事　第４００～４０１号　明治４２．１０～４２．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-155 偕行社記事　第４０２～４０３号　明治４２．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-156 偕行社記事　第４０１～４０３号　明治４２．１１～４２．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-157 偕行社記事　第４０２号　明治４２．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-158 偕行社記事　第４０４号　明治４３．１ 偕行社

中央-偕行社記事-159 偕行社記事　第４０５～４０７号　明治４３．１～４３．２ 偕行社

中央-偕行社記事-160 偕行社記事　第４０８号　４１０号　４１２号　明治４３．３～４３．５ 偕行社

中央-偕行社記事-160_2 偕行社記事　第４０９号　明治４３．４ -

中央-偕行社記事-161 偕行社記事　第４１１号　明治４３．５ 偕行社

中央-偕行社記事-162 偕行社記事　第４１４号　明治４３．７ 偕行社

中央-偕行社記事-163 偕行社記事　第４１５号　明治４３．７ 偕行社

中央-偕行社記事-164 偕行社記事　第４１６号　明治４３．８ 偕行社

中央-偕行社記事-165 偕行社記事　第４１７号　明治４３．９ 偕行社

中央-偕行社記事-166 偕行社記事　第４１８号　明治４３．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-167 偕行社記事　第４２０～４２１号　明治４３．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-168 偕行社記事　第４２２号　明治４３．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-169 偕行社記事　第４２５～４２６号　明治４４．３～４４．４ 偕行社

中央-偕行社記事-170 偕行社記事　第４２７号　明治４４．５ 偕行社

中央-偕行社記事-172 偕行社記事　第４２９～４３０号　明治４４．７～４４．８ 偕行社

中央-偕行社記事-173 偕行社記事　第４３１号　明治４４．８ 偕行社

中央-偕行社記事-175 偕行社記事　第４３３～４３５号　明治４４．１０～４４．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-176 偕行社記事　第４３６～４４０号　明治４５．１～４５．３ 偕行社

中央-偕行社記事-177 偕行社記事　第４４１号　明治４５．４ 偕行社

中央-偕行社記事-179 偕行社記事　第４４４～４４６号　明治４５．６～４５．７ 偕行社

中央-偕行社記事-180 偕行社記事　特別号　大正１年８月 -

中央-偕行社記事-181 偕行社記事　第４４７号～４５１号　大正１年９月～１２月 偕行社

中央-偕行社記事-182 偕行社記事　第４５２～４５５号　大正２．１～２．３ 偕行社

中央-偕行社記事-183 偕行社記事　第４５６～４５８号　大正２．４～２．５ 偕行社

中央-偕行社記事-186 偕行社記事　第４６６～４７０号　大正２．９～２．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-187 偕行社記事　第４７１号　大正２．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-188 偕行社記事　第４７２～４７４号　大正３．１～３．３ 偕行社

中央-偕行社記事-189 偕行社記事　第４７５～４７７号　大正３．３～３．５ 偕行社



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事-190 偕行社記事　第４７８～４８０号　大正３．６～３．７ 偕行社

中央-偕行社記事-191 偕行社記事　第４８１号　大正３．８ 偕行社

中央-偕行社記事-192 偕行社記事　第４８２～４８３号　大正３．９～３．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-193 偕行社記事　第４８４～４８５号　大正３．１１～３．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-194 偕行社記事　第４７２～４８５号　大正３．１～３．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-195 偕行社記事　第４８６～４９７号　大正４．１～４．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-196 偕行社記事　第４８６～４８８号　大正４．１～４．３ 偕行社

中央-偕行社記事-197 偕行社記事　第４８９～４９１号　大正４．４～４．６ 偕行社

中央-偕行社記事-198 偕行社記事　第４９２～４９３号　大正４．７～４．８ 偕行社

中央-偕行社記事-199 偕行社記事　第４９４～４９７号　大正４．９～４．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-200 偕行社記事　第５００号　大正５．３ 偕行社

中央-偕行社記事-201 偕行社記事　第５０３号　大正５．６ 偕行社

中央-偕行社記事-203 偕行社記事　第５０５～５０６号　大正５．８～５．９ 偕行社

中央-偕行社記事-205 偕行社記事　第５０９号　大正５．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-207 偕行社記事　第５１１号　大正６．２ 偕行社

中央-偕行社記事-208 偕行社記事　第５１２号　大正６．３ 偕行社

中央-偕行社記事-209 偕行社記事　第５１２号　大正６．３ 偕行社

中央-偕行社記事-210 偕行社記事　第５１３号　大正６．４ 偕行社

中央-偕行社記事-211 偕行社記事　第５１４号　大正６．５ 偕行社

中央-偕行社記事-212 偕行社記事　第５１５号　大正６．６ 偕行社

中央-偕行社記事-213 偕行社記事第５１６号 -

中央-偕行社記事-214 偕行社記事　第５１７号　大正６．８ 偕行社

中央-偕行社記事-215 偕行社記事　第５１７号 偕行社

中央-偕行社記事-216 偕行社記事　第５１８号　大正６．９ 偕行社

中央-偕行社記事-217 偕行社記事　第５１８号 偕行社

中央-偕行社記事-218 偕行社記事　第５２０～５２１号　大正６．１１～６．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-219 偕行社記事　第５２１号　大正６．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-220 偕行社記事　第５２２号　大正７．１ 偕行社

中央-偕行社記事-221 偕行社記事　第５２３号　大正７．２ 偕行社

中央-偕行社記事-222 偕行社記事　第５２４号　大正７．３ 偕行社

中央-偕行社記事-223 偕行社記事　第５２４号 偕行社

中央-偕行社記事-224 偕行社記事　第５２５号　大正７．４ 偕行社

中央-偕行社記事-226 偕行社記事　第５２７号　大正７．６ 偕行社

中央-偕行社記事-228 偕行社記事　第５２９号　大正７．８ 偕行社

中央-偕行社記事-229 偕行社記事　５３０～５３１号　大正７．９～７．１０ -

中央-偕行社記事-231 偕行社記事　第５３３号　大正７．１２ 偕行社



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事-232 偕行社記事　第５３４号　大正８．１ 偕行社

中央-偕行社記事-233 偕行社記事　第５３５号　大正８．２ 偕行社

中央-偕行社記事-234 偕行社記事　臨時号（交戦諸国の陸軍　第４版）　大正８．３ -

中央-偕行社記事-235 偕行社記事　第５３６～５３７号　大正８．４～８．５ 偕行社

中央-偕行社記事-236 偕行社記事　第５３８号　大正８．６ 偕行社

中央-偕行社記事-237 偕行社記事　第５３９号　大正８．７ 偕行社

中央-偕行社記事-238 偕行社記事　第５４０～５４１号　大正８．８～８．９ 偕行社

中央-偕行社記事-239 偕行社記事　第５４３号　大正８．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-240 偕行社記事　第５４５号　大正９年１月 偕行社

中央-偕行社記事-241 偕行社記事　第５４６～５４７号　大正９．２～９．３ 偕行社

中央-偕行社記事-243 偕行社記事　第５４９号　大正９．５ 偕行社

中央-偕行社記事-244 偕行社記事　第５５０号　大正９．６ 偕行社

中央-偕行社記事-245 偕行社記事　第５５１～５５２号　大正９．７～９．８ 偕行社

中央-偕行社記事-246 偕行社記事　第５５３～５５４号　大正９．９～９．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-248 偕行社記事　第５５６号　大正９．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-249 偕行社記事　第５５７号　第５５９号　大正１０．１～１０．３ 偕行社

中央-偕行社記事-250 偕行社記事　第５６０号　第５６２号　大正１０．４月　大正１０．６月 偕行社

中央-偕行社記事-251 偕行社記事　第５６２～５６３号　大正１０．６～１０．７ 偕行社

中央-偕行社記事-253 偕行社記事　第５６５～５６６号　大正１０．９～１０．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-254 偕行社記事　第５６７～５６８号　大正１０．１１～１０．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-256 偕行社記事　第５７０号　第５７２号　大正１１．２　大正１１．４ 偕行社

中央-偕行社記事-257 偕行社記事　第５７２～５７４号　大正１１．４～１１．６ 偕行社

中央-偕行社記事-258_2 偕行社記事　５７５－２号　大正１１年７月 -

中央-偕行社記事-259 偕行社記事　第５７６号　大正１１．８ 偕行社

中央-偕行社記事-261 偕行社記事　第５７８～５７９号　大正１１．１０～１１．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-262 偕行社記事　第５７９～５８０号　大正１１．１１～１１．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-263 偕行社記事　第５８１～５８２号　大正１２．１～１２．２ 偕行社

中央-偕行社記事-264 偕行社記事　第５８２号　大正１２．２ 偕行社

中央-偕行社記事-265 偕行社記事　第５８３号　大正１２．３ 偕行社

中央-偕行社記事-266 偕行社記事　第５８４～５８５号　大正１２．４～１２．５ 偕行社

中央-偕行社記事-267 偕行社記事　第５８５～５８６号　大正１２．５～１２．６ 偕行社

中央-偕行社記事-268 偕行社記事　第５８６～５８７号　大正１２．６～１２．７ 偕行社

中央-偕行社記事-270 偕行社記事　第５８９号　大正１２．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-271 偕行社記事　第５８９～５９０号　大正１２．１０～１２．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-272 偕行社記事　第５９０～５９１号　大正１２．１１～１２．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-273 偕行社記事　第５９２～５９３号　大正１３．１～１３．２ 偕行社



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事-274 偕行社記事　第５９３～５９４号　大正１３．２～１３．３ 偕行社

中央-偕行社記事-275 偕行社記事　第５９４～５９５号　大正１３．３～１３．４ 偕行社

中央-偕行社記事-276 偕行社記事　第５９６～５９７号　大正１３．５～１３．６ 偕行社

中央-偕行社記事-277 偕行社記事　第５９７～５９８号　大正１３．６～１３．７ 偕行社

中央-偕行社記事-278 偕行社記事　第５９９～６００号　大正１３．８～１３．９ 偕行社

中央-偕行社記事-279 偕行社記事　第６００～６０１号　大正１３．９～１３．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-280 偕行社記事　第６０２～６０３号　大正１３．１１～１３．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-281 偕行社記事　第６０２～６０３号　大正１３．１１～１３．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-282 偕行社記事　第６０４～６０５号　大正１４．１～１４．２ 偕行社

中央-偕行社記事-283 偕行社記事　第６０５～６０６号　大正１４．２～１４．３ 偕行社

中央-偕行社記事-284 偕行社記事　第６０６～６０８号　大正１４．３～１４．５ 偕行社

中央-偕行社記事-285 偕行社記事　第６０７～６０９号　大正１４．４～１４．６ 偕行社

中央-偕行社記事-286 偕行社記事　第６１０～６１２号　大正１４．７～１４．９ 偕行社

中央-偕行社記事-287 偕行社記事　第６１１～６１２号　大正１４．８～１４．９ 偕行社

中央-偕行社記事-288 偕行社記事　第６１３～６１４号　大正１４．１０～１４．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-289 偕行社記事　第６１３～６１５号　大正１４．１０～１４．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-290 偕行社記事　第６１４～６１５号　大正１４．１１～１４．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-291 偕行社記事　第６１６～６１８号　大正１５．１～１５．３ 偕行社

中央-偕行社記事-292 偕行社記事　第６１７号　大正１５．２ 偕行社

中央-偕行社記事-293 偕行社記事　第６１７～６１８号　大正１５．２～１５．３ 偕行社

中央-偕行社記事-294 偕行社記事　第６１９～６２０号　大正１５．４～１５．５ 偕行社

中央-偕行社記事-295 偕行社記事　第６１９～６２０号　大正１５．４～１５．５ 偕行社

中央-偕行社記事-296 偕行社記事　第６２１～６２２号　大正１５．６～１５．７ 偕行社

中央-偕行社記事-297 偕行社記事　第６２２～６２３号　大正１５．７～１５．８ 偕行社

中央-偕行社記事-298 偕行社記事　第６２３～６２４号　大正１５．８～１５．９ 偕行社

中央-偕行社記事-299 偕行社記事　第６２５～６２７号　大正１５．１０～１５．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-300 偕行社記事　第６２６～６２７号　大正１５．１１～１５．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-301 偕行社記事　第６２７号　大正１５．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-302 偕行社記事　第６２８～６３０号　昭２．１～２．３ 偕行社

中央-偕行社記事-303 偕行社記事　第６２８～６３０号　昭２．１～２．３ 偕行社

中央-偕行社記事-304 偕行社記事　第６２９号　昭２．２ 偕行社

中央-偕行社記事-305 偕行社記事　第６２９～６３０号　昭２．２～２．３ 偕行社

中央-偕行社記事-306 偕行社記事　第６３１～６３３号　昭２．４～２．６ 偕行社

中央-偕行社記事-307 偕行社記事　第６３１～６３３号　昭２．４～２．６ 偕行社

中央-偕行社記事-308 偕行社記事　第６３３～６３４号　昭２．６～２．７ 偕行社

中央-偕行社記事-309 偕行社記事　第６３４～６３５号　昭２．７～２．８ 偕行社



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事-310 偕行社記事　第６３５～６３６号　昭２．８～２．９ -

中央-偕行社記事-311 偕行社記事　第６３６～６３７号　昭２．９～２．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-312 偕行社記事　第６３６～６３７号　昭２．９～２．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-313 偕行社記事　第６３７～６３９号　昭２．１０～２．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-314 偕行社記事　第６３８～６３９号　昭２．１１～２．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-315 偕行社記事　第６４０号　昭３．１ 偕行社

中央-偕行社記事-316 偕行社記事　第３４０～６４１号　昭３．１～３．２ 偕行社

中央-偕行社記事-317 偕行社記事　第６４１号　昭３．２ 偕行社

中央-偕行社記事-318 偕行社記事　第６４１号　昭３．２ 偕行社

中央-偕行社記事-319 偕行社記事　第６４２号　昭３．３ 偕行社

中央-偕行社記事-320 偕行社記事　第６４２号　昭３．３ 偕行社

中央-偕行社記事-321 偕行社記事　第６４３号　昭３．４ 偕行社

中央-偕行社記事-322 偕行社記事　第６４３号　昭３．４ 偕行社

中央-偕行社記事-323 偕行社記事　第６４４号　昭３．５ 偕行社

中央-偕行社記事-324 偕行社記事　第６４４号　昭３．５ 偕行社

中央-偕行社記事-325 偕行社記事　第６４４号　昭３．５ 偕行社

中央-偕行社記事-326 偕行社記事　第６４５号　昭３．６ 偕行社

中央-偕行社記事-327 偕行社記事　第６４５号　昭３．６ 偕行社

中央-偕行社記事-328 偕行社記事　第６４５～６４６号　昭３．６～３．７ 偕行社

中央-偕行社記事-329 偕行社記事　第６４６号　昭３．７ 偕行社

中央-偕行社記事-330 偕行社記事　第６４６号　昭３．７ 偕行社

中央-偕行社記事-331 偕行社記事　第６４７号　昭３．８ 偕行社

中央-偕行社記事-332 偕行社記事　第６４７号　昭３．８ 偕行社

中央-偕行社記事-333 偕行社記事　第６４８号　昭３．９ 偕行社

中央-偕行社記事-334 偕行社記事　第６４７～６４８号　昭３．８～３．９ 偕行社

中央-偕行社記事-335 偕行社記事　第６４９号　昭３．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-336 偕行社記事　第６４９～６５０号　昭３．１０～３．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-337 偕行社記事　第６５０号　昭３．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-338 偕行社記事　第６５０～６５１号　昭３．１１～３．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-339 偕行社記事　第６５１号　昭３．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-340 偕行社記事　第６５２～６５３号　昭４．１～４．２ 偕行社

中央-偕行社記事-341 偕行社記事　第６５２号　６５３号　昭４．１～４．２ 偕行社

中央-偕行社記事-342 偕行社記事　第６５２～６５３号　昭４．１～４．２ 偕行社

中央-偕行社記事-343 偕行社記事　第６５３～６５４号　昭４．２～４．３ 偕行社

中央-偕行社記事-344 偕行社記事　第６５４～６５５号　昭４．３～４．４ 偕行社

中央-偕行社記事-345 偕行社記事　第６５４～６５５号　昭４．３～４．４ 偕行社



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事-346 偕行社記事　第６５５号　昭４．４ 偕行社

中央-偕行社記事-347 偕行社記事　第６５６～６５７号　昭４．５～４．６ 偕行社

中央-偕行社記事-348 偕行社記事　第６５６～６５７号　昭４．５～４．６ 偕行社

中央-偕行社記事-349 偕行社記事　第６５７号　昭４．６ 偕行社

中央-偕行社記事-350 偕行社記事　第６５８～６５９号　昭４．７～４．８ 偕行社

中央-偕行社記事-351 偕行社記事　第６５８～６５９号　昭４．７～４．８ 偕行社

中央-偕行社記事-352 偕行社記事　第６６０～６６１号　昭４．９～４．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-353 偕行社記事　第６６０～６６１号　昭４．９～４．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-354 偕行社記事　第６６２～６６３号　昭４．１１～４．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-355 偕行社記事　第６６２～６６３号　昭４．１１～４．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-356 偕行社記事　第６６３号　昭４．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-357 偕行社記事　第６６４～６６５号　昭５．１～５．２ 偕行社

中央-偕行社記事-358 偕行社記事　第６６５～６６６号　昭５．２～５．３ 偕行社

中央-偕行社記事-359 偕行社記事　第６６６～６６７号　昭５．３～５．４ 偕行社

中央-偕行社記事-360 偕行社記事　第６６７～６６８号　昭５．４～５．５ 偕行社

中央-偕行社記事-361 偕行社記事　第６６８～６６９号　昭５．５～５．６ 偕行社

中央-偕行社記事-362 偕行社記事　第６７０～６７１号　昭５．７～５．８ 偕行社

中央-偕行社記事-363 偕行社記事　第６７０～６７１号　昭５．７～５．８ 偕行社

中央-偕行社記事-364 偕行社記事　第６７２号　昭５．９ 偕行社

中央-偕行社記事-365 偕行社記事　第６７２～６７３号　昭５．９～５．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-366 偕行社記事　第６７４～６７５号　昭５．１１～５．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-367 偕行社記事　第６７６～６７７号　昭６．１～６．２ 偕行社

中央-偕行社記事-368 偕行社記事　第６７８～６７９号　昭６．３～６．４ 偕行社

中央-偕行社記事-369 偕行社記事　第６８０～６８１号　昭６．５～６．６ 偕行社

中央-偕行社記事-370 偕行社記事　第６８２～６８３号　昭６．７～６．８ 偕行社

中央-偕行社記事-371 偕行社記事　第６８４～６８５号　昭６．９～６．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-372 偕行社記事　第６８６号　昭６．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-373 偕行社記事　第６８７号　昭６．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-374 偕行社記事　第６８８～６８９号　昭７．１～７．２ 偕行社

中央-偕行社記事-374_2 偕行社記事　第６８８号別冊　昭和７．１ -

中央-偕行社記事-375 偕行社記事　第６８９～６９０号　昭７．２～７．３ 偕行社

中央-偕行社記事-375_2 偕行社記事　第６９０．６９１号　昭和７．３～４ -

中央-偕行社記事-376 偕行社記事　第６９１～６９２号　昭７．４～７．５ 偕行社

中央-偕行社記事-377 偕行社記事　第６９２～６９３号　昭７．５～７．６ 偕行社

中央-偕行社記事-378 偕行社記事　第６９４～６９５号　昭７．７～７．８ 偕行社

中央-偕行社記事-379 偕行社記事　第６９４～６９５号　昭７．７～７．８ 偕行社



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事-380 偕行社記事　第６９６号　昭７．９ 偕行社

中央-偕行社記事-381 偕行社記事　第６９６号（満洲事変１周年記念号）　昭７．９ 偕行社

中央-偕行社記事-382 偕行社記事　第６９７～６９８号　昭７．１０～７．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-383 偕行社記事　第６９７～６９８号　昭７．１０～７．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-384 偕行社記事　第６９９号　昭７．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-385 偕行社記事　第６９９号　昭７．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-386 偕行社記事　第７００～７０１号　昭８．１～８．２ 偕行社

中央-偕行社記事-387 偕行社記事　第７００～７０１号　昭８．１～８．２ 偕行社

中央-偕行社記事-388 偕行社記事　第７０２～７０３号　昭８．３～８．４ 偕行社

中央-偕行社記事-389 偕行社記事　第７０２～７０３号　昭８．３～８．４ 偕行社

中央-偕行社記事-390 偕行社記事　第７０４～７０５号　昭８．５～８．６ 偕行社

中央-偕行社記事-391 偕行社記事　第７０５～７０６号　昭８．６～８．７ 偕行社

中央-偕行社記事-392 偕行社記事　第７０６～７０７号　昭８．７～８．８ 偕行社

中央-偕行社記事-393 偕行社記事　第７０７～７０８号　昭８．８～８．９ 偕行社

中央-偕行社記事-394 偕行社記事　第７０８～７０９号　昭８．９～８．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-395 偕行社記事　第７０９～７１１号　昭８．１０～８．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-396 偕行社記事　第７１０～７１１号　昭８．１１～８．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-397 偕行社記事　第７１２～７１３号　昭９．１～９．２ 偕行社

中央-偕行社記事-398 偕行社記事　第７１２～７１３号　昭９．１～９．２ 偕行社

中央-偕行社記事-399 偕行社記事　第７１４～７１５号　昭９．３～９．４ 偕行社

中央-偕行社記事-400 偕行社記事　第７１４～７１５号　昭９．３～９．４ 偕行社

中央-偕行社記事-401 偕行社記事　第７１６～７１７号　昭９．５～９．６ 偕行社

中央-偕行社記事-402 偕行社記事　第７１７～７１８号　昭９．６～９．７ 偕行社

中央-偕行社記事-403 偕行社記事　第７１８～７１９号　昭９．７～９．８ 偕行社

中央-偕行社記事-404 偕行社記事　第７１９～７２０号　昭９．８～９．９ 偕行社

中央-偕行社記事-405 偕行社記事　第７２０号　昭９．９～９．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-406 偕行社記事　第７２１～７２２号　昭９．１０～９．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-407 偕行社記事　第７２２号　昭９．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-408 偕行社記事　第７２３号　昭９．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-409 偕行社記事　第７２４～７２５号　昭１０．１～１０．２ 偕行社

中央-偕行社記事-410 偕行社記事　第７２６～７２７号　昭１０．３～１０．４ 偕行社

中央-偕行社記事-411 偕行社記事　第７２８～７２９号　昭１０．５～１０．６ 偕行社

中央-偕行社記事-412 偕行社記事　第７３０～７３１号　昭１０．７～１０．８ 偕行社

中央-偕行社記事-413 偕行社記事　第７３２～７３３号　昭１０．９～１０．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-414 偕行社記事　第７３４～７３５号　昭１０．１１～１０．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-415 偕行社記事　第７３６～７３７号　昭１１．１～１１．２ 偕行社
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中央-偕行社記事-416 偕行社記事　第７３８～７３９号　昭１１．３～１１．４ 偕行社

中央-偕行社記事-417 偕行社記事　第７４０～７４１号　昭１１．５～１１．６ 偕行社

中央-偕行社記事-418 偕行社記事　第７４２～７４３号　昭１１．７～１１．８ 偕行社

中央-偕行社記事-419 偕行社記事　第７４４～７４５号　昭１１．９～１１．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-420 偕行社記事　第７４６～７４７号　昭１１．１１～１１．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-421 偕行社記事　第７４８～７４９号　昭１２．１～１２．２ 偕行社

中央-偕行社記事-422 偕行社記事　第７５０～７５１号　昭１２．３～１２．４ 偕行社

中央-偕行社記事-423 偕行社記事　第７５２～７５３号　昭１２．５～１２．６ 偕行社

中央-偕行社記事-424 偕行社記事　第７５４～７５５号　昭１２．７～１２．８ 偕行社

中央-偕行社記事-425 偕行社記事　第７５６～７５７号　昭１２．９～１２．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-426 偕行社記事　第７５６～７５７号　昭１２．９～１２．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-427 偕行社記事　第７５８～７５９号　昭１２．１１～１２．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-428 偕行社記事　第７５８～７５９号　昭１２．１１～１２．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-429 偕行社記事　第７６０～７６３号　昭１３．１～１３．４ 偕行社

中央-偕行社記事-430 偕行社記事　第７６４～７６５号　昭１３．５～１３．６ 偕行社

中央-偕行社記事-431 偕行社記事　第７６６～７６７号　昭１３．７～１３．８ 偕行社

中央-偕行社記事-432 偕行社記事　第７６８～７６９号　昭１３．９～１３．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-433 偕行社記事　第７７０号　昭１３．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-434 偕行社記事　第７７１号　昭１３．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-435 偕行社記事　第７７２～７７３号　昭１４．１～１４．２ 偕行社

中央-偕行社記事-436 偕行社記事　第７７４～７７５号　昭１４．３～１４．４ 偕行社

中央-偕行社記事-437 偕行社記事　第７７４～７７５号　昭１４．３～１４．４ 偕行社

中央-偕行社記事-438 偕行社記事　第７７６号　昭１４．５ 偕行社

中央-偕行社記事-439 偕行社記事　第７７７号　昭和１４．６ 偕行社

中央-偕行社記事-439_2 偕行社記事　第７７７号　昭１４ -

中央-偕行社記事-440 偕行社記事　第７７８号　昭１４．７ 偕行社

中央-偕行社記事-441 偕行社記事　第７７９号　昭１４．８ 偕行社

中央-偕行社記事-442 偕行社記事　第７８０号　昭１４．９ 偕行社

中央-偕行社記事-443 偕行社記事　第７８１号　昭１４．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-444 偕行社記事　第７８２～７８３号　昭１４．１１～１４．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-445 偕行社記事　第７８４～７８５号　昭１５．１～１５．２ 偕行社

中央-偕行社記事-445_2 偕行社記事　第７８４～７８５号　昭１５．１～１５．２ 偕行社

中央-偕行社記事-446 偕行社記事　第７８６～７８７号　昭１５．３～１５．４ 偕行社

中央-偕行社記事-447 偕行社記事　第７８６～７８７号　昭１５．３～１５．４ 偕行社

中央-偕行社記事-448 偕行社記事　第７８８～７８９号　昭１５．５～１５．６ 偕行社

中央-偕行社記事-449 偕行社記事　第７８８～７８９号　昭１５．５～１５．６ 偕行社
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中央-偕行社記事-450 偕行社記事　第７９０～７９１号　昭１５．７～１５．８ 偕行社

中央-偕行社記事-451 偕行社記事　第７９０～７９１号　昭１５．７～１５．８ 偕行社

中央-偕行社記事-452 偕行社記事　第７９２～７９３号　昭１５．９～１５．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-453 偕行社記事　第７９２～７９３号　昭１５．９～１５．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-454 偕行社記事　第７９４～７９５号　昭１５．１１～１５．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-455 偕行社記事　第７９４～７９５号　昭１５．１１～１５．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-456 偕行社記事　第７９６～７９７号　昭１６．１～１６．２ 偕行社

中央-偕行社記事-457 偕行社記事　第７９６～７９７号　昭１６．１～１６．２ 偕行社

中央-偕行社記事-458 偕行社記事　第７９７号　昭１６．２ 偕行社

中央-偕行社記事-459 偕行社記事　第７９８～７９９号　昭１６．３～１６．４ 偕行社

中央-偕行社記事-459_2 偕行社記事　第７９８．７９９号　昭和１６．３～４ -

中央-偕行社記事-460 偕行社記事　第８００～８０１号　昭１６．５～１６．６ 偕行社

中央-偕行社記事-461 偕行社記事　第８００～８０１号　昭１６．５～１６．６ 偕行社

中央-偕行社記事-462 偕行社記事　第８０２～８０３号　昭１６．７～１６．８ 偕行社

中央-偕行社記事-463 偕行社記事　第８０３～８０４号　昭１６．８～１６．９ 偕行社

中央-偕行社記事-464 偕行社記事　第８０４～８０５号　昭１６．９～１６．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-465 偕行社記事　第８０５～８０６号　昭１６．１０～１６．１１ 偕行社

中央-偕行社記事-466 偕行社記事　第８０６～８０７号　昭１６．１１～１６．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-467 偕行社記事　第８０８～８０９号　昭１７．１～１７．２ 偕行社

中央-偕行社記事-468 偕行社記事　第８１０号　昭１７．３ 偕行社

中央-偕行社記事-469 偕行社記事　第８１１号　昭和１７．４ -

中央-偕行社記事-470 偕行社記事　第８１２～８１３号　昭１７．５～１７．６ -

中央-偕行社記事-471 偕行社記事　第８１４～８１５号　昭１７．７～１７．８ 偕行社

中央-偕行社記事-472 偕行社記事　第８１６～８１７号　昭１７．９～１７．１０ 偕行社

中央-偕行社記事-473 偕行社記事　第８１８～８１９号　昭１７．１１～１７．１２ 偕行社

中央-偕行社記事-474 偕行社記事　第８２０～８２１号　昭１８．１～１８．２ 偕行社

中央-偕行社記事-475 偕行社記事　第８２２～８２３号　昭１８．３～１８．４ 偕行社

中央-偕行社記事-476 偕行社記事　第８２４号　昭１８．５ 偕行社

中央-偕行社記事-478 偕行社記事　第８２６～８２７号　昭１８．７～１８．８ 偕行社

中央-偕行社記事-479
偕行社記事　第８２８～８２９号　８３１号　昭１８．９月．１０月．１２
月

偕行社

中央-偕行社記事-479_2 偕行社記事　第８３０号　昭和１８．１１ -

中央-偕行社記事-480 偕行社記事　第８３２～８３５号　昭１９．１～１９．４ 偕行社

中央-偕行社記事-481
偕行社記事　第８３６～８３９号　昭１９．５月．７月．９月．１１月（８
月１０月欠）

偕行社

中央-偕行社記事-482 偕行社記事　第８４０～８４１号　昭２０．１月．３月（２月欠） 偕行社

中央-偕行社記事-483 偕行社記事抜録　海外事情　大正１４．１～昭和４．１１月号 光森　勇雄

中央-偕行社記事-484 偕行社記事抜録　青年訓練参考　大正１５．１～昭和４．９ -
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中央-偕行社記事-485
偕行社記事抜録　一般軍事に関する事項　大正１５．８～昭和１
１．４月号

光森　勇雄

中央-偕行社記事-486 偕行社記事抜録　軍制　昭和２．４～６．１２月号 光森　勇雄

中央-偕行社記事-487 偕行社記事抜録　戦術　昭和３～７年 阿久井史料

中央-偕行社記事-488 偕行社記事抜録　戦術　昭和５～１４年 亀本史料

中央-偕行社記事-489
偕行社記事抜録　満蒙問題．満洲事変．上海事変　昭和６．１１～
８．９

光森　勇雄

中央-偕行社記事-490 偕行社記事抜録　戦史　昭和７～９．４月号 -

中央-偕行社記事-491
偕行社記事抜録　内外重要彙聞．支那事変記事．欧州動乱記事
昭和１０～１６年

-

中央-偕行社記事-492 偕行社記事抜録　支那事変等　昭和１２．１～１６．５ -

中央-偕行社記事-493 偕行社記事抜録　第２次欧洲大戦とドイツ　昭和１６．５～１８．３ -

中央-偕行社記事-494
奈翁戦史研究余話（其１～４６）　偕行社記事特集　昭和１０．８～
１５．１２

-

中央-偕行社記事-495
独軍西方作戦の梗概　第１～３集　偕行社記事６～９月号付録
昭和１６．６～９

-

中央-偕行社記事-496 偕行社記事技術関係記事抜録 光森　勇雄

中央-偕行社記事-497 偕行社記事抜萃　船舶作戦参考　昭和１９．１～４ -

中央-偕行社記事-498
偕行社社員名簿（東京衛戌地及其の付近在住者）　昭和８．１１～
９．１１

-

中央-偕行社記事-499 偕行社社員名簿（東京衛戌地及其の付近在住者）　昭和１３．１１ -

中央-偕行社記事-500
偕行社社員名簿（東京衛戌地及其の付近在住者）　昭和３．１２～
４．９

-

中央-偕行社記事-501
偕行社社員名簿（東京衛戌地及其の付近在住者）　昭和５．１１～
６．１１

-

中央-偕行社記事-502 偕行社社員名簿（東京衛戌地及其の付近在住者）　昭和１１．１２ -

中央-偕行社記事-503
偕行社社員名簿（東京衛戌地及其の付近在住者）　昭和１２．１０
～１３．１１

-

中央-偕行社記事-504
偕行社社員名簿（東京衛戌地及其の付近在住者）　昭和１６．１１
月改訂

-

中央-偕行社記事-505 航空に関する記事　昭和４．３～９．１１ 光森　勇雄

中央-偕行社記事-506
偕行社記事蒐録　戦史研究に関するもの　明治４３．９～大正１５．
１

-

中央-偕行社記事-507 戦役者の体験　偕行社記事特集　大正１４．４～昭和１０．７ -

中央-偕行社記事-508
満蒙問題及び満洲・上海事変　其２　偕行社記事特集　昭和２．２
～７．９

-

中央-偕行社記事-509 騎兵長途行軍の参考　明治４０．１～大正６．１２ 偕行社記事抜萃

中央-偕行社記事-510 偕行社記事抜粋（戦史関係記事） -

中央-偕行社記事付録-0 偕行社記事　付録第３０号　（第１～２７　目録）　明治２３．２ -

中央-偕行社記事付録-1 偕行社記事　付録１２８号　－武道初心集－　明２７ -

中央-偕行社記事付録-1_2
偕行社記事　第４８．１８６．２１１　各号付録　明治２３．１１～３２．
２

-

中央-偕行社記事付録-1_3
偕行社記事　第１５３号　付録　（欧州交戦諸国の陸軍）　大正６．
４

-

中央-偕行社記事付録-2 偕行社記事　付録２８１．２９２．２９４．２９６．３１９　明３５～３６ -

中央-偕行社記事付録-3 偕行社記事　付録　３２７．３４２．３５２．３５５．３５８　明３６～４０ -

中央-偕行社記事付録-3_2
偕行社記事　普通号付録　第３５１．３５８号　明治３９．１１～４０．
４

-

中央-偕行社記事付録-3_3 偕行社記事　第３５１号付録　（陸軍軍隊職員表）　明治３９．１０ -

中央-偕行社記事付録-4
偕行社記事　付録　３６１．３６３．３６９．３７１．３７３．３７４　明４０
～４１

-

中央-偕行社記事付録-4_2
偕行社記事　普通号付録　第３６９．３７４号　明治４０．１０～４１．
１

-



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事付録-5 偕行社記事　付録　３７６．３７８．３８１　明４１ -

中央-偕行社記事付録-6 偕行社記事　付録　３８１．３８３．３８４．３８５　明４１ -

中央-偕行社記事付録-6_2 偕行社記事　第３８５　付録　明治４１．１１ 偕行社

中央-偕行社記事付録-6_3 軍隊符号　偕行社記事第３８４号附録 偕行社

中央-偕行社記事付録-7 偕行社記事　付録　３８６．３８７．３８８．３８９．３９０　明４１～４２ -

中央-偕行社記事付録-8 偕行社記事　付録　３９１．３９２．３９６．３９７　明４２ -

中央-偕行社記事付録-9 偕行社記事　付録　第４００号　明４２．１０ -

中央-偕行社記事付録-10 偕行社記事　付録　４０１　明４２ -

中央-偕行社記事付録-11 偕行社記事　付録　４０４　４０８　明４３ -

中央-偕行社記事付録-11_2 偕行社記事　付録　第４０９号　明治４３．３ -

中央-偕行社記事付録-11_3 偕行社記事　付録　第４０８号　明治４３．３ -

中央-偕行社記事付録-12 偕行社記事　付録　４１０　４１３　４１６　明４３ -

中央-偕行社記事付録-13 偕行社記事　付録　４１７　４２２　明４３ -

中央-偕行社記事付録-13_2 偕行社記事　付録　第４１７号　明治４３．９ -

中央-偕行社記事付録-14 偕行社記事　付録　４２３　４２４　明４４ -

中央-偕行社記事付録-15 偕行社記事　付録　４２５　４２６　４２７　明４４ -

中央-偕行社記事付録-15_2 偕行社記事　付録　第４２６号　明治４４．４ 偕行社

中央-偕行社記事付録-16 偕行社記事　付録　４２７　４２８　明４４ -

中央-偕行社記事付録-16_2 偕行社記事　第４２９　付録　明治４４．７ -

中央-偕行社記事付録-17 偕行社記事　付録　４３２　４３３　明４４ -

中央-偕行社記事付録-18 偕行社記事　付録　４３３　明４４ -

中央-偕行社記事付録-18_2 偕行社記事　付録　第４３３号　明治４４．１０ -

中央-偕行社記事付録-19 偕行社記事　付録　４３３　４３４　明４４ -

中央-偕行社記事付録-20 偕行社記事　付録　４３４．４３５．４３６　明４４．１２～４５．１ -

中央-偕行社記事付録-20_2 偕行社記事第４３４号付録各種野戦砲諸元表 陸軍省

中央-偕行社記事付録-21 偕行社記事　付録　４３６．４３８．４４０．４４３　明４５ -

中央-偕行社記事付録-21_2 偕行社記事　第４３７　付録　明治４５．１ -

中央-偕行社記事付録-22 偕行社記事　付録　４３８　明４５ -

中央-偕行社記事付録-22_2 偕行社記事第４４３号附録 -

中央-偕行社記事付録-23 偕行社記事　付録　４４４　４４６　明４５ -

中央-偕行社記事付録-23_2 偕行社記事　第４４５号　付録　大正１年 -

中央-偕行社記事付録-24 偕行社記事　付録　第４４６　大１．８ -

中央-偕行社記事付録-25 偕行社記事　付録　４４６　４４８　４５１　大１ -

中央-偕行社記事付録-26 偕行社記事　付録　第４５１号　大．１．１２ -

中央-偕行社記事付録-27 偕行社記事　付録　４５１　４５２　４５３　大１～２ -

中央-偕行社記事付録-28 偕行社記事　付録　４５３　４５４　大２ -



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事付録-29 偕行社記事　付録　４５５　４５６　４５７　大２ -

中央-偕行社記事付録-29_2 偕行社記事　付録　第４５５号　大正２．３ -

中央-偕行社記事付録-30 偕行社記事　付録　４５８　大２ -

中央-偕行社記事付録-31 偕行社記事　付録　４５９　４６２　４６３　４６４　大２ -

中央-偕行社記事付録-32 偕行社記事　付録　４６５　４６６　４６７　大２ -

中央-偕行社記事付録-33 偕行社記事　付録　４６８　大２ -

中央-偕行社記事付録-34 偕行社記事　付録　４６８　４６９　４７０　大２ -

中央-偕行社記事付録-35 偕行社記事　付録　４７１　大２ -

中央-偕行社記事付録-36 偕行社記事　付録　４７２　大３ -

中央-偕行社記事付録-37 偕行社記事　付録　４７３　４７４　４７５　４７６　大３ -

中央-偕行社記事付録-38 偕行社記事　付録　４７７　４７８　大３ -

中央-偕行社記事付録-39 偕行社記事　付録　第４８０　－兵力節約案　等－　大３ -

中央-偕行社記事付録-40 偕行社記事　付録　４７９　４８０　４８１　大３ -

中央-偕行社記事付録-41 偕行社記事　付録　４８２　４８８　大３～４ -

中央-偕行社記事付録-41_2 偕行社記事　第４８９号　付録　大正４年 -

中央-偕行社記事付録-42 偕行社記事　付録　４９６　大４ -

中央-偕行社記事付録-43 偕行社記事　付録　４９６　４９８　大４ -

中央-偕行社記事付録-44 偕行社記事　付録　４８９　４９０　４９３　４９５　大４ -

中央-偕行社記事付録-45 偕行社記事　付録　５０２　大５．５ -

中央-偕行社記事付録-46 偕行社記事　付録　４９９．５０３．５０８．５０９　大５ -

中央-偕行社記事付録-46_2 偕行社記事　第５０５号　付録　大正５．８ -

中央-偕行社記事付録-47 偕行社記事　付録　５１０．５１２．５１４．５１６　大６ -

中央-偕行社記事付録-48 偕行社記事　付録　５２２．５２４　大７ -

中央-偕行社記事付録-49 偕行社記事　付録　５２５．５２９　大７ -

中央-偕行社記事付録-49_2 偕行社記事　第５２６号付録　大正７．５ -

中央-偕行社記事付録-50 偕行社記事　付録　５３０　５３３　５３４　大７～８ -

中央-偕行社記事付録-51 偕行社記事　付録　５３５～５４４　（海外情報第１～１１号）　大８ -

中央-偕行社記事付録-52 偕行社記事　付録　５３７　５３９　大８ -

中央-偕行社記事付録-53 偕行社記事　付録　５４６　５４７　大９ -

中央-偕行社記事付録-54
偕行社記事　付録　５４７～５５４号　（海外情報　１４～２１号）　大
９

-

中央-偕行社記事付録-56 偕行社記事　付録　５４７　参戦諸国の陸軍について -

中央-偕行社記事付録-57 偕行社記事　付録　５４８．５５２．５４９．５５３．５５４　大９ -

中央-偕行社記事付録-57_2
偕行社記事　付録　５４４．５６０．５６１．５８３．５８７．５９０．６００号
大正９．１０～１３．９

-

中央-偕行社記事付録-57_3
特偕行社記事第５６３号付録　大正１０年７月　将校生徒志願者の
現況並指導に就いて支那馬に関する研究　特偕行社記事第５９７
号付録　大正１３年６月　独逸の崩壊と敗戦との原因　（戦闘の政

-

中央-偕行社記事付録-58
偕行社記事　付録　５５５．５５７．５５９．５６１．５６２．５６３　大９～
１０

-

中央-偕行社記事付録-58_2 偕行社記事　第５６０号付録　大正１０．４ -



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事付録-59 偕行社記事　付録　５６５．５６７．５６６．５６９　大１０～１１ -

中央-偕行社記事付録-60 偕行社記事　付録　５７５　５７６　大１１ -

中央-偕行社記事付録-61 偕行社記事　付録　５７１　５７２　大１１ -

中央-偕行社記事付録-62 偕行社記事　付録　５７３　５７４　大１１ -

中央-偕行社記事付録-63 偕行社記事　付録　５７７　５７８　５７９　大１１ -

中央-偕行社記事付録-64 偕行社記事　付録　５８１　５８２　大１２ -

中央-偕行社記事付録-65 偕行社記事　付録　５８３　大１２ -

中央-偕行社記事付録-66 偕行社記事　付録　５８４　５８５　大１２ -

中央-偕行社記事付録-67 偕行社記事　付録　５８５号　－従軍余話－ -

中央-偕行社記事付録-67_2
偕行社記事　第５８５号．６５８号．７０４号付録　大正１２．５～昭和
８．５

-

中央-偕行社記事付録-68 偕行社記事　付録　５８６　５８７　大１２ -

中央-偕行社記事付録-69 偕行社記事　付録　５８８　５９０　大１２ -

中央-偕行社記事付録-70 偕行社記事　付録　５９１　５９２　大１２ -

中央-偕行社記事付録-71 偕行社記事　付録　５９３　５９４　大１３ -

中央-偕行社記事付録-72 偕行社記事　付録　５９５　５９６　５９７　５９８　大１３ -

中央-偕行社記事付録-72_2 偕行社記事　第５９８号　付録　大正１３．７ -

中央-偕行社記事付録-73 偕行社記事　付録　５９５　大１３ -

中央-偕行社記事付録-74 偕行社記事　付録　５９９　６００　６０１　６０２　６０３　大１３ -

中央-偕行社記事付録-75 偕行社記事　付録　６０４　６０５　６０６　６０７　大１４ -

中央-偕行社記事付録-75_2 偕行社記事　第６０８　付録　大正１４．５ -

中央-偕行社記事付録-75_3 偕行社記事　第６０７号　付録　大正１４．４ -

中央-偕行社記事付録-76 偕行社記事　付録　６０８　６０９　６１０　６１１　大１４ -

中央-偕行社記事付録-76_2
特偕行社記事　第６０９号　註釈付き独「フォン・クール」　将軍の平
時訓練と戦争価値　大１４．６

-

中央-偕行社記事付録-76_3 偕行社記事　付録　第６１９号　大正１５．４ -

中央-偕行社記事付録-77 偕行社記事　付録　６２０　大１５ -

中央-偕行社記事付録-77_2 特偕行社記事　第６２１号　化学戦　（下巻）　大１５．６ -

中央-偕行社記事付録-78 偕行社記事　付録　第６２２号　大１５．７ -

中央-偕行社記事付録-78_2
偕行社記事　第６２３号　付録　（戦闘綱要草案編纂理由書）　大
正１５年８月

-

中央-偕行社記事付録-78_3 偕行社記事　第６２４号　付録　大正１５年９月 -

中央-偕行社記事付録-79 偕行社記事　付録　６２７　６２８　大１５～昭２ -

中央-偕行社記事付録-79_2 偕行社記事　第６２５号　付録　大正１５．１０ -

中央-偕行社記事付録-80
偕行社記事　（特別大演習概況）　付録　４９６．５０９．５２２．５３
４．５４５．５５７．５６９　大４～１０

-

中央-偕行社記事付録-81
偕行社記事　付録　６１２．６１３．６１４．６１６．６１７．６１８．６１９
大１４～１５

-

中央-偕行社記事付録-81_2 偕行社記事　第６１４号　付録　大正１４．１１ -

中央-偕行社記事付録-82
偕行社記事　付録　６１４～６３９号　（青少年訓練参考１～２５）
大１４～昭２

-

中央-偕行社記事付録-82_2 偕行社記事　第６２６号付録　大正１５．１１ -



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事付録-83 偕行社記事　付録　６２９　６３０　６３１　６３２　昭２ -

中央-偕行社記事付録-84 偕行社記事　付録　６３４　６３６　昭２ -

中央-偕行社記事付録-85 偕行社記事　付録　６４０　６４２　昭３ -

中央-偕行社記事付録-86 偕行社記事　付録　６４１～６４９号　海外事情（５５～６３）　昭３ -

中央-偕行社記事付録-87 偕行社記事　付録　第６４２号　昭３．１ -

中央-偕行社記事付録-88
偕行社記事　付録　６４０～６６２号　青年訓練参考（２６～４８）　昭
３～４

-

中央-偕行社記事付録-89 偕行社記事　付録　第６４３号　昭３．４ -

中央-偕行社記事付録-90 偕行社記事　付録　６４３．６５１．６５２．６５３　昭３ -

中央-偕行社記事付録-90_2 偕行社記事　６５３号付録　昭和４．２ -

中央-偕行社記事付録-91 偕行社記事　付録　６６０．６６１．６６２．６６４　昭４ -

中央-偕行社記事付録-92 偕行社記事　付録　６６５　６５６　昭４ -

中央-偕行社記事付録-93
偕行社記事　付録　第６５１．６５３．６６４　特別大演習概況　昭３．
１２～昭４

-

中央-偕行社記事付録-94 偕行社記事　付録　６６５　昭５ -

中央-偕行社記事付録-95 偕行社記事　付録　６７９　昭６ -

中央-偕行社記事付録-96 偕行社記事　付録　６８１　６８２　昭６ -

中央-偕行社記事付録-97 偕行社記事　付録　６８４　昭６ -

中央-偕行社記事付録-98 偕行社記事　付録　６８９　６９１　６９２　昭７ -

中央-偕行社記事付録-98_2 偕行社記事　第６９２号付録　昭和７．５ -

中央-偕行社記事付録-99 偕行社記事　付録　６９４　昭７ -

中央-偕行社記事付録-100 偕行社記事　付録　６９５　昭７ -

中央-偕行社記事付録-101 偕行社記事　付録　６９６　昭７．９ -

中央-偕行社記事付録-102 偕行社記事　付録　６９７　６９８　昭７．１１ -

中央-偕行社記事付録-103 偕行社記事　付録　７０１　昭８ -

中央-偕行社記事付録-104 偕行社記事　付録　第７０３号　昭８．４ -

中央-偕行社記事付録-104_2 偕行社記事　特号付録　第７０４号　昭８．５ 偕行社

中央-偕行社記事付録-105 偕行社記事　付録　７０５号　昭８ -

中央-偕行社記事付録-105_2 偕行社記事　第７０５号　付録　昭８．６ -

中央-偕行社記事付録-106 偕行社記事　付録　７０８　７１１　昭８．９ -

中央-偕行社記事付録-107 偕行社記事　付録　７１４．７１６．７２０．７２１　昭９ -

中央-偕行社記事付録-107_2 偕行社記事　第７１７　付録　昭和９．６ -

中央-偕行社記事付録-107_3 偕行社記事　特号付録　第７１４～７１９号　昭９．３～８ 偕行社

中央-偕行社記事付録-108 偕行社記事　付録　７２３号　昭９．１２ -

中央-偕行社記事付録-109 偕行社記事　付録　７２３．７２６．７２７．７２５　昭９ -

中央-偕行社記事付録-109_2 偕行社記事　第７２７号　付録　昭和１０．４ -

中央-偕行社記事付録-109_3 偕行社記事　特号付録　第７２１号　昭９．１０～１２ 偕行社

中央-偕行社記事付録-109_4 偕行社記事　特号付録　第７２５号　昭１０．２ 偕行社



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事付録-109_5 偕行社記事　特号付録　第７２７～７２９号　昭１０．４～６ 偕行社

中央-偕行社記事付録-110 偕行社記事　付録　７３６　昭１１ -

中央-偕行社記事付録-111 偕行社記事　付録　７５６　昭１２ -

中央-偕行社記事付録-111_2
偕行社記事　第７５７．７５８．７６２．７６４．７６６号各付録　昭和１
２．１０～１３．７

-

中央-偕行社記事付録-112 偕行社記事　第７６０号　付録　昭和１３．１ -

中央-偕行社記事付録-113 偕行社記事　付録　７７９　昭１４．５ -

中央-偕行社記事付録-115 偕行社記事　付録　７８４　昭１５ -

中央-偕行社記事付録-116 偕行社記事　付録　７９４　昭１５ -

中央-偕行社記事付録-117 偕行社記事　付録　８２４　昭１８ -

中央-偕行社記事付録-118 偕行社記事　付録　５４０～５４５号　大正８～９ 偕行社

中央-偕行社記事付録-119
偕行社記事　特別大演習概況　付録５８１．６０４．６１６号　大正１
１～１４

偕行社

中央-偕行社記事付録-120 戦略．諸原則　大正１３．３
米国参謀学校幹事参謀大佐
ウイリアムケーネーラー

中央-偕行社記事付録-121 偕行社記事　特別大演習概況　付録　６２８．６４０号 偕行社

中央-偕行社記事付録-122 偕行社記事　第２９号　付録　明治２２～２３ 偕行社

中央-偕行社記事付録-123 偕行社記事　第５５号　７３号　付録　明治２４．８　明治２４．１１ 偕行社

中央-偕行社記事付録-124 偕行社記事　第９６号　付録　明治２５．１１ 偕行社

中央-偕行社記事付録-126 偕行社記事　付録　（飛行機関係）　明治４２～大正１２年 -

中央-偕行社記事付録-127 偕行社記事　第５７３号付録　大正１１．５ -

中央-偕行社記事付録-128 偕行社記事　第５８号　付録　軍法之巻講義　第　第１回 -

中央-偕行社記事付録-129 偕行社記事　第６５８号　付録　昭和４．７ -

中央-偕行社記事付録-130
偕行社記事　特報２６～２７．普通号付録　（支那事変情報）（１号
～３３号１部欠）　昭和１２．８～１３．１２

-

中央-偕行社記事付録-131
偕行社記事　第５８６～５９５号付録　海外事情特集（１～１０号）
大正１２．６～１３．４

-

中央-偕行社記事付録-132
偕行社記事　第５９６～６１５号付録　海外事情特集（１１～３０号）
（１５．２１．２２号欠）　大正１３．５～１４．１２

-

中央-偕行社記事付録-133
偕行社記事　第６１６～６６２号付録　海外事情特集（３１～７５号）
（３３．３９～４１．４６．４９．６５．６７～７４号欠）　大正１５．１～昭和
４．１１

-

中央-偕行社記事付録-134
偕行社記事　付録　５２９．５３５．５６０．５８２．５９０．６００．６１３．
６５５．６８９．７０５号　大正７．８～昭和８．４　改正理由書　特集

-

中央-偕行社記事付録-135
偕行社記事　付録　５８７．６２０．６４３．６５３．６６５．７１５号　大正
１２．７～昭和９．４　改正理由書　特集

-

中央-偕行社記事付録-136
偕行社記事　付録　３５８．旅順攻守戦に対する独逸将校の観察
研究報告　３６９．悲痛なる日露戦争の経験　３７３．日露戦争に関
する回顧と思想　３７９．旅順口陸正面の戦況　４０１．露軍戦略概

-

中央-偕行社記事付録-137
偕行社記事　第３３２号　付録　寒時出征時の衛生法に就て　明治
２９年２月２９日

偕行社

中央-偕行社記事付録-138 偕行社記事　第５９８号　付録　西伯利派遣軍　作戦経過概見図 -

中央-偕行社記事付録-139 偕行社記事　第５２８号　付録　（世界大戦の教訓）　大正７年７月 -

中央-偕行社記事付録-140 偕行社記事　付録　外国語　大正３年～昭和５年 -

中央-偕行社記事付録-141
偕行社記事　第７６２．７７１号　付録　支那事変情報　昭和１３年３
月．１２月

-

中央-偕行社記事付録-142
偕行社記事第５１８号附録　戦時に於ける給養力に就て　住谷悌
史資料

木村重行

中央-偕行社記事付録-143
偕行社記事第５８３号附録　欧州戦史（１９１５年伊墺戦場の部）
住谷悌史資料

-

中央-偕行社記事付録-144
偕行社記事第５２８号附録　軍用自動車補助法　　軍用自動車補
助法施行細則　附録　軍用自動車と其の補助法　　住谷悌史資料

偕行社

中央-偕行社記事付録-145
偕行社記事第５６２号附録　「ヒンデンブルグ」線突破の一戦例　輓
近の編成装備を有する陸軍の採用する戦術の概要　住谷悌史資
料

森田宣



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事付録-146 昭和９年１月　偕行社記事第７１２号付録 偕行社

中央-偕行社記事特号-1 偕行社記事　特号第７９９～８００号　昭１６．４～１６．６ 偕行社

中央-偕行社記事特号-2 偕行社記事　特報　第８０１号　昭和１６．６ -

中央-偕行社記事特号-3 偕行社記事　特号　第８０２～８０３号　昭１６．７～１６．８ 偕行社

中央-偕行社記事特号-4 偕行社記事　特号　第８０４～８０５号　昭１６．９～１６．１０ 偕行社

中央-偕行社記事特号-5 偕行社記事　特号　第８０６～８０７号　昭１６．１１～１６．１２ 偕行社

中央-偕行社記事特号-6 偕行社記事　特号　第８０８～８０９号　昭１７．１～１７．２ 偕行社

中央-偕行社記事特号-7 偕行社記事　特号　第８１０～８１１号　昭１７．３～１７．４ 偕行社

中央-偕行社記事特号-8 偕行社記事　特号　第８１２～８１３号　昭１７．５～１７．６ 偕行社

中央-偕行社記事特号-9 偕行社記事　特号　第８１４～８１５号　昭１７．７～１７．８ 偕行社

中央-偕行社記事特号-10 偕行社記事　特号　第８１６～８１７号　昭１７．９～１７．１０ 偕行社

中央-偕行社記事特号-11 偕行社記事　特号　第８１８～８１９号　昭１７．１１～１７．１２ 偕行社

中央-偕行社記事特号-12 偕行社記事　特号　第８２０～８２１号　昭１８．１～１８．２ 偕行社

中央-偕行社記事特号-13 偕行社記事　特号　第８２２～８２３号　昭１８．３～１８．４ 偕行社

中央-偕行社記事特号-14 偕行社記事　特号　第８２４～８２５号　昭１８．５～１８．６ 偕行社

中央-偕行社記事特号-15 偕行社記事　特号　第８２６～８２７号　昭１８．７～１８．８ 偕行社

中央-偕行社記事特号-16 偕行社記事　特号　第８２８～８２９号　昭１８．９～１８．１０ 偕行社

中央-偕行社記事特号-17 偕行社記事　特号　第８３０号　昭１８．１１ 偕行社

中央-偕行社記事特号-18 偕行社記事　特号　第８３１号　昭１８．１２ 偕行社

中央-偕行社記事特号-19 偕行社記事　特号　第８３２～８３４号　昭１９．１～１９．３ 偕行社

中央-偕行社記事特号-20 偕行社記事　特号　第８３５～８３６号　昭１９．４～１９．５ 偕行社

中央-偕行社記事特号-22 偕行社記事　特号　第８３８～８３９号　昭１９．７～１９．８ 偕行社

中央-偕行社記事特号-23 偕行社記事　特号　第８３９号　昭１９．８ 偕行社

中央-偕行社記事特号-24 偕行社記事　特号　第８４０～８４１号　昭１９．９～１９．１０ 偕行社

中央-偕行社記事特号-25 偕行社記事　特号　第８４２～８４３号　昭１９．１１～１９．１２ 偕行社

中央-偕行社記事特号-26 偕行社記事　特号　第８４４～８４５号　昭２０．１～２０．２ 偕行社

中央-偕行社記事特号-27 偕行社記事　特号　第８４６～８４７号　昭２０．３～２０．４ 偕行社

中央-偕行社記事特号-28 偕行社記事　特号　第８４８号　昭２０．５ 偕行社

中央-偕行社記事特号-29 偕行社記事　特別号　大正１年８月 -

中央-偕行社記事特号-30 偕行社記事　特別号　大正１年８月 -

中央-偕行社記事特号-31 偕行社記事　特別号　大正１年８月 -

中央-偕行社記事特号付録-6 偕行社記事　特号付録　第８０１～８０２号．８０４号　昭１６．６ 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-7 偕行社記事　特号付録　第８０５号　昭１６ 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-8_1
偕行社記事　特号付録　第８０７号　ソ軍戦闘法図解　１／２　昭１
６

偕行社

中央-偕行社記事特号付録-8_2
偕行社記事　特号付録　第８０７号　ソ軍戦闘法図解　２／２　昭１
６

偕行社

中央-偕行社記事特号付録-8_3 偕行社記事　特号付録　第８０８号　昭１７．１ -



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事特号付録-9 偕行社記事　特号付録　独軍西方作戦の梗概　第１～第３集 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-9_2 偕行社記　特号　独軍西方作戦の梗概付録　昭和１６．１０ -

中央-偕行社記事特号付録-10 偕行社記事　特号付録　第８１０号　昭１７ 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-10_2 偕行社記事　特号付録　第８１０号 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-10_3 偕行社記事　第８１０号　付録　別冊　昭和１７．３ -

中央-偕行社記事特号付録-11 偕行社記事　特号付録　第８１３号　昭１７ 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-12 偕行社記事　特号付録　第８１３号　昭１７．６ 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-13 偕行社記事　特号付録　第８１５号　昭１７ 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-14 偕行社記事　特号付録　第８１５号　昭１７ 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-15 偕行社記事　特号付録　第２～第３集　昭１７．８～９ 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-16 偕行社記事　特号付録　第８１８号 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-17 偕行社記事　特号付録　第８２２号　昭１８ 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-18 偕行社記事　特号付録　第８２２号　昭１８．３ 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-18_2 偕行社記事　特号付録　第８２４号　昭１８．５ -

中央-偕行社記事特号付録-19 偕行社記事　特号付録　第８２５号 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-19_2 偕行社記事　特別付録　第８２５～８２７号　昭和１８．６～８月 -

中央-偕行社記事特号付録-20 偕行社記事　特号付録　第８２７号　ソ軍戦闘法図解　終編 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-21
偕行社記事　特号付録　第８２９号　第２付録　独ソ戦より見たるソ
軍

偕行社

中央-偕行社記事特号付録-22 偕行社記事　特号付録　第８２９号　昭１８ 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-23 偕行社記事　特号付録　第８３１号 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-24 偕行社記事　特号付録　第８３７号　昭１９ 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-24_2 偕行社記事　特号付録　第８３８号　昭１９．７ -

中央-偕行社記事特号付録-25 偕行社記事　特号付録　第８４１号　昭１９ 偕行社

中央-偕行社記事特号付録-25_2
偕行社記事　特号　第８４１号　付録　米英軍師団火力装備概見
昭和１９年１０月

-

中央-偕行社記事特号付録-26 偕行社記事　特号　第８４６号　付録　昭和２０．３ -

中央-偕行社記事特号付録-27
偕行社記事　特号付録　８０７．８２５～８２７号　昭和１６．１２～１
８．８　ソ軍戦闘法図解　特集

-

中央-偕行社記事特号付録-28 偕行社記事　感状輯録（第１～９、２２、２４～２７輯） -

中央-偕行社記事特号付録-29 偕行社記事　感状輯録　（第２輯～第３２輯） -

中央-偕行社記事臨時増刊-1 偕行社記事　臨時　第２号　明治３７年 -

中央-偕行社記事臨時増刊-2 偕行社記事　臨時　第４～５号　明３８．１ -

中央-偕行社記事臨時増刊-3 偕行社記事　臨時　第８～９号　明３８．３ -

中央-偕行社記事臨時増刊-4 偕行社記事　臨時　第１９号　明３８．９ -

中央-偕行社記事臨時増刊-5 偕行社記事　臨時　第２０～２４号　明３８ -

中央-偕行社記事臨時増刊-6 偕行社記事　臨時　第２６号付録　明３９ -

中央-偕行社記事臨時増刊-6_2 偕行社記事　臨時　第２６号　付録　明３９．１．３９ 普通号付録Ｎｏ．１２５と差し換え

中央-偕行社記事臨時増刊-7 偕行社記事　臨時増刊　第１～３号　大３ -



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事臨時増刊-8 偕行社記事　臨時増刊　第４～５号　大３ -

中央-偕行社記事臨時増刊-9 偕行社記事　臨時増刊　第３号　付録　（青島事情）　大３ -

中央-偕行社記事臨時増刊-10 偕行社記事　臨時増刊　第１１～２０号　大３～４ -

中央-偕行社記事臨時増刊-11 偕行社記事　臨時増刊　付録　第１５号　大４ -

中央-偕行社記事臨時増刊-12 偕行社記事　臨時増刊　第２１～２５号　大４ -

中央-偕行社記事臨時増刊-13 偕行社記事　臨時増刊　第２４～４３号　大４ -

中央-偕行社記事臨時増刊-14 偕行社記事　臨時増刊　第３０～３４号　大４ -

中央-偕行社記事臨時増刊-15 偕行社記事　臨時増刊　第３６～４０号　大４ -

中央-偕行社記事臨時増刊-16 偕行社記事　臨時増刊　第４１～４５号　大４ -

中央-偕行社記事臨時増刊-17 偕行社記事　臨時増刊　付録　７４．８０．８１号　大６ -

中央-偕行社記事臨時増刊-17_2
偕行社記事　臨時増刊　付録　第８０．８２．８３　各号付録　大正
６．６～６

-

中央-偕行社記事臨時増刊-18 偕行社記事　臨時増刊　７８～８５　大６ -

中央-偕行社記事臨時増刊-19 偕行社記事　臨時増刊　付録　８２～８３号　大６ -

中央-偕行社記事臨時増刊-20 偕行社記事　臨時増刊　８６～９６号　大６．１２～７．１２ -

中央-偕行社記事臨時増刊-20_2 偕行社記事　臨時増刊　第９２号　付録　大正７．６ -

中央-偕行社記事臨時増刊-21 偕行社記事　臨時増刊　－列強戦乱情報－ -

中央-偕行社記事臨時増刊-22 偕行社記事　臨時増刊　４６～５０号　大４．１２～５．１ -

中央-偕行社記事臨時増刊-23 偕行社記事　臨時増刊　第５２～５９号　大５ -

中央-偕行社記事臨時増刊-24 偕行社記事　臨時増刊　付録　５４号　大５ -

中央-偕行社記事臨時増刊-24_2 偕行社記事　臨時増刊　第５４号付録　大正５．３．１５ 偕行社

中央-偕行社記事臨時増刊-25 偕行社記事　臨時増刊　付録　第５５号　大５ -

中央-偕行社記事臨時増刊-25_2 偕行社記事　臨時増刊　第５６号付録　大正５．４ -

中央-偕行社記事臨時増刊-26 偕行社記事　臨時増刊　６４～７０号　大５ -

中央-偕行社記事臨時増刊-27 偕行社記事　臨時増刊　付録　第６６号　大５ -

中央-偕行社記事臨時増刊-27_2
偕行社記事　臨時増刊　第６５．６７．６８．６９号　付録　大正５．７
～９月

-

中央-偕行社記事臨時増刊-28 偕行社記事　臨時増刊　第７１～７４号　大５ -

中央-偕行社記事臨時増刊-29 偕行社記事　臨時増刊　付録　第７３号　大５ -

中央-偕行社記事臨時増刊-30 偕行社記事　臨時増刊　付録　８９～９５号　大７ -

中央-偕行社記事臨時増刊-31 偕行社記事　臨時増刊　付録　第９６号　大７．１０ -

中央-偕行社記事臨時増刊-32 偕行社記事　臨時増刊　付録　第９７号　大７．１１ 臨時増刊Ｎｏ．２０－２と差し換え

中央-偕行社記事臨時増刊-33
特偕行社記事臨時増刊第８２・８３号附録　欧州戦争概要　１９１６
年　巴里幹方面の部（羅馬尼方面を除く）亜細亜土耳方面の部
住谷悌史資料

偕行社

中央-偕行社記事特報-0_1 偕行社　特報　第１～６号　昭和１０．７～１２月 -

中央-偕行社記事特報-0_2 偕行社　特報　第７～１２号　昭和１１．１～６月 -

中央-偕行社記事特報-0_3
偕行社　特報　第１３～１８号（第１４号附録を含む）昭和１１．７～１
２月

-

中央-偕行社記事特報-0_4 偕行社　特報　第１９～２４号　昭和１２．１～６月 -

中央-偕行社記事特報-1 偕行社　特報　第２５号　昭１２．７ 偕行社



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事特報-1_2 偕行社　特報　第２６～２７号　昭和１２．８～９月 -

中央-偕行社記事特報-2 偕行社　特報　第２８号　昭１２．１０ 偕行社

中央-偕行社記事特報-3 偕行社　特報　第２９号　昭１２．１２ 偕行社

中央-偕行社記事特報-4 偕行社　特報　第３０～３２号　昭１３．１～３ 偕行社

中央-偕行社記事特報-5 偕行社　特報　第３３～３４号　昭１３．４～５ 偕行社

中央-偕行社記事特報-6 偕行社　特報　第３４号　昭１３．５ 偕行社

中央-偕行社記事特報-7 偕行社　特報　第３５～４０号　昭１３．６ 偕行社

中央-偕行社記事特報-8 偕行社　特報　第３７～３８号　昭１３．８～９ 偕行社

中央-偕行社記事特報-9 偕行社　特報　第４１号　昭１３．１２ 偕行社

中央-偕行社記事特報-10 偕行社　特報　第４１号　昭１３．１２ 偕行社

中央-偕行社記事特報-11 偕行社　特報　第４２～４５号　昭１４．１～４ 偕行社

中央-偕行社記事特報-12 偕行社　特報　第４３号　昭１４．２ 偕行社

中央-偕行社記事特報-13 偕行社　特報　第４６号　昭１４．５ 偕行社

中央-偕行社記事特報-14 偕行社　特報　第４６～４８号　昭１４．５～７ 偕行社

中央-偕行社記事特報-15 偕行社　特報　第４９号　昭１４．８ 偕行社

中央-偕行社記事特報-16 偕行社　特報　第４９号　昭１４．８ 偕行社

中央-偕行社記事特報-17 偕行社　特報　第５０～５３号　昭１４．９～１２ 偕行社

中央-偕行社記事特報-18 偕行社　特報　第５４～５８号　昭１５．１～５ 偕行社

中央-偕行社記事特報-19 偕行社　特報　第５９～６２号　昭１５．６～９ 偕行社

中央-偕行社記事特報-20 偕行社　特報　第６０～６５号　昭１５．１０～１２ 偕行社

中央-偕行社記事特報-21 偕行社　特報　第５８号　昭１５．５ 偕行社

中央-偕行社記事特報-22 偕行社　特報　第５９号　昭１５．６ 偕行社

中央-偕行社記事特報-23 偕行社　特報　第６６～６８号　昭１６．１～３ 偕行社

中央-偕行社記事特報-24 偕行社　特報　別冊　昭和１５．１０ -

中央-偕行社記事特報-25 偕行社特報　第４５号　住谷悌史資料 偕行社編纂部

中央-偕行社記事偕行-1 偕行　昭和３１年版 偕行会

中央-偕行社記事偕行-2 偕行　昭和３２年版 偕行会

中央-偕行社記事偕行-3 偕行　昭和３３年版 偕行会

中央-偕行社記事偕行-4 偕行　昭和３４．１～３４．１２（３４年版） 偕行社

中央-偕行社記事偕行-5 偕行　昭和３５年版 偕行社

中央-偕行社記事偕行-6 偕行　昭和３６．１～３６．１２（３６年版） 偕行社

中央-偕行社記事偕行-7 偕行　昭和３７．１～３７．１２（３７年版） 偕行社

中央-偕行社記事偕行-8 偕行　昭和３８．１～３８．１２（３８年版） 偕行社

中央-偕行社記事偕行-9 偕行　昭和３９．１～３９．１２（３９年版） 偕行社

中央-偕行社記事偕行-10 偕行　昭和４０．１～１２（４０年版） 偕行社

中央-偕行社記事偕行-11 偕行　昭和４１．１．１～１２．１（４１年版） 偕行社



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事偕行-12 偕行　昭和４２．１．１～１２．１（４２年版） 偕行社

中央-偕行社記事偕行-13 偕行　昭和４３．１．１～１２．１（４３年版） 偕行社

中央-偕行社記事偕行-14 偕行　昭和４４．１～４４．６ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-15 偕行　昭和４４．７～４４．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-16 偕行　昭和４５．１～４５．６ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-17 偕行　昭和４５．７～４５．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-18 偕行　昭和４６．１～４６．６ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-19 偕行　昭和４６．７～４６．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-20 偕行　昭和４７．１～４７．６ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-21 偕行　昭和４７．７～４７．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-22 偕行　昭和４８．１～４８．６ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-23 偕行　昭和４８．７～４８．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-24 偕行　昭和４９．１～４９．４ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-25 偕行　昭和４９．５～４９．８ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-26 偕行　昭和４９．９～４９．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-27 偕行　昭和５０．１～５０．４ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-28 偕行　昭和５０．５～５０．８ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-29 偕行　昭和５０．９～５０．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-30 偕行　昭和５１．１～５１．４ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-31 偕行　昭和５１．５～５１．８ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-32 偕行　昭和５１．９～５１．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-33 偕行　昭和５２．２～５２．５ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-34 偕行　昭和５２．６～５２．８ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-35 偕行　昭和５２．９～５２．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-36_1 偕行　臨時増刊　昭和５２．１１．３ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-36_2 偕行　臨時増刊　昭和５２．１１．３ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-37 偕行　昭和５３．１～５３．３ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-38 偕行　昭和５３．４～５３．６ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-39 偕行　昭和５３．８～５３．１０ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-40 偕行　昭和５３．１１～５３．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-41 偕行　昭和５４．１～５４．３ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-42 偕行　昭和５４．４～５４．６ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-43 偕行　昭和５４．７～５４．９ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-44 偕行　昭和５４．１０～５４．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-45 偕行　昭和５５．１～５５．３ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-46 偕行　昭和５５．４～５５．６ 偕行社



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事偕行-47 偕行　昭和５５．７～５５．９ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-48 偕行　昭和５５．１０～５５．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-49 偕行　第３６１～３６４号　昭和５６．１～５６．４ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-50 偕行　第３６５～３６８号　昭和５６．５～５６．８ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-51 偕行　第３６９～３７２号　昭和５６．９～５６．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-52 偕行　第３７３～３７６号　昭和５７．１～５７．４ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-53 偕行　第３７７～３８０号　昭和５７．５～５７．８ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-54 偕行　第３８１～３８４号　昭和５７．９～５７．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-55 偕行　第３８５～３８８号　昭和５８．１～５８．４ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-55_2 偕行　第３８９号　昭和５８．５月 -

中央-偕行社記事偕行-56 偕行　第３９０～３９２号　昭和５８．６～５８．８ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-57 偕行　第３９３～３９６号　昭和５８．９～５８．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-58 偕行　第３９７～４００号　昭和５９．１～５９．４ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-59 偕行　第４０１～４０３号　昭和５９．５～５９．７ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-59_2 偕行　第４０４号　昭和５９．８月 -

中央-偕行社記事偕行-60 偕行　第４０５～４０８号　昭和５９．９～５９．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-61 偕行　第４０９～４１２号　昭和６０．１～６０．４ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-62 偕行　第４１３～４１６号　昭和６０．５～６０．８ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-63 偕行　第４１７～４２０号　昭和６０．９～６０．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-64 偕行　第４２１～４２４号　昭和６１．１～６１．４ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-65 偕行　第４２５～４２７号　昭和６１．５～６１．７ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-65_2 偕行　第４２９号　昭和６１．９月 -

中央-偕行社記事偕行-66 偕行　第４３０～４３２号　昭和６１．１０～６１．１２ 偕行社

中央-偕行社記事偕行-66_2 偕行　第４３３．４３４号　昭和６２．１～２月 -

中央-偕行社記事偕行-67 偕行　第４３５～４３７号　昭和６２．３～５月 -

中央-偕行社記事偕行-68 偕行　第４３８～４４０号　昭和６２．６～８月 -

中央-偕行社記事偕行-69 偕行　第４４１～４４４号　昭和６２．９～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-70 偕行　第４４５～４４８号　昭和６３．１～４月 -

中央-偕行社記事偕行-71 偕行　第４４９～４５２号　昭和６３．５～８月 -

中央-偕行社記事偕行-72 偕行　第４５３～４５６号　昭和６３．９～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-73 偕行　第４５７～４６１号　昭和６４．１～平成１．５ -

中央-偕行社記事偕行-73_2 偕行　第４７２号　平成１年４月 -

中央-偕行社記事偕行-74 偕行　第４６３～４６６号　平成１．７～１０月 -

中央-偕行社記事偕行-75 偕行　第４６７～４７０号　平成１．１１～平成２．２ -

中央-偕行社記事偕行-76 偕行　第４７１～４７４号　平成２．３～６月 -

中央-偕行社記事偕行-77 偕行　第４７５～４７８号　平成２．７～１０月 -



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事偕行-78 偕行　第４７９～４８２号　平成２．１１～３．２月 -

中央-偕行社記事偕行-79 偕行　第４８３～４８６号　平成３．３～３．６月 -

中央-偕行社記事偕行-80 偕行　第４８７～４９０号　平成３．７～３．１０月 -

中央-偕行社記事偕行-81 偕行　第４９１～４９４号　平成３．１１～ -

中央-偕行社記事偕行-82 平成４年３月　偕行　第４９５号 -

中央-偕行社記事偕行-83 平成４年８月～１２月　偕行　第５００～第５０４号 -

中央-偕行社記事偕行-84 平成５年１月～６月　偕行　第５０５～第５１０号 -

中央-偕行社記事偕行-85 平成５年７月～１２月　偕行　第５１１～第５１６号 -

中央-偕行社記事偕行-86 平成８年１月～６月　偕行　第５４１～第５４６号 -

中央-偕行社記事偕行-87 平成８年７月～１２月　偕行　第５４７～第５５２号 -

中央-偕行社記事偕行-88 偕行　第４４５号～第４５０号　昭和６３年１月～６月 -

中央-偕行社記事偕行-89 偕行　第４５１号～第４５６号　昭和６３年７月～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-90 偕行　第４５７号～第４６２号　平成１年１月～６月 -

中央-偕行社記事偕行-91 偕行　第４６３号～第４６８号　平成１年７月～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-92 偕行　第５５３号～第５５８号　平成９年１月～６月 -

中央-偕行社記事偕行-93 偕行　第５５９号～第５６４号　平成９年７月～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-94 偕行　第４６９号～第４７４号　平成２年１月～６月 -

中央-偕行社記事偕行-95 偕行　第４７５号～第４８０号　平成２年７月～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-96 偕行　第４８１号～第４８６号　平成３年１月～６月 -

中央-偕行社記事偕行-97 偕行　第４８７号～第４９２号　平成３年７月～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-98 偕行　第４９３号～第４９８号　平成４年１月～６月 -

中央-偕行社記事偕行-99 偕行　第４９９号～第５０４号（第５０２号欠）　平成４年７月～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-99_2 偕行　第５０２号　平成４年１０月 -

中央-偕行社記事偕行-100 偕行　第５０５号～第５１０号　平成５年１月～６月 -

中央-偕行社記事偕行-101 偕行　第５１１号～第５１６号　平成５年７月～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-102 偕行　第５１７号～第５２２号　平成６年１月～６月 -

中央-偕行社記事偕行-103 偕行　第５２３号～第５２８号　平成６年７月～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-104 偕行　第５２９号～第５３４号　平成７年１月～６月 -

中央-偕行社記事偕行-105 偕行　第５３５号～第５４０号　平成７年７月～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-106 偕行　第５５３号～第５５８号　平成９年１月～６月 -

中央-偕行社記事偕行-107 偕行　第５５９号～第５６４号　平成９年７月～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-108 偕行　第５６５号～第５７０号　平成１０年１月～６月 -

中央-偕行社記事偕行-109 偕行　第５７１号～第５７６号　平成１０年７月～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-110 偕行　第５７７号～第５８２号　平成１１年１月～６月 -

中央-偕行社記事偕行-111 偕行　第５８３号～第５８８号　平成１１年７月～１２月 -

中央-偕行社記事偕行-112 偕行　第５８９号～第５９４号　平成１２年１月～６月 偕行社



令和５年１月１２日

中央-偕行社記事偕行-113 偕行　第５９５号～第６００号　平成１２年７月～１２月 偕行社

中央-偕行社記事偕行-114 偕行　第６０１号～第６０６号　平成１３年１月～６月 偕行社

中央-偕行社記事偕行-115 偕行　第６０７号～第６１２号　平成１３年７月～１２月 偕行社

中央-偕行社記事偕行-116 偕行　第６１３号～第６１８号　平成１４年１月～６月 偕行社

中央-偕行社記事偕行-117 偕行　第６１９号～第６２４号　平成１４年７月～１２月 偕行社

中央-偕行社記事その他-1 仙台偕行社　新増築図（９面）　明治末年 -

中央-偕行社記事その他-2 隣邦軍事研究の参考　第１．２号　昭和８．３～４ 偕行社

中央-偕行社記事その他-4 隣邦軍事研究の参考　第５．７号　昭和８．７～９ 偕行社

中央-偕行社記事その他-6 隣邦軍事研究の参考　第８．９号　昭和８．１０～１１ 偕行社

中央-偕行社記事その他-8 隣邦軍事研究の参考　第１５．１７号　昭和９．５～７ 偕行社

中央-偕行社記事その他-11 隣邦軍事研究の参考　第３０．３６号　昭和１０．１０～１１．４ 偕行社

中央-偕行社記事その他-15 隣邦軍事研究の参考　第６６．６９．７７号　昭和１３．１０～１４．９ 偕行社

中央-偕行社記事その他-16 隣邦軍事彙報　第１号　昭和１６．７ 偕行社

中央-偕行社記事その他-17 隣邦軍事彙報　第２号　昭和１６．８ 偕行社

中央-偕行社記事その他-18 隣邦軍事彙報　第４～６号　昭和１６．９～１０ 偕行社

中央-偕行社記事その他-18_2 隣邦軍事彙報　第７号　昭和１６．１ 偕行社

中央-偕行社記事その他-19 隣邦軍事彙報　第８号　昭和１６．１１ 偕行社

中央-偕行社記事その他-20 隣邦軍事彙報　第９号　昭和１６．１２ 偕行社

中央-偕行社記事その他-21 隣邦軍事彙報　第１０．１１号　昭和１７．１～２ 偕行社

中央-偕行社記事その他-22 隣邦軍事彙報　第１２～１４号　昭和１７．３～５ 偕行社

中央-偕行社記事その他-22_2 隣邦軍事彙報　第１３号　昭和１７．４ 偕行社

中央-偕行社記事その他-23 隣邦軍事彙報　第１５～１７号　昭和１７．６～８ 偕行社

中央-偕行社記事その他-24 隣邦軍事彙報　第１８～２０号　昭和１７．９～１１ 偕行社

中央-偕行社記事その他-25 隣邦軍事彙報　第２１～２３号　昭和１８．１～３ 偕行社

中央-偕行社記事その他-27 隣邦軍事彙報　第２５号　昭和１８．５ 偕行社

中央-偕行社記事その他-28 隣邦軍事彙報　第２６号　昭和１８．６ 偕行社

中央-偕行社記事その他-29 隣邦軍事彙報　第２７．２８号　昭和１８．７～８ 偕行社

中央-偕行社記事その他-31 隣邦軍事彙報　第３０号　昭和１８．１０ 偕行社

中央-偕行社記事その他-32 昭和２８年　名簿 偕行会発刊

中央-偕行社記事その他-33 日露戦役記念写真帳　昭和１１．３ 偕行社発行

中央-偕行社記事その他-34 合同調弁取扱品目録　大正３年 東京偕行社軍装品部

中央-偕行社記事その他-35 偕行社記事付属第３４６号．３５０号　日露戦　講話録 -

中央-偕行社記事その他-36 偕行社記事第３５８号付属　外国語　明治４０年４月 -

中央-偕行社記事その他-37 大阪偕行社沿革誌 -

中央-偕行社記事その他-38 広島偕行社社員名簿　昭和７年５月１日 広島偕行社

中央-偕行社記事その他-39 隣邦軍事彙報　第３号　住谷悌史資料 偕行社



令和５年１月１２日

中央-終戦処理-1
連合軍司令部の質問に対する戦史関係回答書類索引目録　１／
２　昭２９．３

引揚援護庁復員局資料整理課

中央-終戦処理-2
連合軍司令部の質問に対する戦史関係回答書類索引目録　２／
２

引揚援護庁復員局資料整理課

中央-終戦処理-3
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　１／２６　昭２０．１０．
２９～２０．１１．３

陸軍省軍務局軍務課

中央-終戦処理-4
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　２／２６　昭２０．１２．
１０～２０．１２．２２

第１復員局史実部

中央-終戦処理-5
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　３／２６　昭２０．１１．
３～２１．５．２

第１復員局史実部

中央-終戦処理-6
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　４／２６　昭２１．３．２
～２１．８

復員庁第１復員局

中央-終戦処理-7
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　５／２６　昭２０．１２．
１３

第１復員局大臣官房史実部

中央-終戦処理-8
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　６／２６　昭２１．６．１
２～２１．１２．２０

復員庁史実調査部

中央-終戦処理-9
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　７／２６　昭２２．１．２
３～２２．７．９

復員庁史実調査部

中央-終戦処理-10 連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　８／２６　昭２０．１２ 第１復員省史実部

中央-終戦処理-11
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　９／２６　昭２０．１１．
２０～２５．８

第１復員省史実部

中央-終戦処理-12
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　１０／２６　昭２４．４．
１６～２３．１２．２３

第１復員局資料整理部

中央-終戦処理-13
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　１１／２６　昭２４．３．
９～２４．１２．２８

引揚援護庁第１復員局資料整
理部

中央-終戦処理-14
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　１２／２６　昭２５．１．
２０～２５．１２．２８

引揚援護庁第１復員局資料整
理部

中央-終戦処理-15
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　１３／２６　昭２６．１．
１７～２７．１２．３１

第１復員局資料整理部

中央-終戦処理-16
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　１４／２６　昭２７．１．
１３～２７．１２．３１

引揚援護庁復員局資料整理部

中央-終戦処理-17
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　１５／２６　昭２８．１．
２６～２８．１２．１０

引揚援護庁復員局整理課長

中央-終戦処理-18
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　（教育）１６／２６　昭２
０．８．１５～２１．６．１０

教育総監部

中央-終戦処理-19
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　（教育）１７／２６　昭２
０．９．２０

教育総監部

中央-終戦処理-20
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　（教育）１８／２６　昭２
０．８．３０～２０．９．８

教育総監部

中央-終戦処理-21
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　（教育）１９／２６　昭２
０．８～２０．９

教育総監部

中央-終戦処理-22
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　（教育）２０／２６　昭２
０．８～２０．９

教育総監部

中央-終戦処理-23
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　（教育学校）２１／２６
昭２０．９．１８～２０．１１．２７

教育総監部

中央-終戦処理-24
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　（教育学校）２２／２６
昭２１．６．１１

教育総監部

中央-終戦処理-25
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　（教育）２３／２６　昭２
０．８．３０

教育総監部

中央-終戦処理-26
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　（教育）２４／２６　昭２
０．８～

教育総監部

中央-終戦処理-27
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　（航空）２５／２６　昭２
０．１０．５～２０．１１．２０

陸軍省軍務局

中央-終戦処理-28
連合軍司令部の質問に対する回答文書綴　（航空）２６／２６　昭２
１．１．３１～

第１復員省

中央-終戦処理-29 終連報甲綴　１／９　昭２１．１．３１～２１．３．３１ 第１復員局史実調査部

中央-終戦処理-30 終連報甲綴　２／９　昭２１．４．１～２１．４．３０ 復員局史実部第１班

中央-終戦処理-31 終連報甲綴　３／９　昭２１．５．１～２１．５．３１ 復員局史実部第１班

中央-終戦処理-32 終連報甲綴　４／９　昭２１．６．１～２１．６．２９ 復員局史実調査部第１班

中央-終戦処理-33 終連報甲綴　５／９　昭２１．７．１～２１．８．３１ 復員局史料整理部

中央-終戦処理-34 終連報甲綴　６／９　昭２１．９．１～２１．１０．３１ 復員局史実調査部

中央-終戦処理-35 終連報甲綴　７／９　昭２１．１１．１～２１．１１．３０ 復員局史実調査部

中央-終戦処理-36 終連報甲綴　８／９　昭２１．１２．２～２１．１２．３１ 復員局史実調査部



令和５年１月１２日

中央-終戦処理-37 終連報甲綴　９／９　昭２１．１２．２～２１．１２．３１ 復員局史実調査部

中央-終戦処理-38 終連報丙綴　１／４　昭２１．１．３０～２１．４．３０ 復員局史実調査部第１班

中央-終戦処理-39 終連報丙綴　２／４　昭２１．５．１～２１．８．３１ 復員局史実調査部第１班

中央-終戦処理-40 終連報丙綴　３／４　昭２１．９．３～２２．３．２８ 復員局史実調査部第１班

中央-終戦処理-41 終連報丙報　４／４　昭２２．４．５～２３．２．１０ 第１復員局史料整理部

中央-終戦処理-42 復連報綴　（１）　昭２０．１２．２～２０．１２．３１ 第１復員局史実部

中央-終戦処理-43 復連報綴　（２）　昭２１．１．１～２１．３．２９ 第１復員局史実部

中央-終戦処理-44 終連報綴　昭２０．１１．２１～２１．１．２９ 第１復員局史実部

中央-終戦処理-45 連絡報綴　昭２１．６．１６～２７．４．３０
復員庁第２復員局総務部総務
課

中央-終戦処理-46 終戦記録　（朝日新聞社編）　昭２０．７．２６～２０．８．２０ 朝日新聞社

中央-終戦処理-47
終戦記録　１／２　議会への報告並に重要公文書集　昭２０．７．２
６～２０．９．２

朝日新聞社

中央-終戦処理-48
終戦記録　２／２　議会への報告並に重要公文書集　昭２０．７．２
６～２０．９．２

朝日新聞社

中央-終戦処理-49 レンバン島漂流記　昭２０．１２．９～２１．６．１５
軍医中尉　井上頼重　（第３７師
団歩兵第２２６連隊）

中央-終戦処理-51 美山要藏日記　新日本之道　（複製）　昭２０．８．１０～２０．１０．６ 美山　要藏

中央-終戦処理-52 美山大佐終戦メモ　新日本之道 美山　要藏

中央-終戦処理-53 連合軍司令部に対する報告書類　昭和２３～２４ 復員局

中央-終戦処理-54 第１８軍の状況報告　昭和２１．１．７ 第１復員局

中央-終戦処理-56 終戦時に於ける経過 第１復員局　（小林谷少佐）

中央-終戦処理-57 最近の米華経済関係　昭和２１．１ -

中央-終戦処理-59 極東国際軍事裁判史 第１復員局

中央-終戦処理-60 戦争の終局　第２章　昭和２２．１１．１０ 第１復員局　（中村稿）

中央-終戦処理-61 戦争の終局　（第１章敗戦） 第１復員局

中央-終戦処理-62 戦争の終局　（前文及第１章） 第１復員局

中央-終戦処理-63 戦争の終局 第１復員局

中央-終戦処理-64 極東国際裁判答弁　準備資料証人用 第１復員局

中央-終戦処理-65 昭和２１年春頃に於ける情勢大観　昭和２１．３．２５ 第１復員局

中央-終戦処理-66
第１２方面軍司令官　隷下部隊復員に関する規定　（案）　昭和２
０．８

-

中央-終戦処理-67 日本民族復興の具体策　要綱 -

中央-終戦処理-68
極東軍事裁判．検事側提出書類　「蘭領印度と日本間の通商関
係」　昭和１５～１６

-

中央-終戦処理-69 戦争裁判弁護資料　支那事変関係其の１ -

中央-終戦処理-70 戦争裁判弁護資料　大東亜戦争関係弁護資料 第１復員省

中央-終戦処理-71 連合国軍調査関係綴　（高射関係資料）　昭２０ -

中央-終戦処理-72 戦争裁判参考資料　支那事変発生の経緯 第１復員省史実部

中央-終戦処理-73 戦争裁判弁護資料　支那事変発生の経緯 第１復員省史実部

中央-終戦処理-74 戦争裁判弁護資料　支那事変発生の経緯 第１復員省史実部

中央-終戦処理-75 戦争裁判弁護資料　参考文書 第１復員省
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中央-終戦処理-76 戦争裁判弁護資料　（国策関係．対支．対ソ関係弁護資料） -

中央-終戦処理-77 第５８師団　復員省留守業務部付より帰宅迄の記 陸軍大尉　吉田喜徳

中央-終戦処理-78
復員官署及世話課　保管戦史関係資料綴　昭２０．８．１５以後調
製

第１復員局

中央-終戦処理-79 大本営復員に際し梅津参謀総長の訓示　昭２０．９．１３ -

中央-終戦処理-80 戦争終結に伴ふ今後の大観と帝国に就て　昭２０．９．１５ 杉田　一次

中央-終戦処理-81 隷下官衙学校軍隊等に関する件　昭２０ -

中央-終戦処理-82 復員関係外地情況　昭２０．１０．１５～２１．１．１１ 復員省渉外課等

中央-終戦処理-83 復員省報綴　昭２０．１２．１２～２１．４．１３ 復員省渉外課

中央-終戦処理-84 復員関係資料綴　昭２１．１．８～２４．１２ 復員省資料課

中央-終戦処理-85 終戦書類綴　昭２１．３以降 南方総軍　小島中佐

中央-終戦処理-86_1 八原大佐に対する質問回答 第３２軍参謀

中央-終戦処理-86_2
八原大佐に対する連合国最高司令官　総司令部戦史課の質問並
に回答

第３２軍参謀

中央-終戦処理-87 第２軍終戦前後の実相
第２軍参謀　陸軍中佐　了戒次
男

中央-終戦処理-88 第１軍復員史料　昭２０．５～２０．８．１８ 第１軍参謀　伊藤一朗中佐

中央-終戦処理-89 西部ニューギニヤ復員前後の状況 マノクワリ支隊

中央-終戦処理-90 原子爆弾の損害調査資料　昭２４．１１．２ -

中央-終戦処理-91 終戦復員史の関する資料 武部　眞津生

中央-終戦処理-92 陳述書　巻１ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-93 陳述書　巻１ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-94 陳述書　巻１ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-95 陳述書　巻２　（其の１） ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-96 陳述書　巻２　（其の１） ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-97 陳述書　巻２　（其の１） ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-98 陳述書　巻２　（其の１） ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-99 陳述書　巻２　（其の２） ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-100 陳述書　巻２　（其の２） ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-101 陳述書　巻２　（其の２） ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-102 陳述書　巻３ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-103 陳述書　巻３ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-104 陳述書　巻３ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-105 陳述書　巻３ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-106 陳述書　巻３ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-107 陳述書　巻３ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-108 陳述書　巻４ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-109 陳述書　巻５ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-110 陳述書　第６章関係書類　（陳述書整理米側原本） ＧＨＱ戦史課
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中央-終戦処理-111 陳述書　第６章テキスト整理資料　（陳述書整理米側原本） ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-112 南東太平洋方面　陳述書　昭和３２．１１．１１ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-113 陳述書米側の原本綴　（大本営陸軍部第２課長　服部卓四郎他） ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-114 陳述書綴　（富岡定俊．宮崎周一　その他） ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-115 戦争指導関係陳述書　其１ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-116 戦争指導関係陳述書　其２ ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-117 陳述書　第６章に関連する米側尋問綴　（米側原本） ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-210 大本営関係者対米軍陳述書
大本営参謀　陸軍大佐　杉田一
次　他

中央-終戦処理-211 米軍に対する陳述書　比島捷号作戦　陸軍航空関係 第１復員局

中央-終戦処理-212 終戦時における内外地第一線軍隊の概観 厚生省引揚援護局　史料室

中央-終戦処理-213
有末機関報綴（第２２９号～第４６９号）　自昭２０．１０．１７～至昭
２０．１１．３０

史実部第１班

中央-終戦処理-214 「マ」司令部調査回答綴 有末機関

中央-終戦処理-215_2
各都道府県原議　元軍用地に関する調査報告書　昭和２０．１２．
末

農林省開拓局管理課

中央-終戦処理-216 復員者．遺家族の思想動向に対する考察の一端　昭和２１．７．１ 第１復員局資料課

中央-終戦処理-217 南方に残された作業隊員の叫び　昭和２１．１０．５ 第１復員局資料課

中央-終戦処理-218 服部卓四郎大佐口述　南方統帥　昭和２３．６．１６ -

中央-終戦処理-219 終戦機関連絡報綴　昭和２０．９ 軍務課

中央-終戦処理-220
参謀長会同席上に於ける交通部長口演要旨　（内地．外地の復員
に関する鉄道関係）　昭和２０．１０．１２

陸軍省

中央-終戦処理-221
九州地区出張報告　（軍需品処理．復員連合軍進駐状況等）　昭
和２０．１１．１４

九州派遣団

中央-終戦処理-222 米軍進駐概況要図　（本土関係）　昭和２０年１２月初旬 第１復員局資料課

中央-終戦処理-223
復員者．未復員者家族及遺家族等の生計其他の概況に就て　昭
和２１．５．６

第１復員局資料課

中央-終戦処理-224 陸海軍間の協同関係に関する質問回答（案） 第１復員局史実部第１課

中央-終戦処理-225 戦争指導関係陳述書　其の３　（木戸日記写） ＧＨＱ歴史課

中央-終戦処理-226 陳述書　第６巻 ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-227 陳述書　第７巻 ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-228 陳述書　第８巻 ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-229 陳述書　第９巻 ＧＨＱ戦史課

中央-終戦処理-230 敗戦の真因　昭和２１．２．２６ 片倉　衷

中央-終戦処理-231 第１８方面軍終戦日記　昭和２０．８．３０～２０．１２．２５
ｉ８ＨＡ司令官　陸軍中将　中村
明人

中央-終戦処理-232 復員日記　昭和３２　秋 陸軍省副官　美山要藏

中央-終戦処理-233
第１軍復員史料　元．第１軍参謀陸軍中佐　伊藤一朗　昭和３０．
２稿

厚生省引揚援護局　史料室

中央-終戦処理-234 軍需品処理調査中央委員会　昭和２０．８．１５ 軍事課長

中央-終戦処理-235 日本国家再建方策　昭和２０年 松谷　誠

中央-終戦処理-236 終戦時資料　昭和２０．８．１５ 松谷史料

中央-終戦処理-237
復員史資料　旧兵務局並に軍部会議関係状況　昭和２０．８～２
２．７

-

中央-終戦処理-238 旧兵務局並に軍法会議関係状況　昭和２０～２１年 復員史資料
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中央-終戦処理-239 復員規定　昭和２０．９～２１．１ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-終戦処理-240 復員規定　昭和２１年 パレンバン防衛司令部

中央-終戦処理-241 戦後処理に関する調査研究　昭和２１．１ 松谷　誠

中央-終戦処理-242 日本経済再建方策案　昭和２１．９ 松谷　誠

中央-終戦処理-243 日本再建の為将来の目途に関する研究　昭和２０．１０ 松谷　誠

中央-終戦処理-244 綜合研究　昭和２２．５ 松谷　誠

中央-終戦処理-245 平和会議と復興計画　昭和２２年春 松谷　誠

中央-終戦処理-246 情勢観察と方途　昭和２３．１２ 松谷　誠

中央-終戦処理-247
占領地政策　連合国の遺産等の調査（蘭印）その１　昭和２２．７～
２４．７

-

中央-終戦処理-248
占領地政策　連合国の遺産等の調査（蘭印）その２　昭和２２．７．
２４．７

-

中央-終戦処理-249
占領地政策　連合国の遺産等の調査（蘭印）その３　昭和２２．７．
２４．７

-

中央-終戦処理-250
占領地政策　連合国の遺産等の調査（蘭印）その４　昭和２１～２３
年

-

中央-終戦処理-251
占領地政策　連合国の遺産等の調査（蘭印）その５　昭和２１～２３
年

-

中央-終戦処理-252
占領地政策　連合国の遺産等の調査（仏印．サイゴン等）　昭和２
１．２～２４．４

-

中央-終戦処理-253 来翰綴　その１　昭和２７．１～３ 調査班

中央-終戦処理-254 来翰綴　その２　昭和２７．４～５ 調査班

中央-終戦処理-255 来翰綴　その３　昭和２７．６～８ 調査班

中央-終戦処理-256 来翰綴　昭和２７．９～１２ 調査班

中央-終戦処理-257 発（来）翰綴　昭和２６．１～２７．４ 留守業務部

中央-終戦処理-258
占領地政策　連合国の遺産等の調査（マレー）　昭和２２．１２～２
３．２

-

中央-終戦処理-259 合調（招致調査）　昭和３０年度 独歩７８５大隊（東部復員局）

中央-終戦処理-260 合同調査資料 歩兵第１７８連隊

中央-終戦処理-261 復員に関する規定綴　昭和２０．１１．１２～２１．７．２９ 正（翔）兵団

中央-終戦処理-262 第１４５警備大隊調査成果　昭和２３～２７年 滋賀県世話課長

中央-終戦処理-263 第６３師団第６７旅団司令部　部隊状況調査書 舞鶴引揚援護局

中央-終戦処理-264 借用兵器に関する書類　昭和２０．１１ 旧第２０軍兵器部

中央-終戦処理-265 分散建築房屋呈?清冊　昭和 第５野戦航空修理廠

中央-終戦処理-266 建物引継証（３部）　昭和２０．１０ 独立混成第８３旅団砲兵隊

中央-終戦処理-267 憲兵司令官隷下部隊復員等に関する規定　昭和２０．９ -

中央-終戦処理-268 陳述書綴　昭和２２．１２～２４．３ 南方軍及び１４ＨＡ．４ＦＡ

中央-終戦処理-269 終戦詔書史観謹解　昭和４２．７ 高嶋少将史料

中央-終戦処理-270 一般器材整理表　昭和 パレンバン防衛司令部

中央-終戦処理-271 南方押収還送資材調書　昭和２０．１０ 資材課

中央-終戦処理-272 着信簿　昭和２０．１０～１１ 電報班

中央-終戦処理-273 陸軍技術研究所之部　昭和２０．８．３０ -

中央-終戦処理-274 作大別主要部隊人員一覧表　昭和２０．１２ -
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中央-終戦処理-275 満鮮．樺太．千島資料　昭和２０．４．１ 復員省

中央-終戦処理-276 技術整理部関係　昭和２１．６ 造兵廠

中央-終戦処理-277 大阪陸軍造兵廠転換使用許可申請　昭和２０．１１ 汽車製造（株）

中央-終戦処理-278 馬匹　矢門　岳口市　地区各部隊引継書　昭和２０．１０ 第１３２師団獣医部

中央-終戦処理-279 兵科別　固有名　通称号　索引表　昭和２１．１１ 中華班

中央-終戦処理-280 獣医残務整理に関する綴　昭和２１．１．２１ -

中央-終戦処理-281 連合軍司令部回答書類綴　昭和２０．１１．１５ -

中央-終戦処理-282 衛生材料引継目録　昭和２３．８ 独立歩兵第５３大隊

中央-終戦処理-283 戦史関係資料綴　（１９４５．８．１５以前）　昭和２５．３ 復員局

中央-終戦処理-284 対連合国折衝綴　其の（４１）　昭和２５．７．１２ 連絡課

中央-終戦処理-285 業務参考綴　昭和２０．４．６～２０．１０．７ 岸曹長

中央-終戦処理-286 陸密綴　昭和２０．８～２０．１０ 陸軍大臣

中央-終戦処理-287 関・情報部（その２）　昭和２５．１２．５ 第３課第２班長

中央-終戦処理-288
未帰還者等に関する調査　整理実施要領（草案）　昭和２９．４．１
０

-

中央-終戦処理-289
未帰還者等に関する調査　整理実施要領（草案）　昭和２９．４．１
０

-

中央-終戦処理-290 緊急調査に関する書類　昭和２０．１０ 西部支庁

中央-終戦処理-291 渉外関係（修理廠・天文台）兵器関係書類　昭和２０．９ 魁連絡班

中央-終戦処理-292 大良地区軍需品（経理関係）引継書　昭和２１．９ 波集団司令部

中央-終戦処理-293 所感綴　昭和２２年度 函館上陸支局

中央-終戦処理-294 第１４２警備大隊合同調査の成果　昭和２７．２ 奈良県民生部世話課長

中央-終戦処理-295 神奈川県下で発生した発砲射殺等事件書類　昭和２０．９～１０ 神奈川県知事

中央-終戦処理-296 書類亡失理由書　昭和２１．３ 独立警備歩兵第３３大隊

中央-終戦処理-297 南方工民軍編成装備等に関する回答　昭和２１．４ 資材課　林中佐

中央-終戦処理-298 連合軍の質問に対する回答綴　昭和２２．１１ -

中央-終戦処理-299 第１２４師団歩兵第２７３連隊概況表　昭和２５．１ 留守業務部第１課

中央-終戦処理-300
北鮮に於ける旧日本軍兵器軍需品　工場に関する報告　昭和２
６．１０

戦史課日本人課

中央-終戦処理-301 通信調査．未帰還者の調査に対する回答　昭和２６年 関東第１建設隊

中央-終戦処理-302 協同合同調査資料　昭和３０．９ 第１１７師団輜重隊

中央-終戦処理-303 綏芬河邦人既住者の資料概況　昭和３１．３ 厚生省

中央-終戦処理-304
関東軍憲兵隊通信調査綴（１／２）　（第１１次帰還者憲兵関係全
員１５４名）　昭和３２．３

-

中央-終戦処理-305
関東軍憲兵隊通信調査綴　（第１１次帰還者憲兵関係全員１５４
名）　昭和３２．３

-

中央-終戦処理-306 現代の混乱と終戦史観　昭和５０．１０ 高嶋　辰彦

中央-終戦処理-307 戦後から現在までの留守業務部の機構 -

中央-終戦処理-308
舞鶴業務部において取得した収容所関係　個人資料及その観察
昭和２９．１

-

中央-終戦処理-309 設備機器具調書（民の部）　昭和２０．８．１５　現在 相模陸軍造兵廠

中央-終戦処理-310 主要接収兵器集計表 第１８方面軍
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中央-終戦処理-311 独歩第８１大隊部隊状況調書 舞鶴引揚援護局

中央-終戦処理-312 兵器関係交付目録　昭和２１．２．１ 第２３軍司令部

中央-終戦処理-313 兵器引渡目録　昭和２１．１．１ 第１２師団台南旧第４部隊

中央-終戦処理-314 軍需品引揚目録 台湾陸軍兵器補給廠嘉義分廠

中央-終戦処理-315 引渡兵器目録綴　昭和２０．８．１５ 台湾方面関係部隊

中央-終戦処理-316 引揚者関係資料　昭和２３．４ 末帰還調査部

中央-終戦処理-317 引渡兵器目録　昭和２０．８．１５ 高雄分廠考潭集積所

中央-終戦処理-318 引継目録等　昭和２０年 台湾陸軍兵器補給廠等

中央-終戦処理-319 兵器等現況表 台湾陸軍兵器補給廠台中分廠

中央-終戦処理-320 兵器及弾薬員数表　昭和２０．１０ 小倉陸軍造兵廠

中央-終戦処理-321 兵器引渡目録（器材）　昭和２１．１調 第１２師団

中央-終戦処理-322 広東地区軍需品引継書　昭和２１．１ 波集団司令部

中央-終戦処理-323 軍需品払下調書　昭和２０．９ -

中央-終戦処理-324 軍需品処理調書　昭和２０．８．１５ 第１３師団通信隊

中央-終戦処理-325 軍需品処理調書　（飼料）　昭和２１．４ 鉄道第１４連隊材料廠

中央-終戦処理-326 軍需品処理調書　昭和２０．９ 独立歩兵第５３大隊

中央-終戦処理-327 軍需品処理調書　昭和２０．８．１５ 第６８師団第２野戦病院

中央-終戦処理-328 軍需品処理調書　昭和２０．８．１５ 第６８師団第２野戦病院

中央-終戦処理-329 軍需品処理調書　昭和２０．８．１５ 第６８師団第２野戦病院

中央-終戦処理-330 軍需品処理調書綴　昭和２０．８．１５ 混成第８４旅団関係

中央-終戦処理-331 軍需品処理調書綴　昭和２０．８．１５ 第１５７兵站病院

中央-終戦処理-332 軍需品処理調書綴　昭和２０．８．１５ 独立歩兵１９６大隊

中央-終戦処理-333 軍需品処理調書綴　昭和２１．３ 独立歩兵２４２大隊

中央-終戦処理-334 軍需品処理調書　昭和２１．２．５ 独立歩兵４９９大隊

中央-終戦処理-335 軍需品処理調書　昭和２０．８．１５ 第４気象連隊第２大隊

中央-終戦処理-336 軍需品処理調書　昭和２０．８．１５ 支那方面関係部隊

中央-終戦処理-337 軍需品（被服糧秣）引継目録　昭和２０．１１ 基隆陸軍病院

中央-終戦処理-338 軍需品（被服）交付目録　昭和２０．１２ 独立歩兵第２２０大隊

中央-終戦処理-339 軍需品引継調書　昭和２０．１１ 台湾憲兵隊司令部

中央-終戦処理-340 糧秣最終引継書　昭和２１．３ 歩兵第９９旅団司令部

中央-終戦処理-341 軍需品処理調書付属書類　昭和２０．８～２１．３ 第６野戦飛行場設定司令部

中央-終戦処理-342 軍需品処分調書　昭和２０．１１．２０ 小造残務整理部馬上支部

中央-終戦処理-343 軍需品不当処理状況表　昭和２０．１１．２９ 残務整理部糸山出張所

中央-終戦処理-344 軍需品現在高調書　昭和２０年 東海軍管区城端集積地

中央-終戦処理-345 軍需品等の不正処分調査実施報告　昭和２０．１１．３０ 西軍地方委員小造支部長

中央-終戦処理-346 軍需品引渡目録　昭和２１年 独立自動車第２１３中隊
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中央-終戦処理-347 軍需品処理調書綴　昭和２０．８．１５ 第１３師団関係

中央-終戦処理-348 独歩第８０大隊部隊状況調書 舞鶴引揚援護局

中央-終戦処理-349 移交糧服関係原始清冊 第１１０師団　木村中将

中央-終戦処理-350 兵器．技術　関係調査綴 -

中央-終戦処理-351 終戦事務書類綴　昭和２０年 -

中央-終戦処理-352 引継申送書 独立工兵第４２連隊

中央-終戦処理-353 航空兵器処分調書 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-354 戦史資料調査表（第１８師団） 南方軍復員本部復員課

中央-終戦処理-355 独歩第５８４大隊の行動概要　昭和２９年調 西部復員連絡局

中央-終戦処理-356 独歩第１３７大隊部隊状況調書 舞鶴引揚援護局

中央-終戦処理-357 第３野戦築城隊（部隊資料）　昭和３２．７ 東京都民生局援護部

中央-終戦処理-358 船内糧秣処理証書　昭和２０．８．１５ 復員本部

中央-終戦処理-359 帝国陸軍復員要領　（軍令陸甲第１１６号）　昭和２０．８．１８ 陸軍大臣

中央-終戦処理-360 陸軍技術研究所之部　昭和２０．８．３１ 陸軍兵器行政本部

中央-終戦処理-361 委員会決定事項　昭和２０．１１．５ -

中央-終戦処理-362 調査資料関係綴　昭和２０．１０ 軍事課資材班

中央-終戦処理-363 広東地区移管軍需品（兵器関係）　明細書（航空）　昭和２１．２ 第２３軍司令部

中央-終戦処理-364 外地病院関係資料　昭和２５．８ 中部復員連絡局長

中央-終戦処理-365 大戦中の略奪物件等資料　昭和２６．３調 第１復員局

中央-終戦処理-366 ソ領残留赤十字名簿の統計その観察　昭和２９．１ 復員局留守業務部

中央-終戦処理-367 諸資料綴 -

中央-終戦処理-368 諸資料綴．各地域 -

中央-終戦処理-369 第１２４師団編成状況　昭和３３．４ 復員連絡局

中央-終戦処理-371 燃料脂油処理調書　昭和２０．１１ 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-372 兵器（地上）処分一覧表　昭和２０．８ 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-373 連合国財産関係資料綴其の２　昭和２１年 第３７軍司令部

中央-終戦処理-374 裁判記事参考　昭和２１年 -

中央-終戦処理-375 裁判記事（新聞切抜き） -

中央-終戦処理-376
極東国際軍事裁判速記録　（９４～９６．１５６．３４２～３４９）　昭和
２１．１０

-

中央-終戦処理-377 戦犯裁判書類（抜粋）　昭和２５年 第３７軍（ボルネオ方面）

中央-終戦処理-378 戦争犯罪裁判関係年表　昭和４２年 -

中央-終戦処理-379 連合軍に対する回答雑綴 比島関係等

中央-終戦処理-380 戦争裁判重要案件答弁資料 -

中央-終戦処理-381 下村定　陸軍大臣復員覚書　昭和３０．８ -

中央-終戦処理-382 下村定　陸軍大臣復員覚書　昭和３０．８ -

中央-終戦処理-383 復員関係書類綴　昭和２０．９～１０
パレンバン防衛司令部自動車
隊
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中央-終戦処理-384 部隊概況表（改訂版）　昭和２２．６調査 鮮満残務整理部

中央-終戦処理-385 軍需品処理調書 第６方面軍第１８６飛行場大隊

中央-終戦処理-386 補給廠に於ける兵器業務
名古屋陸軍兵器補給廠残務整
理部

中央-終戦処理-387 中国派遣軍２７Ｄ関係会同成果資料　昭和２５．９ 留守業務部第３課

中央-終戦処理-388 中国派遣軍３Ｄ関係会同成果資料　昭和２５．９ 留守業務部第３課

中央-終戦処理-389 中国派遣軍３４Ｄ　６８Ｄ　１１６Ｄ　関係会同成果資料　昭和２５．９ 留守業務部第３課

中央-終戦処理-390 患者後送系統概況図　昭和２６．１１ 留守業務部

中央-終戦処理-391 後方病院患者流動概況図　昭和２６．１１ 留守業務部第３課

中央-終戦処理-392 調査関係ブロック合同配布書類　昭和２８．９ 留守業務部第３課

中央-終戦処理-393 掖河地区状況資料　昭和２４．７～３０．２ 中部復員連絡局善通寺支部

中央-終戦処理-394 書類焼却証明書　昭和２０．８．１５ 第１１０師団工兵隊

中央-終戦処理-395 復員官署及世話課保管戦史関係資料綴　昭和２０．８．１５以前調 復員局

中央-終戦処理-396 復員官署及世話課保管戦史関係資料綴　昭和２０．８．１５以前調 復員局

中央-終戦処理-397 「マ」指令特別調査第５其の４　織物類 -

中央-終戦処理-398 独歩第７７大隊部隊状況調査書 舞鶴引揚援護局

中央-終戦処理-399 軍需品引渡明細簿　昭和２１．４ 第２０兵站病馬廠　大原支廠

中央-終戦処理-400 軍需品処理調書　昭和２１．５ 独立歩兵第２１８大隊

中央-終戦処理-401 特設警備第４５１大隊資料綴　昭和２４年 留守業務部第１班

中央-終戦処理-402 軍需品処理調書　昭和２０．８～２１．１ 第１６１飛行場大隊

中央-終戦処理-403 兵器処理一覧表　昭和２０．８．２７ 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-404 軍需品引渡目録　昭和２０年 台湾陸軍兵器補給廠

中央-終戦処理-405 軍需品処理調書　昭和２０年 第１１０師団兵器勤務班

中央-終戦処理-406 軍需品処理調書　昭和２０．８～１２ 独立飛行第４９中隊

中央-終戦処理-407 軍需品処理調書　昭和２０．８ 第１１０師団兵器勤務班

中央-終戦処理-408 軍需品処理調査関係綴　昭和２０．１０ 陸軍省軍事課資材班

中央-終戦処理-409 軍需品処理調書　昭和２１．１ 歩兵第２４９連隊製毒隊

中央-終戦処理-410 軍需品処理調書　昭和２１．４ 第２兵站勤務隊

中央-終戦処理-411 独立第７８大隊部隊状況調査書 舞鶴引揚援護局

中央-終戦処理-412 独歩７９大隊部隊状況調査書 舞鶴引揚援護局

中央-終戦処理-413 軍需品処理調書　昭和２０．９～２１．３ 歩兵第９９旅団司令部

中央-終戦処理-414 軍需品処理調書　昭和２１．３ 独立歩兵第２４２大隊

中央-終戦処理-415 復員留守業務規程　昭和２１．４ 第１復員省

中央-終戦処理-416 留守業務規程　昭和２１．４ 第１復員大臣

中央-終戦処理-417 邦人戦概況表　昭和２９．８ 厚生省末帰還調査部

中央-終戦処理-418 発来翰綴　昭和２０．８．１５以降 東北軍管区司令部

中央-終戦処理-419 衛生材料引継調書　昭和２１．３ 自動車廠鄭州支廠



令和５年１月１２日

中央-終戦処理-420 宝安地区軍需品目録等　昭和２０～２７年 第１２９師団

中央-終戦処理-421 各種槍砲性能表　昭和２０年 野戦高射砲第８２大隊

中央-終戦処理-422 軍需品引継申送書（兵器）　昭和２０．１２ 第６６師団

中央-終戦処理-423 軍需品処理調書　（衛生材料）　昭和２０．９ 第５４病院列車

中央-終戦処理-424 通信照会（他部隊転属のもの）　昭和２７．９ 歩兵第１７７連隊

中央-終戦処理-425 軍需品処理調書　昭和２０．８～２１．２ 第６軍獣医勤務班

中央-終戦処理-426 軍需品処理調書　昭和２０年 独立警備歩兵第６８大隊

中央-終戦処理-427 軍需品処理調書　（衛生材料器械）　昭和２１．３ 鉄道第１４連隊材料廠

中央-終戦処理-428 軍需品（被服）処理調書　昭和２１．３ 台北陸軍兵事部

中央-終戦処理-429 糧秣軍需品処理調書　昭和２１．３ 独立歩兵第５９大隊

中央-終戦処理-430 引継兵器品目員数表　昭和２０．９ 第６１師団迫撃砲隊

中央-終戦処理-431 中共地域調査に関する事務処理要領　昭和２６．４ 留守業務部東京出張所

中央-終戦処理-432 第６３師団通信隊部隊状況調書 舞鶴引揚援護局

中央-終戦処理-433 若槻挺進斬込隊細部状況図　昭和２０．８ -

中央-終戦処理-434 研究所の施設構成機構の概要　昭和２０．８ 陸軍兵器行政本部

中央-終戦処理-435 復員に関する状況報告　昭和２０．１０ 中部憲兵隊司令官

中央-終戦処理-436 南方第９陸軍病院復員状況調書　昭和２２．２ -

中央-終戦処理-437 部隊状況調査書　昭和２１．５ 特設警備第４０３大隊

中央-終戦処理-438 払出証綴　昭和２０．８～１０ 札幌陸軍被服支廠名寄文庫

中央-終戦処理-439 著信電報文字　昭和２０．８～２１．１ 西部管区司令部

中央-終戦処理-440 兵器技術関係者出頭に関する綴 東京復員連絡委員

中央-終戦処理-441 第１４１警備大隊合同資料　昭和２５年 大阪府民生部世話課

中央-終戦処理-442 歩兵第２５４連隊合同調査用印刷物　昭和２９年 第２課

中央-終戦処理-443 「マ」指令部特別調査・中共地域　経済情報　昭和２６．４ 留業東京出張所

中央-終戦処理-444 合同調査関係書類　昭和２６．８ ４０９特警工

中央-終戦処理-445 合同調査関係書類　昭和２６．８ 特警４５１大・４０９特警工

中央-終戦処理-446 下村定陸軍大臣復員覚書 -

中央-終戦処理-447 進駐軍関係　昭和２０．８ 内務省

中央-終戦処理-448
部隊概況表・其の３　関東２軍直轄　補給監部　北方．北鮮（千島
及び樺太）　関係部隊　昭和２７．３

留守業務部

中央-終戦処理-449 邦人戦概況表　昭和２９．８ 末帰還調査部

中央-終戦処理-450 第８方面軍復員史資料　（ラバウル地区を主とす）　昭和２９．９稿 高橋鶴夫大佐

中央-終戦処理-451 復員に伴う諸通牒綴　昭和２０．９ 砲兵監部

中央-終戦処理-452 第８方面軍復員史資料　（ラバウル地区を主とす）　昭和２９．９稿 高橋鶴夫大佐

中央-終戦処理-453 帝国陸軍復員要領　昭和２０．８．１８ 陸軍大臣

中央-終戦処理-454
工兵関係情報要求　（有末機関報第４３２号に依る）に対する回答
昭和２０．１

猪野工兵中佐

中央-終戦処理-455 第６方面軍復員資料　昭和３０．１稿 参謀長中山貞武少将



令和５年１月１２日

中央-終戦処理-456 第６方面軍復員資料　昭和３１．１稿 参謀長　中山貞武少将

中央-終戦処理-457 復員文官履歴書　昭和２０．９ 混成中山部隊

中央-終戦処理-458 復員事務綴　昭和２０．８ 第３陸軍気象隊残務整理委員

中央-終戦処理-459 調査参考資料　昭和２０．８ 陸軍技術研究所関係

中央-終戦処理-460 第２３軍善後処理要報　昭和２０．１０ 南支那派遣軍司令部

中央-終戦処理-461 徐州　蚌埠　地区引継兵器目録　昭和２０．９ 第１３飛行師団

中央-終戦処理-462 広東地区善後処理要報　昭和２０．１０ 第２３軍司令部

中央-終戦処理-463 復員状況調査報告　昭和２０．１１ 西部軍管区司令部

中央-終戦処理-464 復員関係書類綴　昭和２１．５ 高射砲第１０２連隊　残置隊

中央-終戦処理-465 第２０章　降伏の決定　昭和２０．８ -

中央-終戦処理-466 第２０章　降伏の決定　昭和２０．８ -

中央-終戦処理-467 降伏文書及び陸海軍一般命令　昭和２０．８ 軍務課

中央-終戦処理-468 降伏関係文書綴　昭和２０．８ -

中央-終戦処理-469 終戦処理に関する綴　昭和２０．９ 南方軍最高司令官

中央-終戦処理-470 政府関係留用機関一覧　昭和２７．３ 外務省アジア局第５課

中央-終戦処理-471 支那総軍電報綴　昭和２０．１２～２１．７ 支那派遣軍

中央-終戦処理-472 中華民国関係書類綴（除台湾）　昭和２１．１ 渉外課

中央-終戦処理-473 極東国際軍事裁判記録書証　第７９２号　昭和１６．７．５ オット宛独外相電

中央-終戦処理-474 残務整理に関する通牒綴　昭和２０．９ 弘前師管区参謀長

中央-終戦処理-475 半途兵器保有状況調査表　昭和２０．８．３１ 陸軍兵器行政本部

中央-終戦処理-476 第３次調査主任会同書類　昭和２８年度 留守第２課２班

中央-終戦処理-477 復員経理業務便覧　昭和２１．６ 第２５軍司令部

中央-終戦処理-478 連合軍側の「け」調査に対する報告綴　昭和２１．８ -

中央-終戦処理-479 発来翰綴　昭和２０．９～２１．２ 文書係

中央-終戦処理-480 羅南師管区歩兵第２補充隊究明会同資料 岡山県世話課

中央-終戦処理-481 復員に関する規定中改正に関する件通牒　昭和２０．８ 第５２軍捷第１３３３３部隊

中央-終戦処理-482 マニラの停戦協定に関する連合軍側の状況　昭和２０．８ 航空班　長島１尉

中央-終戦処理-483 鉄道警察の憲兵関係綴　昭和２０．８ 鋒部隊

中央-終戦処理-484 朝鮮半島方面からの帰還状況　昭和２０年 -

中央-終戦処理-485 連合国に対する報告に関する書類綴　昭和２０．９～１１ 造兵廠作業課管理掛

中央-終戦処理-486 留守業務処理の参考　昭和２０．１０ -

中央-終戦処理-487 有末中将の説明を「マ」司にて速記せるもの -

中央-終戦処理-488 合同調査書類　昭和２６．８ 特警４５１大

中央-終戦処理-489 未復員等に関する調査整理業務実施計画　昭和２８年度 引揚援護庁

中央-終戦処理-490 終戦当時より現在に於ける状況報告　昭和２０．１０～２２．１ 機関砲第１０１大隊

中央-終戦処理-491 南支那地区善後処理要報綴　昭和２０．１０ 第２３軍司令部



令和５年１月１２日

中央-終戦処理-493 終戦時に於ける参謀本部の情況　昭和２０．８ -

中央-終戦処理-494 復員に関する規定綴　昭和２０．８ 捷第１３３３３部隊

中央-終戦処理-495 輸送に関する綴　昭和２０．１２ 海運総局

中央-終戦処理-496 残務整理燃料証票綴　昭和２０．８ 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-497 発来翰綴（復員関係）　昭和２０．８～９ 東部軍管区司令部

中央-終戦処理-498 来信綴　昭和２０．８～１０ 日本軍連絡部

中央-終戦処理-499 終戦処理関係通牒綴　昭和２０．８～１０ 護西特設部隊司令部

中央-終戦処理-500 西部軍復員に関する綴　昭和２０．８～１２ -

中央-終戦処理-501 人事及邦人関係綴　昭和２１．１～３ 第３７軍軍政部

中央-終戦処理-502 第９飛行師団戦史資料　昭和２１～２２年 -

中央-終戦処理-503 復員に関する記録　昭和３０．１　記 陸軍大将　河辺正三

中央-終戦処理-504 終戦後主要行事事件一覧表　昭和２０．８～２４．１２ -

中央-終戦処理-505 善後処理報告（渉外関係）　昭和２１．３ 広東省　第２３司令部

中央-終戦処理-506 日本人からの情報要求の件　昭和２１．５．６ 日本第１復員省

中央-終戦処理-507 総連渉空綴　昭和２１．１～５
中国戦区日本官兵善後総連絡
部

中央-終戦処理-508 終戦業務交易取得資材関係綴　昭和２１年 第３７軍軍政部

中央-終戦処理-509 陸軍航空部隊戦史資料提出の件回答　昭和２１．１ 第１復員省

中央-終戦処理-510 緬甸地区英軍不法取扱の綴　昭和２２．４ 総務課別班

中央-終戦処理-511 統計に関する綴　昭和２３．１０ 留守業務部

中央-終戦処理-512
元陸軍中佐　長命健一　戦車第３５連隊に終戦記録　昭和３０．３
稿

厚生省引揚援護局

中央-終戦処理-513 陸海軍間の協同関係に関する質問回答　昭和２０．１２ 第１復員局

中央-終戦処理-514 基地租借に関する協約の事例　昭和１６．９～２６．２ 第１復員局

中央-終戦処理-515 第１次兵器移譲目録　昭和２０．９ 第２６航空地区司令部

中央-終戦処理-516 戦後日本の経済構造　昭和２０．１２ 財団法人国民経済研究協会

中央-終戦処理-517 第１総軍司令部兵器受領証　昭和２０．１０ -

中央-終戦処理-518 収況報告　昭和２１．５ 第２３軍司令部

中央-終戦処理-519 陸軍中将荻洲立兵に対する訊問事項　昭和２１．５ 国際裁判所判事室

中央-終戦処理-520 第１０方面軍復員史資料　昭和３０．８稿 参謀西浦大佐　安藤少佐

中央-終戦処理-521 佐久間亮三中将回想録　昭和２９．５記 -

中央-終戦処理-522
元第１２９師団参謀長石原怒之允大佐回想録　南支派遣第１２９
師団復員顛末記　昭和３１．１０

-

中央-終戦処理-523
元陸軍中佐　長命健一　戦車第３５連隊の終戦記録　昭和３０．３
稿

厚生省引揚援護局

中央-終戦処理-524 戦争裁判参考資料　支那事変発生の経緯 第１復員省　史実部

中央-終戦処理-525 電報綴 釜要司令官

中央-終戦処理-526 発来翰綴　昭和２０．８～１０月 東海第９６部隊

中央-終戦処理-527 器具機械設備調書　昭和２０．８
東京第２陸軍造兵廠坂の市製
造所

中央-終戦処理-528 器具機械設備調書　昭和２０．８
東京第２陸軍造兵廠坂の市製
造所
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中央-終戦処理-529 諸通牒綴　昭和２０．１０ 朝鮮軍管区司令部交通班

中央-終戦処理-530 終戦後における朝鮮電報綴　（其の１）　昭和２０．９ 朝鮮軍司令部

中央-終戦処理-531 終戦後における朝鮮電報綴　（其の２）　昭和２０．１０ 朝鮮軍司令部

中央-終戦処理-532 電話連絡文雑綴　昭和２０．９～１１ 参謀部庶務

中央-終戦処理-533 弁護資料綴　昭和２１．５ -

中央-終戦処理-534 日本経済再建の基盤　昭和２１．９ 財団法人国民経済研究協会

中央-終戦処理-535 戦争裁判弁護資料　支那事変関係弁護資料　その２ 第１復員局

中央-終戦処理-536
支那事変関係弁護資料　占領地設備を南京政府に移管せる事実
詳細

-

中央-終戦処理-537
対ソ関係弁護資料（１）（３）　・日本はソ連に対し侵略を企画せしこ
となくソ連の侵禦すべき立場に於かれたる事実　・日本はソ連領バ
イカル湖以東を略取の意図なかりしことの事実

史実部

中央-終戦処理-538 支那事変関係弁護史料（４）　済南事件の真相 史実部

中央-終戦処理-539 支那事変関係弁護史料（５）　第１次上海事件の真相 史実部

中央-終戦処理-540
寺田雅雄中将に対する質問及回答　（ノモンハン事件関係ソ連検
事の）　昭和２１．５．２０

東京裁判所

中央-終戦処理-542 戦争裁判関係資料目録　昭和３２．２．１ 厚生省引揚援護局

中央-終戦処理-543
第２３軍司令官　陸軍中将（陸土２２期）田中久一氏に関する中国
裁判記録　其の１

-

中央-終戦処理-544
第２３軍司令官　陸軍中将（陸土２２期）田中久一氏に関する中国
裁判記録　其の２

-

中央-終戦処理-545
第２３軍司令官　陸軍中将（陸土２２期）田中久一氏に関する中国
裁判記録　其の３

-

中央-終戦処理-546
第２３軍司令官　陸軍中将（陸土２２期）田中久一氏に関する中国
裁判記録　其の４

-

中央-終戦処理-547 無線機引渡目録（１／２） 台湾日本軍

中央-終戦処理-548 無線機引渡目録（２／２） 台湾日本軍

中央-終戦処理-549 兵器集積概見表　昭和２０．９
東海．中部．四国西部軍管区司
令部

中央-終戦処理-550 交戦各国々民復員の概況並之より得たる教訓及所見 -

中央-終戦処理-551 終戦後に於ける朝鮮軍電報綴　（其の３）　昭和２０．１０ 朝鮮軍司令部

中央-終戦処理-552
日本陸軍航空作戦関係情報要求の件に関する陸軍調査部質問
書（其の１７）回答　昭和２０．１１

陸軍省

中央-終戦処理-553 解体兵器の処理に関する綴　昭和２０．１１ 総務課資材班

中央-終戦処理-554 ビルマ作戦関係に対する質問 復員局

中央-終戦処理-555 作戦に関する解答（質問） 南方軍総司令部

中央-終戦処理-556 現地復員及在鮮内地人処理等に関する研究　昭和２０．８ -

中央-終戦処理-557 上海出張状況報告　昭和２１．１０
厚生省引揚援護局史料室　曲
事務官

中央-終戦処理-558 移譲兵器数量表　綴　昭和２０年 第１１０師団

中央-終戦処理-559 復員に伴う兵器関係書類綴　昭和２０．１０ 第１１０師団野戦病院

中央-終戦処理-560 帳簿焼却処理報告書綴　昭和２１．２ 第１１０師団病馬廠

中央-終戦処理-561 私物兵器移譲者名簿　昭和２１．３ 第１１０師団兵器部

中央-終戦処理-562 航空機材等引継目録　昭和２１．５ 総連絡部飛行班

中央-終戦処理-563 航空兵器処分調書 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-564 航空兵器処分調書 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-565 航空部隊兵器引継書　昭和２０．９ 第１軍司令部



令和５年１月１２日

中央-終戦処理-566 軍需品集積区分明細書　昭和２０．１０ 陸上勤務第１９５中隊

中央-終戦処理-567 在海州部隊引継兵器目録　昭和２０．１１ 第１３飛行師団

中央-終戦処理-568 残置物件引継目録　昭和２１．１ 第２４野戦航空修理廠

中央-終戦処理-569
富参編５１５号在「スマトラ」陸軍部隊復員（復帰）規定　昭和２１．
１

第２５軍司令部

中央-終戦処理-570 極東国際軍事裁判　検察官側提出の書証一覧表（其の１） -

中央-終戦処理-571 極東国際軍事裁判　弁護側提出の書証一覧表（其の２） -

中央-終戦処理-572 連合軍関係電報綴　昭和２０．９ 陸軍省

中央-終戦処理-573 移譲兵器数量表綴　昭和２０．１１ 第１１０師団

中央-終戦処理-574
航空作戦関係情報要求に関する質問書（其の１６）回答　昭和２
０．１１

陸軍省

中央-終戦処理-575 処置要報　昭和２０．１１ 在抗州航空部隊

中央-終戦処理-576 兵器引継目録　昭和２１．１ 第１３飛行師団

中央-終戦処理-577 資料月報（第３３～５０号）　昭和２２．１０～２３．９ 留守業務局

中央-終戦処理-578 発来翰綴　昭和２０．８～２０．１０ 編成班

中央-終戦処理-579 引渡兵器目録　昭和２０．９ 第１６０飛行場大隊

中央-終戦処理-580 諸規定綴　昭和２０．１１～２１．１０ 中山部隊

中央-終戦処理-581 台湾軍・関東総軍電報（含渉外報）綴　昭和２０．９～１２月 陸軍省

中央-終戦処理-582 接収書等　昭和２１．２ 独立警備歩兵第３３大隊

中央-終戦処理-583 引渡兵器弾薬明細書　昭和２１．１ 独立混成第９０旅団

中央-終戦処理-584 航空器材設備引継目録　昭和２１．１ 第８飛行師団

中央-終戦処理-585 兵器証票綴　（燃料）　昭和２０．１０ 第１１０師団兵器部

中央-終戦処理-586 保留兵器調査表綴　昭和２０．１０ 第１１０師団兵器部

中央-終戦処理-587 移譲兵器品目員類表　昭和２０．１０ 第１１０師団兵器部

中央-終戦処理-588 教材（練習用具）処理調書　昭和２０．１１ 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-589 教材（練習用具）処理調書　昭和２０．１１ 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-590 上海地区航空部隊　兵器引継　明細書 第４３航空地区司令部

中央-終戦処理-591 整理部関係綴　昭和２１．３ 総務課

中央-終戦処理-592 東南アジア地区の情報に関する回答　昭和２１．４ 第１復員局

中央-終戦処理-593
在満鮮樺千島部隊の終戦より内地帰還までの綜合的観察資料
昭和２１．１２

復員調査班

中央-終戦処理-594 残在国富と間接被害　昭和２４．１ 経済安定本部

中央-終戦処理-595 マ司令要求情報に対する回答 -

中央-終戦処理-596 調査項目（案） -

中央-終戦処理-597 授受証書（地上兵器）　昭和２０．８ 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-598 終戦に伴う第３類兵器処分　一覧表　昭和２０．８．２８ 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-599 復員に伴う諸報告綴　昭和２０．８ 陸軍野戦砲兵学校

中央-終戦処理-600 復員に関する綴　昭和２０．８～１０月 参謀部編成室

中央-終戦処理-601 中部軍復員に関する綴　昭和２０．８～１１ 企画
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中央-終戦処理-602 復員史編さん史料概説　昭和２０．８～１２ 援護局

中央-終戦処理-603 安慶・鎮江地区　引継兵器目録　昭和２０．１１ 第１３飛行師団

中央-終戦処理-604 未引継軍需品建務　昭和２０．１１ 大阪師管区経理部

中央-終戦処理-605 下関上陸地支局報綴　昭和２０．１２～２１．３ -

中央-終戦処理-606 軍需品引継目録　昭和２１．２ 第１３飛行師団

中央-終戦処理-607 受入港湾状況（新潟．田辺．大阪）　昭和２１．９ 古川復員官

中央-終戦処理-608 終戦業務の民生関係綴　昭和２１．３ 第３７軍司令部軍政部

中央-終戦処理-609 第２部会議調査研究事項（案） -

中央-終戦処理-610 兵器関係書類焼却報告書綴　昭和２１．２ 第１１０師団

中央-終戦処理-611 追放令に関する書類　昭和２１．６～２７．１ 第２課

中央-終戦処理-612 中地点編組表　昭和２８．９ 留守業務部

中央-終戦処理-613 中地点編組表　昭和２８．９ 留守業務部

中央-終戦処理-614 カード整理番号索引簿　（部隊通称号．固有部隊号）　昭和３０．２ 厚生省未帰還調査部

中央-終戦処理-616 工兵関係情報要求に対する回答 -

中央-終戦処理-617 引渡兵器目録　昭和２０．９ 筧橋所在航空部隊

中央-終戦処理-618 雷州地区航空関係局地処理要報　昭和２０．１０ 雷州支隊

中央-終戦処理-619
日本陸軍航空作戦関係情報要求に関する陸軍調査部質問書（其
１６）回答

-

中央-終戦処理-620 終戦後兵器に関する発来翰綴　昭和２０．９～２１．３ 第１１０師団兵器部

中央-終戦処理-621 戦争裁判弁護資料　舌代　昭和３～１６年 一復　板垣征四郎

中央-終戦処理-622 連合国軍代表最高司令官総司令部　布告第１～３号 -

中央-終戦処理-623 物品授受証書　昭和２０．１０ 第１３飛行師団

中央-終戦処理-624 学校転入学及び職業補導に関する綴　昭和２０．８ 砲兵監部

中央-終戦処理-625 航空関係兵器　引継目録　昭和２１．１ 第８飛行師団

中央-終戦処理-626 鹿児島上陸地支局週報　昭和２１．２ -

中央-終戦処理-627 船舶残務整理関係綴　昭和２１．４ -

中央-終戦処理-628 復員留守業務規程　昭和２１．４ 第１復員省

中央-終戦処理-629 連合軍司令部に対する陳述書綴　昭和２２～２５年 大東亜戦争関係

中央-終戦処理-630 「ニューイントン」大尉に対する談話要旨　昭和２２．２ 史実調査部

中央-終戦処理-631 残在国富と間接被害　付、純軍事的資産の喪失　昭和２４．１ 経済安定本部

中央-終戦処理-632 中地点編組表　昭和２８．９ 留守業務部

中央-終戦処理-633 通信安否　照会授受簿　昭和３０．１１～３２．２ 第４班

中央-終戦処理-634 引揚関係（新聞切抜）綴　昭和２４年 -

中央-終戦処理-635 終戦業務逓信関係資料綴 第３７軍司令部軍政部

中央-終戦処理-636 軍需品集積状況調書　昭和２０．８ 東京第２陸軍造兵廠

中央-終戦処理-637 連合国側要求に関する綴　昭和２０．８ 軍務課

中央-終戦処理-638 兵器　軍需品等接収に関する書類綴　昭和２０．８ 第１１飛行師団司令部



令和５年１月１２日

中央-終戦処理-639 兵器移譲目録　昭和２０．９ 第２６航空地区司令部

中央-終戦処理-640 軍需品に関する綴　昭和２０．１０ 北部軍管区司令部

中央-終戦処理-641 軍需品軍需工業の処理に関する書類綴　昭和２０．１０ 陸軍省軍事課

中央-終戦処理-642 兵器　資材移交目録（航空関係）　昭和２０．１０ 第１５野戦航空補給廠　外

中央-終戦処理-643 兵器　資材移交目録（航空）　昭和２０．１０ 土田少将　桜井少佐

中央-終戦処理-644 兵器　資材移交目録（航空関係）　石家荘地区　昭和２０．１１ 独立歩兵第２旅団

中央-終戦処理-645 兵器　資材移交目録（航空関係）　石家荘地区　昭和２０．１１ 独立歩兵第２旅団

中央-終戦処理-646 解体兵器の処理に関する綴　昭和２０．１１ 軍事課資材班

中央-終戦処理-647 四国軍管区復員に関する綴　昭和２０．８～１１ 管区司令部

中央-終戦処理-648 兵器資材移交目録　北平地区　昭和２０．９
独立第１０５教育飛行団司令部
外

中央-終戦処理-649 上陸地支局関係綴　昭和２０．９～１１月 第２総軍司令部

中央-終戦処理-650 福岡上陸地支局報綴　昭和２０．１２～２１．３ -

中央-終戦処理-651 上陸地支局に関する綴　昭和２０．１２～２１．３ 各復員監部

中央-終戦処理-652 佐世保上陸地支局報綴　昭和２０．１２～２１．１ -

中央-終戦処理-653 長崎上陸地支局報綴　昭和２１．１～３月 -

中央-終戦処理-654 参考書綴　昭和２９．９～３０．７ 第３課調査班長

中央-終戦処理-655 魚雷．水雷．手榴弾．爆雷及付件引継目録 第８飛行師団

中央-終戦処理-656 外務省通信資料綴　昭和２６．４～２７．１１ 中部復員連絡局善通寺支部

中央-終戦処理-657 中共地域資料概況　第２回修正　昭和２６．４ 留守業務部

中央-終戦処理-658 千島南樺太収容所概況一覧表　昭和２３．１２ 資料通報Ａ６２号

中央-終戦処理-659 武器弾薬等保有状況　（終戦時軍管区別）　４部 -

中央-終戦処理-660 「東南アジア地区の情報に関する件」回答　昭和２１．７ 第１復員局

中央-終戦処理-661 兵器受払簿　第１巻　昭和２０．１０ 第２陸軍航空技術研究所

中央-終戦処理-662 逆送概況表　昭和２６．１０ 留守業務部

中央-終戦処理-663 逆送概況表　昭和２６．１０ 留守業務部

中央-終戦処理-664 逆送概況表　昭和２６．１０ 留守業務部

中央-終戦処理-665 通信調査綴　昭和２９．１２ 猪股大隊　等

中央-終戦処理-666 日本陸軍指令等に対する申入事項　昭和２０．１１ 海幹校　湯浅恭助海１佐

中央-終戦処理-667 修理飛機工具呈?清冊　昭和２１．１ 第８飛行師団

中央-終戦処理-668 終戦に関する史実調査質問表綴　（巣鴨速記）　昭和２４年 質問者　ＦＥＣ：ＧＨＱ：Ｇ２歴史科

中央-終戦処理-669
未企綴　（第３８～１１３号）　（未帰還者調査関係綴）　昭和２５．５
～２９．１１

第２課第３班

中央-終戦処理-670 元第６１師団長　田中勤　６１師団の復員史資料　昭和３１．１０ 厚生省　引揚援護局

中央-終戦処理-671 「マ」指令特別調査　第１個人に関する情報 -

中央-終戦処理-672 軍需品軍事施設処理関係綴　昭和２０年 軍事課

中央-終戦処理-673 上陸地支局に関する綴　昭和２０．１０～１１月 第２総軍司令部

中央-終戦処理-674 東海軍管区復員に関する綴　昭和２０．９～１２月 -



令和５年１月１２日

中央-終戦処理-675 移入華人労務者現況調　昭和２０．９ -

中央-終戦処理-676 軍需品の配分に関する綴　昭和２０．９ 軍事課

中央-終戦処理-677 支局史　昭和２２．１０ 広島上陸地支局

中央-終戦処理-678 軍需品．軍需工業の処理に関する書類綴　昭和２０．８ 陸軍省．軍事課

中央-終戦処理-680 終戦業務（労務其の他）綴　昭和２１．２ 第３７軍軍政部

中央-終戦処理-681 収容所地名索引簿　昭和２６．７ 留守業務部

中央-終戦処理-682 発来簡綴　１／２　昭和２０．９～１０ 東京陸軍航空補給廠

中央-終戦処理-683 発来簡綴　２／２　昭和２０．１０～１２ 東京陸軍航空補給廠

中央-終戦処理-684 終戦業務　連合国財産管理状況綴　其の１ 第３７軍軍政部

中央-終戦処理-685 外務省通信資料月報綴（其の１）　昭和２６．５～２７．１２ 中部復員連絡局　善通寺支部

中央-終戦処理-686 軍需品保管転換（払下）書　１／２　昭和２０．８～１２ 東部復員監部

中央-終戦処理-687 軍需品保管転換払下調書　昭和２０．８～１２ 東部復員監部

中央-終戦処理-688 終戦に伴う軍需品保管転換払下調書　１／７　昭和２０．８ 東部軍管区司令部

中央-終戦処理-689 終戦に伴う軍需品保管転換払下調書　２／７　昭和２０．８～１１ 東部軍管区司令部

中央-終戦処理-690 終戦に伴う軍需品保管転換払下調書　３／７　昭和２０．８ 東部軍管区司令部

中央-終戦処理-691 終戦に伴う軍需品保管転換払下調書　４／７　昭和２０．８～１ 東部軍管区司令部

中央-終戦処理-692 終戦に伴う軍需品保管転換払下調書　５／７　昭和２０．８～１１ 東部軍管区司令部

中央-終戦処理-693 終戦に伴う軍需品保管転換払下調書　６／７　昭和２０．８～１１ 東部軍管区司令部

中央-終戦処理-694 終戦に伴う軍需品保管転換払下調書　７／７　昭和２０．８～１１ 東部軍管区司令部

中央-終戦処理-695 軍需品に関する綴　其の１　昭和２０．１０ 軍事課長

中央-終戦処理-702 復員史編さん史料記章（案）１　昭和２０．１０～２２．７ 援護局

中央-終戦処理-703 復員史編さん史料記章（案）２　明治４１．６～昭和２２．１２ 援護局

中央-終戦処理-704 軍事調査団質問事項　昭和２０年 米戦略爆撃調査団

中央-終戦処理-705 復員に伴う諸報告綴　昭和２０．８ 陸軍重砲兵学校

中央-終戦処理-706 復員関係書類　昭和２０．８～１０ 京城陸軍病院太田分院

中央-終戦処理-707 復員状況日報（第１～５６号）　昭和２０．１１ 関東上陸地支局

中央-終戦処理-708 復員状況日報（第６１～９５号）　昭和２０．１２～２１．３ 東部作命３３１号

中央-終戦処理-709 復員規定　昭和２１．１ 第９陸軍病院

中央-終戦処理-710 復員関係証明書　昭和２１．１１
機関砲第１０１大隊等　（在スマ
トラ部隊）

中央-終戦処理-711 復員．人事．功績．其他参考綴　昭和２１年 第７方面軍

中央-終戦処理-712 復員に伴う兵器関係書類綴　昭和２１．３ 第１１０師団司令部

中央-終戦処理-713 復員留守業務規程　昭和２１．７
パレンバン防衛司令部　自動車
隊

中央-終戦処理-714 復員業務処理要領　昭和２１．４ 第７方面軍司令部

中央-終戦処理-715 復員規定　昭和２１．１ 富南部貨物廠

中央-終戦処理-716 船舶関係発翰電綴　昭和２０．１２～２１．３ 交通科

中央-終戦処理-717 発来翰綴（復員関係）　昭和２０．８～１１ 東部軍管区司令部
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中央-終戦処理-718 復員関係綴　（命司指示）　昭和２０．９ 憲兵司令部

中央-終戦処理-719 復員史編さん史料　法令（案）　昭和２１．１０ 援護局

中央-終戦処理-720 ソ連からの帰還記録　昭和２１．１１ -

中央-終戦処理-721 復員史編纂要領案　昭和２２．９ 陸軍省思賞課

中央-終戦処理-722 終戦連絡中央事務局報綴（３）　昭和２１．５～６ 資料課

中央-終戦処理-723 遺骨に関する書類綴　昭和２１．３ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-終戦処理-724 部隊索引簿（兵種別）　昭和２３．４ 留守業務部

中央-終戦処理-725 復員史　第１案　昭和２３．８　草稿 業務課

中央-終戦処理-726 復員史研究の構想（案）　昭和２８．６ 復員局

中央-終戦処理-727 各地方世話所別　保管書類一覧　（１） -

中央-終戦処理-728 各地方世話所別　保管書類一覧　（２） -

中央-終戦処理-729 支那派遣軍関係部隊兵種別索引簿　昭和２８．３ 留守業務部

中央-終戦処理-730 職域地緑別帰還者名簿　昭和３２年 中部復員連絡局

中央-終戦処理-731 米国要求調査資料　（鉄鋼．軽金属．非鉄金属） -

中央-終戦処理-732 軍需品処理に関する綴　（一般発来簡含む）　昭和２０．８～１０ 東京被服支廠本部

中央-終戦処理-735 軍需品の引渡に関する情報綴　昭和２０．１０ 軍事課資料班

中央-終戦処理-736 戦史資料の提出　昭和２２．２ 航空関係

中央-終戦処理-737 戦史資料の提出依頼書　昭和２２．３ 第１復員局史実調査部

中央-終戦処理-740 収容所地名索引簿　昭和２６．７ 留守業務部

中央-終戦処理-741 カード整理番号索引簿　昭和３０．２ 厚生省未帰還調査部

中央-終戦処理-742 第２０軍復員史資料　（元陸軍中佐　石母田　武述）　昭和３０．２ 厚生省引揚援護局

中央-終戦処理-743 陸密（電）陸機（電）番号簿　昭和２０年 陸軍省

中央-終戦処理-744 内閣各省連絡先疎開先調査綴　昭和２０．７ 軍務局第３課

中央-終戦処理-745
在日米軍司令部の調査要求回答　本土決戦戦備について　（大本
営統帥記録の質疑回答）　昭和２４．７

-

中央-終戦処理-746 連合軍側要求質疑回答書類一覧表　昭和２０．１０～２８．１０ １復

中央-終戦処理-747 外征部隊復員週報綴　昭和２０．１０以降 １復

中央-終戦処理-749
１復資料整理部庶務　来翰綴　（復員局業務月報を含む）　昭和２
５．１～１２

１復

中央-終戦処理-750
１復来電綴　（在外地部隊　上陸地支局）等よりの来電　昭和２０．
１０～１１

陸軍省

中央-終戦処理-751
１復来電綴（在外地部隊　上陸地支局　等よりの来電）　昭和２
０．１１～２１．１２

１復

中央-終戦処理-752
１復来電綴（在外地部隊　復員関係機関よりの来電）　昭和２１．１
１～２１．１２

１復

中央-終戦処理-753
１復発綴　法令．連合軍司令部指令関係勅令．刑法関係　等合冊
昭和２２．２～７

１復

中央-終戦処理-754
１復発綴　（一般庶務事項法規．法令．業務報告．復員関係．機構
業務）　昭和２２．７～２３．４

１復

中央-終戦処理-755 １復発来翰綴　主として軍需品関係史料　昭和２０．８～１１ 陸軍省

中央-終戦処理-756 １復発来翰綴　（閣議決定閣僚懇談会）　昭和２０．１０～２１．１ １復

中央-終戦処理-757 １復発来翰綴　（諸規定を含む）　昭和２０．１２～２１．１２ １復

中央-終戦処理-758
１復雑（復、人往、経　主．監．法）綴（史実調査部）　（在外部隊状
況を含む）　昭和２２．７～２３．４

１復
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中央-終戦処理-759 １復資料整理部来翰綴　（諸規定を含む）　昭和２３．４～１２ １復

中央-終戦処理-760
１復参考綴　地方世話部長に対する訓話（天皇制）外連絡関係局
長　会報等　昭和２０．１２～２１．７

１復

中央-終戦処理-761 絡戦事務連絡委却会連絡事項綴　昭和２０．１０～２１．８ 史実部　庶務

中央-終戦処理-762
資料整理部雑綴　戦訓（ペリリュ島に於ける将士の活躍　憲法解
釈人事関係（復員担当）　昭和２２．２～１２

１復

中央-終戦処理-763 諸規定綴　（人事関係）　昭和１９．１２～２１．３ 陸軍省

中央-終戦処理-764
情報綴　外地在留軍隊邦人の状況　外地軍よりの報告　上陸地支
局報告　等　ニユギニア部隊作戦の状況等　昭和２０年度

-

中央-終戦処理-765 引揚連絡報綴　昭和２２．１２～２４．１２ -

中央-終戦処理-766 引揚連絡報綴　昭和２３．２～１２ １復

中央-終戦処理-767 戦争裁判統計表　昭和２９．８ -

中央-終戦処理-768
米国戦略爆撃調査部発「日本陸軍航空作戦関係情報要求の件」
に関する陸軍調査部質問書（其の６）回答　昭和２０．１１

陸軍省

中央-終戦処理-769 東南アジア地区の情熱に帰する件回答　昭和２７．７ -

中央-終戦処理-770 東南アジア地区の情熱に帰する件回答　昭和２１．６ 第１復員局

中央-終戦処理-771
連合軍司令部質疑要求綴其の１　（横浜機関）（渉外課）第２総軍
昭和２０．９

第２総軍渉外班

中央-終戦処理-772
連合軍司令部質疑要求綴其の２　（軍務課．渉外課）　昭和２０．１
０～２１．５

-

中央-終戦処理-773 現行補任関係（１）　昭和２４．４ 引揚援護局官房

中央-終戦処理-774 現行補任関係（２）　昭和２４．５ 引揚援護局官房

中央-終戦処理-775 外地各軍残務整理者会同綴　第１号　昭和２１．６ 史実調査部

中央-終戦処理-776 外地各軍残務整理者会同綴　第２号　昭和２１．６ 史実調査部

中央-終戦処理-777 終連事務局報綴（復員関係）　昭和２０．１０～１１ １復

中央-終戦処理-778 終連事務局報綴　昭和２０．１０～１１ １復

中央-終戦処理-779 陸軍海運に関する米爆撃調査団の質問並解答集　昭和２０．１２
馬渕新治・富田三男・嬉野通軌・
久米五郎

中央-終戦処理-780 陸軍海運に関する米爆撃調査団の質問並解答集　昭和２０．１２
馬渕新治・富田三男・嬉野通軌・
久米五郎

中央-終戦処理-781 朝香宮によって伝達された「聖慮の要旨」　昭和２０．８
第１３軍司令部曲少佐　提供
復製

中央-終戦処理-782 局部長連絡会報綴　（渉外課）　昭和２１．５～６ 史実調査部

中央-終戦処理-783
自大東亜戦争開始　至大東亜戦争末期　軍戦備調査集録　昭和
３５．４

-

中央-終戦処理-785
太平洋戦争に於ける日本軍工兵及日本軍より見たる米国工兵に
関する観察　昭和２４．１２

第１復員局

中央-終戦処理-786 渉外報綴　昭和２０．１２～２１．５ １復

中央-終戦処理-787 議会連絡報綴　連絡会報連絡事項綴　昭和２０．１１ 史実調査部

中央-終戦処理-788 次官会議決定（報告．要目）綴　昭和２０．１０～２１．１２ 史実調査部

中央-終戦処理-789 復員関係書類綴　昭和２０．８ 弘前師管区

中央-終戦処理-790 引継書類　その１／６　昭和２０．１２ 第２０軍

中央-終戦処理-791 引継書類　その２／６　昭和２０．１２ 第２０軍

中央-終戦処理-792 引継書類　その３／６　昭和２０．１２ 第２０軍

中央-終戦処理-793 引継書類　その４／６　昭和２０．１２ 第２０軍

中央-終戦処理-794 木戸日記に鈴木貫太郎氏が鉛筆記入したものの抜粋 -

中央-終戦処理-795 陸海軍部隊移管関係綴　１／２　昭和２０．１２～２１．１ 南洋庁西部支所



令和５年１月１２日

中央-終戦処理-796 陸海軍部隊移管関係綴　２／２　昭和２０．１２～２１．２ 南洋庁西部支所

中央-終戦処理-797 引継書類　５／６　昭和２０．１２ 第２０軍

中央-終戦処理-798 引継書類　６／６　昭和２０．１２ 第２０軍

中央-終戦処理-799 舞鶴事件速記録　昭和２４．３ 参議院在外特別委員会

中央-終戦処理-800 小川享口供書資料抜粋　昭和２５．３ -

中央-終戦処理-801 小川享口供書資料抜萃　昭和２５．３ -

中央-終戦処理-802 患者後送系統概況図　（北満洲～中支・朝鮮）　昭和２６．１１ 留守業務部

中央-終戦処理-803 後方病院患者流動概況図　（支那・満洲地区）　昭和２６．１１．１５ -

中央-終戦処理-804 未帰還者等調査整理月報　昭和２６．３～２７．４ 留守業務部

中央-終戦処理-805 施設関係綴　昭和２０．８ 陸軍被服本庁計画科

中央-終戦処理-806 草芥之文　昭和２０．８ 高嶋少將史料

中央-終戦処理-807 陸軍各廠関係調査表綴　昭和２０．１０ -

中央-終戦処理-808 生産施設状況調査表　昭和２０．１１ 陸軍兵器行政本部

中央-終戦処理-809 外地部隊復員週報報告綴　昭和２０．１１～２６．１０ 復員連絡局

中央-終戦処理-810 韓国　台湾出身戦争裁判受刑者名簿　昭和３０．１２ 厚生省引揚援護局

中央-終戦処理-811 復員に伴う兵器関係書類綴（１）　昭和２０．１０ 第１１０師団歩兵第１１０連隊

中央-終戦処理-812 軍需品集積状況調査表　昭和２０年 東海軍管区司令官等

中央-終戦処理-813 留用兵器原始清冊　昭和２１．２ 第１１０師団

中央-終戦処理-814 移譲兵器数量表綴（師団在庫の分）　昭和２１．３ 第１１０師団

中央-終戦処理-815 移交各種兵器原始清冊　昭和２１．３ 第１１０師団

中央-終戦処理-816 復員番号原簿　昭和２１．６ 復員室

中央-終戦処理-817 陸軍恤兵部について 援護局

中央-終戦処理-818 教材（練習用具）処理一覧表 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-819 終戦に伴う第３類兵器処理一覧表 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-820 広東地区移管軍需品（修理関係）　明細書（航空）　昭和２０．１２ 第５航空情報連隊

中央-終戦処理-821 退職将官就職調書綴　昭和２０年 高島少将史料

中央-終戦処理-822 引渡明細簿綴　昭和２０～２１年 北支那野戦自動車廠等

中央-終戦処理-823
占領地政策連合国の遣産等の調査（ビルマ）　昭和２２．７～２４．
１１

-

中央-終戦処理-824
占領地政策連合国の遣産等の調査（国内））　昭和２１．３～２５．１
１

-

中央-終戦処理-825 教材（練習用具）処理一覧表 仙台陸軍飛行学校

中央-終戦処理-826 南京地区兵器引継目録　昭和２０．９ 第１３飛行師団

中央-終戦処理-827 兵器引継目録　昭和２０．１０ 第２０６飛行場大隊

中央-終戦処理-828 広東地区軍需品移管状況調査書　（航空）　昭和２０．１０ 第５航空情報連隊

中央-終戦処理-829 押収物資に関する報告綴　（欧　英文）　昭和２０．１１ 軍事課　資材班

中央-終戦処理-830 各隊現数表綴　昭和２０．８ 東京被服支廠

中央-終戦処理-831 中国等に於ける残留者の状況　昭和２１．２ 資料科
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中央-終戦処理-832
占領地政策連合国の遣産等の調査　（シンガポール）　昭和２２．７
～２３．９

-

中央-終戦処理-833 収容所地名索引簿　昭和２６．７ 留守業務部

中央-終戦処理-834 北鮮に於ける兵器軍需品工場に関する調査報告　昭和２６．１０ 戦史課日本人班

中央-終戦処理-835 ライシアワー元駐日大使記述の翻訳原稿　第４部．占領 谷口光郎

中央-終戦処理-836 ライシアワー元駐日大使記述の翻訳原稿　第１１章．懲罰と改革 谷口光郎

中央-終戦処理-837 ライシアワー元駐日大使記述の翻訳原稿　第１２章．希望と不安 谷口光郎

中央-終戦処理-838 航空軍需品引渡書類綴　（北部九州．及山口県）　昭和２０．９ 航空西部支部

中央-終戦処理-839 軍需品引継明細書（航空）　昭和２０．１０ 第２３軍司令部

中央-終戦処理-840 兵器関係残務整理書類綴　昭和２０．９ 立川教導航空整備師団

中央-終戦処理-841 接収各種兵器現有員数表　昭和２０．９ 第１１０師団（洛陽黒石関等）

中央-終戦処理-842 移譲兵器変動理由書　昭２０．１０ 第１１０師団

中央-終戦処理-843 「マ」司令部提出　戦略爆撃調査団調査資料 １復

中央-終戦処理-844 連合国側への報告資料綴　昭和２０年 資材課

中央-終戦処理-845 移管兵器整備計画表　昭２０年度 陸軍兵器行政本部

中央-終戦処理-846 連合軍に対する軍需品引渡調書綴　（東部関東）　昭和２０．１０ 陸軍航空本部

中央-終戦処理-847 外地部隊調査表　昭和２１．６ １復

中央-終戦処理-848 連合軍提出書類「復員に関する綴」　（其の１）　昭和２０．９以降 軍事課調査班

中央-終戦処理-849 「マ」司令部への提出陸軍気象部回答　昭和２０．１０ -

中央-終戦処理-850 「マ」司令部へ提出せる資料綴（３）　（教育関係）　昭和２０年以降 航空本部

中央-終戦処理-851 「マ」司令部提出書類　造兵課関係　昭和２０．８ 総務課渉外班

中央-終戦処理-852 「マ」司令部提出　陸軍部隊調査表　１／１２　昭和２０．１０ 陸軍省

中央-終戦処理-853 「マ」司令部提出　陸軍部隊調査表　２／１２　昭和２０．１０ 陸軍省

中央-終戦処理-854 「マ」司令部提出　陸軍部隊調査表　３／１２　昭和２０．１０ 陸軍省

中央-終戦処理-855 「マ」司令部提出　陸軍部隊調査表　４／１２　昭和２０．１０ 陸軍省

中央-終戦処理-856 「マ」司令部提出　陸軍部隊調査表　５／１２　昭和２０．１０ 陸軍省

中央-終戦処理-857 「マ」司令部提出　陸軍部隊調査表　６／１２　昭和２０．１０ 陸軍省

中央-終戦処理-858 「マ」司令部提出　陸軍部隊調査表　７／１２　昭和２０．１０ 陸軍省

中央-終戦処理-859 「マ」司令部提出　陸軍部隊調査表　昭和２０．１０ 陸軍省

中央-終戦処理-860 合衆国戦略爆撃調査団調査資料　昭和２０年 相模陸軍造兵廠

中央-終戦処理-861 合衆国戦略爆撃調査団調査資料　昭和２０年 東京第１造兵廠

中央-終戦処理-862 合衆国戦略爆撃調査団提出書類（其の２）　昭和２０．１１ 大阪造兵廠

中央-終戦処理-863 合衆国戦略爆撃調査団調査資料　昭和２０．１０ 小倉陸軍造兵廠

中央-終戦処理-864
戦略爆撃調査団提出資料　（昭和１６～２０年兵器生産状況）　昭
和２０年

-

中央-終戦処理-865
占領地政策連合国の遺産等の調査　（ジャワ．ボルネオ等）　昭和
２２．１～２４．１０

-

中央-終戦処理-866
占領地政策連合国の遺産等の調査　（香港）その１　昭和２２．３～
２５．７

-

中央-終戦処理-867
占領地政策連合国の遺産等の調査　（香港）その２　昭和２２．３～
２５．７

-
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中央-終戦処理-868
占領地政策連合国の遺産等の調査　（中国）その１　昭和２２．１～
２４．６

-

中央-終戦処理-869
占領地政策連合国の遺産等の調査　（中国）その２　昭和２２．１～
２４．６

-

中央-終戦処理-870
占領地政策連合国の遺産の調査　（中国）その３　昭和２２．１～２
４．６

-

中央-終戦処理-871 閣議諒解　厚木連絡委員会編成要領　昭和２０．８ 陸軍大佐　稲留勝彦資料

中央-終戦処理-872 終戦前後の情報　昭和２０．８ 陸軍大佐　稲留勝彦資料

中央-終戦処理-873 現役将校職業輔導状況視察報告　昭和２０．１０ 陸軍大佐　稲留勝彦資料

中央-終戦処理-874 国際軍事裁判提出書類　午場友彦　宣誓供述書 -

中央-終戦処理-875
第１軍　復員史料　元第１軍参謀陸軍中佐　伊藤一朗　昭和３０．
２稿　（３１．７複写）

厚生省引揚援護局史料室

中央-終戦処理-876 陸軍土地建物施設処分委員会綴　昭和２０．９～１０月 軍事課　南中佐

中央-終戦処理-877 陣述書綴　（捷号作戦関係　大本営関係）　昭和２３～２４ -

中央-終戦処理-879
有末機関報３３３号　米軍司令部１　「帝国作戦及戦争指導関係質
問」に対する回答　昭和２０年１１月１６日

陸軍省

中央-終戦処理-880 工兵関係情報要求　（有末機関報第４３２号に依る）に対する回答 -

中央-終戦処理-881 陸海軍間１　協同関係に関する質問回答　昭和２０年１２月１０日 第１復員省

中央-終戦処理-882 開戦前の物的国力と対米英戦争決意　昭和２０．１１ 陸軍少将　岡田菊三郎

中央-終戦処理-883 抑留生活の真相　報告第１集　昭和３１年 在ソ同胞帰還促進会発行

中央-終戦処理-884
元陸海軍軍人軍属の刑罰等に因って変る人の資格に関する執務
の参考　昭和３１年１２月

厚生省引揚援護局

中央-終戦処理-885 終戦事務情報　第１号　第２号
終戦連絡中央事務局總務部第
１課

中央-終戦処理-886
１０月２０日附米爆撃調査団　覚書第１８号に対する一部回答　昭
和２０年

史実調査部

中央-終戦処理-887
ソ連参戦より引揚完了まで４００日の記録　昭和２０．８．９～２１．
８．３０

満洲国経済部専売局　浅島希
一

中央-終戦処理-888 極東国際軍事裁判における板垣征四郎元陸軍大将の弁明書 -

中央-終戦処理-889 「シンガポール」処刑者遺言集　（其の１） -

中央-終戦処理-890 歎願書　シンガポール軍港作業隊一同　昭和２１年９月１５日 -

中央-終戦処理-891 極東国際軍事裁判書証一覧表　（検事側立証） -

中央-終戦処理-891_2 極東国際軍事裁判書証一覧表　（検事側立証） -

中央-終戦処理-892 極東国際軍事裁判判決速記録　第３４２号 -

中央-終戦処理-893
極東国際軍事裁判判決速記録　外務省連絡局　自昭和２３年１１
月４日　至昭和２３年１１月１２日

-

中央-終戦処理-894
極東国際軍事裁判書証一覧表　（弁護側立証　検事側反駁立証
弁護側反駁立証）

-

中央-終戦処理-895 巣鴨会全国名簿　昭和３８年６月 巣鴨会

中央-終戦処理-896
Ａ級戦犯の生活白書（巣鴨１０年の記録）　経済往来　３１年６月号
抜粋　対談　橋本　欣五郎　林　逸郎

-

中央-終戦処理-897 極東国際軍事裁判公判日誌 -

中央-終戦処理-898 土地建造物引渡に関する報告　昭和２０年１１月１５日 第１１飛行師団経理部長

中央-終戦処理-899 軍需品　軍需工場等の処理に関する件達　昭和２０年８月１７日
陸軍大臣　航空総軍司令官　陸
軍航空本部長

中央-終戦処理-901 対ソ関係弁護資料（６）　ノモンハン事件の真相　昭和１４年 史実部

中央-終戦処理-902 兵器現状表及び引渡兵器目録　昭和２０年８月３１日現在 独立混成第３７旅団

中央-終戦処理-904
米横浜軍事裁判における　田中義成中佐の事件について　昭和１
７年７月～１１月

横浜軍事裁判所他

中央-終戦処理-905
米マニラ裁判事件番号第９号　（独立混成第６１旅団長田島彦太
郎中将外１３名事件資料）　昭和１９年

米マニラ裁判所
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中央-終戦処理-907 復員史資料　（説論　沿革史　詩藻等）　昭和３０年３月３１日 -

中央-終戦処理-908 戦後処理資料綴　（ＧＨＱへの回答資料） -

中央-終戦処理-909
陸軍部隊の沿革表　（Ｌｉｓｔ　ｏｆ　Ａｒｍｙ　Ｕｎｉｔ　Ｈｉｓｔｏｒｙ）　昭和２５
年４月２５日

第１復員局

中央-終戦処理-910 陸海軍諸学校在学者の編入学に関する件　昭和２０年９月５日 文部次官

中央-終戦処理-911
戦争裁判関係事項年表（案）　「戦争裁判の記録」　（仮称）　昭和
３９年９月

戦犯資料室

中央-終戦処理-912 パール博士来朝関係綴　昭和４１年７月 法務大臣官房司法法制調査部

中央-終戦処理-913 東京裁判における手続及び訴訟指摘要　昭和４３年３月 法務大臣官房司法法制調査部

中央-終戦処理-914 東京裁判本判決資料　（附）　少数意見　昭和４３年９月 戦争犯罪資料室

中央-終戦処理-915
駐欧公館員の米国による取扱関係（１９４５年）　～東京裁判関係
資料より～　昭和４４年５月

-

中央-終戦処理-916 東京裁判弁護関係（和文）資料目録　昭和４４年１０月 -

中央-終戦処理-917 東京裁判の回想　昭和４９年８月稿 日独協会　豊田隈雄

中央-終戦処理-918 極東軍事裁判に関する統計表 -

中央-終戦処理-919
未収集の極東国際軍事裁判記録目録　朝日新聞社編　「極東軍
事裁判記録目録及び素引」と照合した結果不足している記録　昭
和３４年４月現在

-

中央-終戦処理-920
戦争犯罪裁判資料　第５号付属資料　引用文献目録及び出典目
録

法務大臣官房司法法制調査部

中央-終戦処理-921 極東国際軍事裁判　公判日誌 法務大臣官房司法法制調査部

中央-終戦処理-922 極東国際軍事裁判　書証一覧表　（検事側立証） 法務大臣官房司法法制調査部

中央-終戦処理-923
極東国際軍事裁判　書証一覧表　弁護側立証　検事側反駁立証
弁護側再反駁立証

法務大臣官房司法法制調査部

中央-終戦処理-924
連合国戦争犯罪委員会史および戦時法の発展　（抜粋）　昭和４０
年９月

-

中央-終戦処理-925 戦争裁判記録関係資料目録　昭和４１年７月 法務大臣官房司法法制調査部

中央-終戦処理-926 戦犯釈放史要　昭和４２年２月 法務大臣官房司法法制調査部

中央-終戦処理-927 戦争裁判記録関係資料目録　昭和４８年７月 法務大臣官房司法法制調査部

中央-終戦処理-928 戦争犯罪裁判概史要　昭和４８年８月 法務大臣官房司法法制調査部

中央-終戦処理-929 極東国際軍事裁判資料目録 法務大臣官房司法法制調査部

中央-終戦処理-930 東京裁判関係重要資料 -

中央-終戦処理-931
Ｂ．Ｃ級　（１）戦争犯罪裁判統計表　（２）戦争犯罪裁判起訴事実
調査表

-

中央-終戦処理-932 業務報告　自昭和２７年５月　至昭和３３年４月 戦争受刑者世話会

中央-終戦処理-933 業務報告　自昭和２７年９月１０日　至昭和３３年１１月２６日 兵庫県戦争受刑者世話会

中央-終戦処理-934 すがも新聞抜萃　「戦犯について」　「スガモ断腸の記」　（摘要） 戦犯資料室

中央-終戦処理-935 傍受電報誤訳曲訳の例　～思想戦対策資料～ -

中央-終戦処理-936 焼夷攻撃の効果 高嶋少将史料

中央-終戦処理-938
東部軍　捕獲敵機搭乗員関係資料　昭和１９年～２０年　高嶋少
将史料

東部軍．復員局等

中央-終戦処理-940
進駐軍との連絡に関する件報告　昭和２０年９月～　高嶋少将史
料

横浜連絡機関

中央-終戦処理-941
有末機関報第３３３号　米軍司令部の「帝国作戦及戦争指導関係
質問」に関する回答　昭和２０年１１月１６日

陸軍省

中央-終戦処理-942 第１復員部編成表　昭和２１年１２月１日　高嶋少将史料 （復員庁）第１復員部

中央-終戦処理-943
日本放送資料－１　終戦と放送　玉音放送を中心とした史実につ
いて　昭和３８年８月１０日　高嶋少将史料

放送史編集室

中央-終戦処理-944
東部復員監部　高嶋辰彦（元少将）宛　米陸軍太平洋航空隊先遣
隊質問状　高嶋少将史料

-
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中央-終戦処理-945 復員帰還輸送に関する情報記録 船舶工兵第３４連隊第２中隊

中央-終戦処理-946
連合軍の要求に依り提出せる調査書類及鉄道関係引継書類
No.83～90

南スマトラ鉄道隊長　小川清寛
大佐

中央-終戦処理-947
南方軍・第７方面軍等終戦処理関連資料１「衛生材料報告控（南
方軍総司令部）軍医部」

（南方軍総司令部）軍医部

中央-終戦処理-948
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料２「昭南地区現況表軍医
関係」

-

中央-終戦処理-949
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料３「患者発生一覧表綴新
嘉坡（シンガポール）部隊司令部」

新嘉波(シンガポール)部隊司令
部

中央-終戦処理-950
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料４「衛生関係申入書類綴
綾部司令部（１）

綾部司令部

中央-終戦処理-951
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料５「衛生関係申入書類綴
綾部司令部（２）

綾部司令部

中央-終戦処理-952
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料６「現認事実証明書病床
日誌綴綾部司令部」

綾部司令部

中央-終戦処理-953 南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料７「馬南第一錬成隊史」 太田次男

中央-終戦処理-954
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料８「南方軍連絡部関係一
覧表」

-

中央-終戦処理-955
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料９「終戦二周年特輯病院
新聞附録日本経済実相報告書」

ニースン日本人病院文化厚生
部

中央-終戦処理-956
南方軍・第７方面軍等終戦処理関連資料１０「1946年5月1日対英
軍衛生関係連絡事項」

長田軍医少佐

中央-終戦処理-957 南方軍・第７方面軍等終戦処理関連資料１１「患者収療班概要」 -

中央-終戦処理-958
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料１２「南方第一陸軍病院
史資料（草稿）」

南方第１陸軍病院

中央-終戦処理-959
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料１３「衛生材料引継目録
（ﾀﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ地区倉庫、牧場倉庫、天河倉庫、轟山洞窟倉庫、外苑
倉庫、南方第三陸軍病院）

南方第３陸軍病院等

中央-終戦処理-960
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料１４「最終残留記念帳在
シンガポール・ニースン日本人病院」

在ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾆｰｽﾝ日本人病院

中央-終戦処理-961
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料１５「状況報告資料岡（第
7方面軍）ノ状況威（南方軍）宛

-

中央-終戦処理-962
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料１６「連合側よりの衛生関
係来翰綴綾部司令部」

綾部司令部

中央-終戦処理-963
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料「衛生関係状況報告綴新
嘉坡部隊司令部」

新嘉波部隊司令部

中央-終戦処理-964
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料１８「昭和２１年８月東南
亜細亜連合軍管理下地区に残置されたる十万名の作業隊」

-

中央-終戦処理-965
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料１９「新嘉坡部隊司令部
司令官綾部橘樹中将書翰他」

新嘉波部隊司令部司令官　綾
部橘樹

中央-終戦処理-966
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料２０「対連合軍報告書類
（衛生）連合軍要求に基く報告」

第７方面軍（岡集団）軍医部等

中央-終戦処理-967
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料２１「病院よりの衛生関係
渉外事項綴新嘉坡部隊司令部」

新嘉波部隊司令部

中央-終戦処理-968 南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料２２「参考綴（部隊衛生）」 部隊衛生

中央-終戦処理-969 南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料２３「終戦後記」 志村文雄

中央-終戦処理-970
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料２４「渉外事項衛生関係
入退院報告」

-

中央-終戦処理-971
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料２５「衛生部職員表綴新
嘉坡部隊司令部」

新嘉波部隊司令部

中央-終戦処理-972
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料２６「衛生関係発来翰綴
綾部司令部」

綾部司令部

中央-終戦処理-973
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連２７「岡部隊（第7方面軍）軍医
部ｲﾛﾊ人名簿留守名簿」

軍需部

中央-終戦処理-974
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料２８「自動車類引継関係
（南方第1陸軍病院等）」

南方第１陸軍病院等

中央-終戦処理-975
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料２９「終戦直後に於ける南
方衛生機関の状況」

-

中央-終戦処理-976
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料３０「米軍提出（岡集団軍
医部長田少佐供述）壱件書類」

-

中央-終戦処理-977
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料３１「伝染病患者報告（綾
部司令部）」

綾部司令部等

中央-終戦処理-978
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料３２「患者に関する綴新嘉
坡部隊司令部」

新嘉波部隊司令部

中央-終戦処理-979
南方軍・第7方面軍等終戦処理関連資料３３「英文患者週報綴「ｼ」
管区提出の分新嘉坡部隊司令部」

新嘉波部隊司令部

中央-終戦処理-980 例規綴（新聞報道関係） 内務省検閲課検閲係等
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中央-終戦処理-981 歩兵第２２６聯隊状況報告 第３７師団第226連隊本部

中央-終戦処理-982 資料通報(B)第６１号其の(８) 留守業務部第３課

中央-終戦処理-983 資料通報(B)第７９号 留守業務部第３課

中央-終戦処理-984
杉田一次史料 終戦記録　東久邇宮内閣内閣総理大臣秘書官　陸
軍大佐　杉田一次

陸軍大佐杉田一次

中央-終戦処理-985 杉田一次史料 戦争に関する観察断片　杉田一次 陸軍大佐杉田一次

中央-終戦処理-986
杉田一次史料　米「ソ」戦と日本の地位とに関する観察　昭和２１
年７月１０日

陸軍大佐杉田一次

中央-終戦処理-987
杉田一次史料 戦争終結に伴う今後の情勢大観と帝国の施策に就
て　昭和２０年９月１５日

-

中央-終戦処理-988
杉田一次史料　昭和２１年春頃に於ける情勢大観　昭和２１年３月
２５日　杉田一次

陸軍大佐杉田一次

中央-終戦処理-989
杉田一次史料　終戦に伴う今村大将の将兵指導に就て　昭和２１
年３月３１日

-

中央-終戦処理-990
昭和２７年５月１３日　第５課２資総班　中共地域資料概況補修
新京地区資料

第５課２資総班

中央-終戦処理-991
昭和２７年５月１３日　第５課２資総班　中共地域資料概況補修
新京地区資料

第５課２資総班

中央-終戦処理-992 中共地域資料概況第２回補修訂正　留守業務部 留守業務部

中央-終戦処理-993
中共地域資料概況補修（奉天市関係）留部５課　昭和２７年６月１
日

留部５課

中央-終戦処理-994
中共地域資料概況補修（奉天市関係）　留部５課　昭和２７年６月
１日

留部５課

中央-終戦処理-995 中共地域資料概況補修　留部第２資料総班　昭和２６年３月８日 留部第２資料総班

中央-終戦処理-996 中共地域資料概況補修　留部第２資料総班　昭和２６年３月８日 留部第２資料総班

中央-終戦処理-997 昭和２５年１１月１日　中共地域資料概況　留守業務部 留守業務部

中央-終戦処理-998 昭和２５年１１月１日　中共地域資料概況　留守業務部 留守業務部

中央-終戦処理-999 GHQ歴史課嘱託として提出の「降伏の決定」原稿とその第１次案 大井篤

中央-終戦処理-1000 GHQ歴史課原稿　１９４７年
荒木光太郎､服部卓四郎､中村
勝平

中央-終戦処理-1001 第１２軍復員経理業務処理要領抜粋 第１２軍等

中央-終戦処理-1002 大井篤史料（終戦史編纂の苦心　別綴） GHQ歴史課

中央-終戦処理-1003 大井篤史料（GHQ歴史課嘱託退職当時のもの） 大井篤

中央-終戦処理-1004 昭和２０年８月　機密日誌 完倉寿郎

中央-終戦処理-1005 大東亜戦争　久留米師管区編成表 第１復員省

中央-終戦処理-1006 大東亜戦争　久留米師管区編成表　（続） 第１復員省

中央-終戦処理-1007 筑後及大刀洗陸軍飛行場隣接部隊　関連史料 第１復員省

中央-終戦処理-1008 西部軍参謀室　親展電報綴 陸軍次官等

中央-終戦処理-1009 遺書１　野田毅陸軍少佐関連資料 野田毅

中央-終戦処理-1010 遺書２（辞世の原稿等）　野田毅陸軍少佐関連資料 野田毅

中央-終戦処理-1011 遺書３（南京収容所関連）　野田毅陸軍少佐関連資料 野田毅

中央-終戦処理-1012 遺書４（公判関係書類）　野田毅陸軍少佐関連資料 野田毅

中央-終戦処理-1013 遺書５（公判提出資料下書）　野田毅陸軍少佐関連資料 野田毅

中央-終戦処理-1014 軍需品現在高調書等　昭和20年11月6日 山本勇伍長

中央-終戦処理-1015 部隊（終戦時位置）索引簿 一復（満州第二課）

中央-終戦処理-1016 陸軍部隊兵種別索引簿
留守業務局
鮮満残務整理部
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中央-終戦処理-1017 日本軍降伏時期場所等一覧表 第一復員局

中央-終戦処理-1018 部隊（終戦時位置）索引簿 不詳

中央-機関誌造兵彙報-1 造兵彙報　総索引　大正１２．８～昭和９．１２　昭和１０．１印刷 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-2 造兵彙報　第６巻　第１～３　昭和３．２～６月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-3 造兵彙報　第６巻　第４～６　特別号　昭和３．８～１２月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-4 造兵彙報　第７巻　第１～４号　昭和４．１～４月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-5 造兵彙報　第７巻　第５～８号　昭和４．５～８月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-6 造兵彙報　第７巻　第９～１２号　昭和４．９～１２月　第９～１２号 -

中央-機関誌造兵彙報-7 造兵彙報　第８巻　第１～４号　昭和５．１～４月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-8 造兵彙報　第８巻　第５～８号　昭和５．５～８月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-9 造兵彙報　第８巻　第９～１１号　昭和５．１０～１２ 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-10 造兵彙報　第９巻　第１～３号　昭和６．１～５月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-11 造兵彙報　第９巻　第５～６号　昭和６．８～１２月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-12 造兵彙報　第１０巻　第１号特別号　昭和７．１ 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-13 造兵彙報　第１０巻　第２～４号　昭和７．３～７月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-14 造兵彙報　第１１巻　第４～８号　昭和８．４～８月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-15 造兵彙報　特別号　昭和８．１０ 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-16 造兵彙報　第１２巻　第１～３号　昭和９．１～３月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-17 造兵彙報　第１２巻　第４～６号　昭和９．４～６月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-18 造兵彙報　第１２巻　第７．８特別号　昭和９．７～１１月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-19 造兵彙報　第１３巻　第１～３巻　昭和１０．１～４月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-20 造兵彙報　第１４巻　第１～４巻　昭和１１．４～４月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-21 造兵彙報　第１３巻　第４～６巻　昭和１０．７～１２月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-22 造兵彙報　第１４巻　第５～７巻　昭和１１．５～８ 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-23 造兵彙報　第１４巻　第８～１０巻　昭和１１．９～１２月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-24 造兵彙報　第１５巻　第１～３．特集号　昭和１２．１～３ 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-25 造兵彙報　第１５巻　第４～７号　昭和１２．４～７ 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-26 造兵彙報　第１５巻　第８～１０号　昭和１２．８～１０ 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-27 造兵彙報　第１６巻　第２～５号　昭和１３．２～５月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-28 造兵彙報　第１６巻　第８～９号　昭和１３．９～１１ 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-29 造兵彙報　第１７巻　（索引第１～３号）　昭和１４．１～４ 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-30 造兵彙報　第１７巻　第４．５号　昭和１４．５～７月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-31 造兵彙報　第１７巻　第６．７号　昭和１４．９～１１月 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-32 造兵彙報　第１８巻　第１～３号　昭和１５．１～３ 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-33 造兵彙報　第１８巻　第４～６号　昭和１５．６～１１月 陸軍兵器本部

中央-機関誌造兵彙報-34 造兵彙報　第１９巻　第１～４号　昭和１６．１～４月 陸軍兵器本部
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中央-機関誌造兵彙報-35 造兵彙報　第１９巻　第５～７号　昭和１６．５～７月 陸軍兵器本部

中央-機関誌造兵彙報-36 造兵彙報　特別号　昭和１６．８ 陸軍兵器本部

中央-機関誌造兵彙報-37 造兵彙報　第１～４号　昭和１７．４～９月 陸軍兵器本部

中央-機関誌造兵彙報-38 造兵彙報　第２０巻　第５～８号　昭和１７．９ 陸軍兵器本部

中央-機関誌造兵彙報-39 造兵彙報　特別号　昭和１７．８ 陸軍兵器本部

中央-機関誌造兵彙報-40 造兵彙報　第２１巻　第１～３号　昭和１８．１～３月 陸軍兵器行政本部

中央-機関誌造兵彙報-41 造兵彙報　第２１巻　第４～９号　昭和１８．４～９月 陸軍兵器行政本部

中央-機関誌造兵彙報-42 造兵彙報　第２１巻　第１０～１２号　昭和１８．１０～１２月 陸軍兵器行政本部

中央-機関誌造兵彙報-43 造兵彙報　第２２巻　第２～５号　昭和１９．２～５ 陸軍兵器行政本部

中央-機関誌造兵彙報-44 造兵彙報　第２３巻　第１号　昭和２０．１ 陸軍兵器行政本部

中央-機関誌造兵彙報-45 造兵彙報　特別号　第３号　（考案記録）　昭和１８．７ 陸軍兵器行政本部

中央-機関誌造兵彙報-46 造兵彙報　特別号　第４～５号　昭和１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-機関誌造兵彙報-47 造兵彙報　特別号　第８．９．１６号　昭和１８．１１～１９．８ 陸軍兵器行政本部

中央-機関誌造兵彙報-48 研究試験実施記録概要　昭和８～１０年度 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-49 研究試験実施記録概要　昭和１１．１６年度 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-50 造兵彙報　付録第６号　（考案記録総索引）　昭和１９．１ 陸軍兵器行政本部

中央-機関誌造兵彙報-51 造兵彙報　第１１巻　第１号．第２号．第３号．特別号　昭和８年 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-52 造兵彙報　第６巻　第２号　昭和３年４月２０日 陸軍造兵廠

中央-機関誌造兵彙報-53 造兵彙報　第１１巻　第４号　脂油号　昭和８年４月１日 陸軍造兵廠

中央-機関誌蒐録-1 蒐録目次　（第１～２３１号）　大正１０．１～昭和１８．２ 陸軍重砲兵学校研究部

中央-機関誌蒐録-2 蒐録　第６．９．１１号　大正１０．６～１１月 陸軍重砲兵射撃学校

中央-機関誌蒐録-3 蒐録　第１３．１５．１６号　大正１１．１～４ 陸軍重砲兵射撃学校

中央-機関誌蒐録-4 蒐録　第１９～２２号　大正１１．７～１０月 陸軍重砲兵射撃学校

中央-機関誌蒐録-5 蒐録　第２９．３１．３２号　大正１２．５～８月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-6 蒐録　第３８～４０号　大正１３．２～４月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-7 蒐録　第４４．４７号　大正１３．８～１１月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-8 蒐録　第５０～５３号　大正１４．２～５月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-9 蒐録　第５４～５７号　大正１４．６～９月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-10 蒐録　第５８～６０号　大正１４．１０～１２月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-11 蒐録　第６８～７２号　大正１５．８～１２月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-12 蒐録　第７３～７５号　昭和２．１～３月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-13 蒐録　第７６～７９号　昭和２．４～７月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-14 蒐録　第８０～８３号　昭和３．１～４月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-15 蒐録　第８４～８７号　昭和３．５～８月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-16 蒐録　第８８～９０号　昭和３．１０～１２月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-17 蒐録　第９１～９４号　昭和４．１～４月 陸軍重砲兵学校
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中央-機関誌蒐録-18 蒐録　第９５．９６号　昭和４．６～８月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-19 蒐録　第９７．９８．１００号　昭和０４．９～１２月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-20 蒐録　第１０２～１０４号　昭和５．２～４月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-21 蒐録　第１０５～１０８号　昭和５．５～８月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-22 蒐録　第１０９～１１２号　昭和５．９～１２月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-23 蒐録　第１１３～１１６号　昭和６．１～６月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-24 蒐録　第１１７～１１８号　昭和６．７～８月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-25 蒐録　第１１９．１２０．１２２号　昭和６．９～１２月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-26 蒐録　第１２３～１２５号　昭和７．１～３月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-27 蒐録　第１３２～１３４号　昭和７．１０～１２月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-28 蒐録　第１３５～１３７号　昭和８．１～３月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-29 蒐録　第１３８～１４１号　昭和８．４～７月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-30 蒐録　第１４２～１４６号　昭和９．１～５月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-31 蒐録　第１４７～１５３号　昭和９．６～１２月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-32 蒐録　第１５４～１５７号　昭和１０．１～４月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-33 蒐録　第１６１～１６３号　昭和１０．８～１０月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-34 蒐録　第１６４～１６５号　昭和１０．１１～１２月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-35 蒐録　第１６６～１６８号　昭和１１．１～３月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-36 蒐録　第１６９～１７０号　昭和１１．４～５月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-37 蒐録　第１７１．１７２．１７７号　昭和１１．６～１２月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-38 蒐録　第１７８～１８０号　昭和１２．１～３月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-39 蒐録　第１８１．１８３．１８４．１８７．１８８号　昭和１２．４～１２ 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-40 蒐録　第１９０～１９３号　昭和１３．２～６月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-41 蒐録　第１９４～１９６号　昭和１４．１～７月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-42 蒐録　第１９７～１９８号　昭和１５．４～６月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-43 蒐録　第１９９～２０１号　昭和１５．７～９月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-44 蒐録　第２０２～２０４号　昭和１５．１０～１２月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-45 蒐録　第２０５～２０９号　昭和１６．１～５月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-46 蒐録　第２１０～２１３号　昭和１６．６～９月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-47 蒐録　第２１４～２１６号　昭和１６．１０～１２月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-48 蒐録　第２１８～２２１号　昭和１７．２～５月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-49 蒐録　第２２３～２２４号　昭和１７．７～８月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-50 蒐録　第２２６～２２８号　昭和１７．１０～１２月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌蒐録-51 蒐録　第２２９～２３３号　昭和１８．１～５月 陸軍重砲兵学校

中央-機関誌研究録-1
研究録　総目録　第６１～１２９号　第２１４～２４９号　大正１３～昭
和４年

陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-2 研究録　第８０．８１号　昭和１４．１１～１２月 陸軍野戦砲兵学校
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中央-機関誌研究録-3 研究録　第８２．８５号　大正１５．１～４月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-4 研究録　第８８．９０号　大正１５．７～９月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-5 研究録　第９１．９３号　大正１５．１０～１２月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-6 研究録　第９７．９９９　昭和２．４～６ 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-7 研究録　第１００～１０２号　昭和２．７～９月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-8 研究録　第１０３～１０５号　昭和２．１０～１２月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-9 研究録　第１０６～１０９号　昭和３．１～４月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-10 研究録　第１１０号．其１～２　昭和３．５ 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-11 研究録　第１１１～１１２　其１．２　昭和３．６～７月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-12 研究録　第１１３～１１５号　昭和３．８～１０月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-13 研究録　第１１６～１１７号　昭和３．１１～１２月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-14 研究録　第１１２．１２３号　昭和４．５～６月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-15 研究録　第１２４．１２５号　昭和４．７～８月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-16 研究録　第１３３．１３４号　昭和５．４～５月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-17 研究録　第１３５．１３６号　昭和５．６～７月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-18 研究録　第１３７～１３９号　昭和５．８～１０月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-19 研究録　第１５０．１５１号　昭和６．９～１０月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-20 研究録　第１５４．１５６号　昭和７．１～３月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-21 研究録　第１５７～１５９号　昭和７．４～６月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-22 研究録　第１６１．１６２号　昭和７．８～９月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-23 研究録　第１６３～１６５号　昭和７．１０～１２月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-24 研究録　第１６６．１６７号　昭和８．１～２月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-25 研究録　第１６９．１７１号　昭和８．４～６月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-26 研究録　第１７３．１７４号　昭和８．８～９月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-27 研究録　第１７５～１７７号　昭和８．１０～１２月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-28 研究録　第１７８号　昭和９．１ 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-29 研究録　第１８２～１８４号　昭和９．５～７月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-30 研究録　第１８５～１８７号　昭和９．８～１０月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-31 研究録　第１８８．１８９号　昭和９．１１～１２月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-32 研究録　第１９０．１９１号　昭和１０．１～２月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-33 研究録　第１９２～１９４号　昭和１０．３～５月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-34 研究録　第１９６号　昭和１０．７ 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-35 研究録　第１９８～２０１号　昭和１０．９～１２月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-36 研究録　第２０２～２０４号　昭和１１．１～３月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-37 研究録　第２０７～２０９号　昭和１１．６～８月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-38 研究録　第２１０～２１３号　昭和１１．９～１２月 陸軍野戦砲兵学校
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中央-機関誌研究録-39 研究録　第２１４～２１６号　昭和１２．１～３月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-40 研究録　第２２２～２２５号　昭和１２．９～１２月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-41 研究録　第２２６～２２９号　昭和１３．１～４月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-42 研究録　第２３０～２３３号　昭和１３．５～８月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-42_2 研究録　第２３４号　其の２別冊　（砲兵自動車必携）　昭和１３．７ -

中央-機関誌研究録-43 研究録　第２３６～２３７号　昭和１３．１１～１２月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-44 研究録　第２４０号　昭和１４．３ 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-45 研究録　第２４４．２４５号　昭和１４．７～８月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-46 研究録　第２４６号　昭和１４．９～１０月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-47 研究録　第２５１．２５２号　昭和１５．６～１２月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-48 研究録　第２５３．２５４．２５８～２６０号　昭和１６．１～８月 陸軍野戦砲兵学校

中央-機関誌研究録-49 研究録　第170号・172号 -

中央-機関誌研究部月報-1 研究部月報　総目次　（５４～９３号）　昭和２．１ 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-2 研究部月報　第５．８．９号　大正７．８～１２月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-3 研究部月報　第１５～２１号　大正８．６～１２月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-4 研究部月報　第２２～２４．２６～２８号　大正９．１～７月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-5 研究部月報　第２９～３３号　大正９．８～１２月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-6 研究部月報　第３４～３９号　大正１０．１～６月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-7 研究部月報　第４３．４５．４７号　大正１０．１０～１１．５月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-8 研究部月報　第５４．５５．５８．６０．６１号　大正１２．１～１２月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-9 研究部月報　第６６～７１号　大正１３．５～１１月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-10 研究部月報　第７２．７６～７８．８１号　大正１４．１～１１月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-11 研究部月報　第７９．８０．８４．８５号　大正１４．９～１５．３ 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-12 研究部月報　第８３．８８号　大正１５．１～７月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-13 研究部月報　第９１．９７号　大正１５．１０～昭和２．９ 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-14 研究部月報　第９４．９５．９８　特別号　昭和２．１～１０月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-15 研究部月報　第１０５～１０７　特別号　昭和３．６～１１月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-16
研究部月報　第１０６．１０９．１１１．１３４．１３５号　昭和３．７～６．
１１

陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-17 研究部月報　第１３３．１５９号　昭和６．９～８．１２月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-18 研究部月報　第１４４号　昭和７．９ 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-19
研究部月報　第１７３．１７７．１７８．１８１．１８２号　昭和１０．２～１
１月

陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-20 研究部月報　第１８５．１９２号　昭和１１．２～９月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-21 研究部月報　第１９９．２００．２０４．２０５号　昭和１２．４～１０月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-22 研究部月報　第２０８．２０９．２１１～２１３号　昭和１３．５～１０月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-23 研究部月報　第２１６．２１７．２１９．２２１号　昭和１４．１～６月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-24 研究部月報　第２２４．２３０．２３２．２３５号　昭和１５．１～１２月 陸軍歩兵学校
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中央-機関誌研究部月報-25 研究部月報　第２３６．２３７．２４０号　昭和１６．１～５月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-26 研究部月報　第２４２～２４５号　昭和１６．７～１０月 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-27 研究部月報　第２５５～２５７号　昭和１７．１１～１８．１ 陸軍歩兵学校

中央-機関誌研究部月報-28 研究部月報　第１６５号　歩戦号等　昭和９年６月号 -

中央-機関誌技術本部-1 軍事と技術　第１巻　１～６号　昭和２．１～６月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-2 軍事と技術　第１巻　７～１２号　昭和２．７～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-3 軍事と技術　第２巻　１～６号　昭和３．１～６月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-4 軍事と技術　第２巻　７～１２号　昭和３．７～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-5 軍事と技術　第３巻　１～１２号　昭和４．１～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-6 軍事と技術　４の１～１２　昭和５．１～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-7 軍事と技術　第５巻　第１～１２号　昭和６．１～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-8 軍事と技術　第６巻　第１～１２号　昭和７．１～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-9 軍事と技術　第７巻　１月～１２月号　昭和８．１～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-10 軍事と技術　第８５～９６号　昭和９．１～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-11 軍事と技術　第９７～１０８号　昭和１０．１～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-12 軍事と技術　第１０９～１１４号　昭和１１年１月～６月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-13 軍事と技術　第１１５～１２０号　昭和１１．７～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-14 軍事と技術　第１２１～１３２号　昭和１２．１～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-15 軍事と技術　第１３３～１４４号　昭和１３．１～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-16 軍事と技術　第１４５～１５６号　昭和１４．１～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-17 軍事と技術　第１５７～１６８号　昭和１５．１～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-18 軍事と技術　第１６９～１７４号　昭和１６．１～６月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-19 軍事と技術　第１７６～１８０号　昭和１６．８～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-20 軍事と技術　第１８１～１９２号　昭和１７．１～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-21 軍事と技術　第１９３～１９５．１９９．２００号　昭和１８．１～８月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-22 軍事と技術　第２０１～２０４号　昭和１８．９～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-23 軍事と技術　昭和１９．５～１０月 陸軍兵器行政本部

中央-機関誌技術本部-24 軍事と技術に関する書類綴　昭和１７．１～１９年 -

中央-機関誌技術本部-25 技術調査報　第６．８～１０月　昭和１４．４～６月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-26 技術調査報　第１１～１３号　昭和１４．７～８月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-27 技術調査報　第２１．２２．２４～２６号　昭和１５．１～４月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-28 技術調査報　第２７～３１号　昭和１５．５～７月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-29 技術調査報　第３２～３５号　昭和１５．７～９月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-30 技術調査報　第３６～４０号　昭和１５．９～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-31 技術調査報　第４１～４３号　昭和１６．１～２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-32 技術調査報　第４４～４６号　昭和１６．３～４月 陸軍技術本部
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中央-機関誌技術本部-33 技術調査報　第４７～５０号　昭和１６．５～６月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-34 技術調査報　第５１～５３．５５号　昭和１６．８～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-35 技術調査報　第５６～５９号　昭和１７．１～９月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-36 技術調査報　第６０～６３号　昭和１８．３～１９．３ 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-37 蒐集資料　第７～１０号　昭和５．５～７月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-38 蒐集資料　第１１～１５号　昭和５．７～９月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-39 蒐集資料目録　第６～９号　昭和６．４～７月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-40 蒐集資料目録　第１０～１３号　昭和６．８～１０月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-41 蒐集資料目録　第１４～１７号　昭和６．１１～１２月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-42 参考資料　第１３～１２７号　大正１５．９～昭和１４年 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-43 技術新報　１０年９～１２号　１３年１月号　昭和９．１～１３．１ 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-44 月報　５月号　昭和１２．５ 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-45 軍事と技術　１５０～１５８号　昭和１４．１５年 -

中央-機関誌技術本部-46 月報　第１巻　第３号　大正１４年１１月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-47 月報　第２巻　第９号　大正１５年９月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-48 月報　第２巻　第１０号　大正１５年１０月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-49 月報　第３巻　第３号　昭和２年３月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-50 英国兵器技術界の情勢に就て　昭和２年７月 陸軍技術本部

中央-機関誌技術本部-51 英国に於ける火薬爆発に就て　昭和２年８月 陸軍技術本部

中央-機関誌科学研究所-1 化学兵器集録　総目次　昭和７年 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-2 化学兵器集録　第１巻　第１～６号　昭和６．４ 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-3
化学兵器集録　第１巻　８月１１月１２月　臨時増刊　昭和６．８～１
２月

陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-4 化学兵器集録　第２巻　第２～６号　昭和７．３～１１月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-5 化学兵器集録　第２巻　６月８月９月　臨時増刊　昭和７．６～９月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-6 化学兵器集録　第３巻　第１～３号　昭和８．１～５月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-7 化学兵器集録　第３巻　第４～６号　昭和８．７～１１月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-8 化学兵器集録　第３巻　３月５月９月　臨時増刊　昭和８．３～９月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-9 化学兵器集録　第４巻　第１～３号　昭和９．１～１１月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-10 化学兵器集録　第４巻　第４～６号　昭和９．７～１１月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-11
化学兵器集録　第４巻　６月７月１１月　臨時増刊　昭和９．６～１１
月

陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-12
化学兵器集録　第５巻　第２～４．６号　号外　臨時増刊　昭和１
０．３～１１月

陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-13 化学兵器集録　第５巻　第５．６号　昭和１０．９～１１月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-14 化学兵器集録　第６巻　第１～４号　昭和１１．１～７月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-15 化学兵器集録　第６巻　第５．６号　昭和１１．９～１２月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-16
化学兵器集録　第６巻　５月１０月１２月　臨時増刊　昭和１１．５～
１２月

陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-17 化学兵器集録　第７巻　第１～５号　昭和１２．１～１０月 陸軍化学研究所
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中央-機関誌科学研究所-18
化学兵器集録　第７巻　２月７月１２月　臨時増刊．別冊付録　昭
和１２．２～１２月

陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-19 化学兵器抄録　第２年５～７号　昭和４．５～７月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-20 化学兵器抄録　第２年８～１１号　昭和４．８～１１月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-21 化学兵器抄録　第３年１～４号　昭和５．１～４月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-22 化学兵器抄録　第３年７～９号　昭和５．７～９月 陸軍化学研究所

中央-機関誌科学研究所-23 化学兵器抄録　第３年１０～１２号　昭和５．１０～１２月 陸軍化学研究所

中央-機関誌軍医（獣）団-1 軍医団雑誌　第２１１～２１３号　昭和６．１～３月 -

中央-機関誌軍医（獣）団-2 軍医団雑誌　第２１４～２１６号　昭和６．４～６月 -

中央-機関誌軍医（獣）団-3 軍医団雑誌　第２１７～２１９号　昭和６．７～９月 -

中央-機関誌軍医（獣）団-4 軍医団雑誌　第２２０～２２２号　昭和６．１０～１２月 -

中央-機関誌軍医（獣）団-5 軍医団雑誌　第２３５～２３８号　昭和８．１～４月 -

中央-機関誌軍医（獣）団-6 軍医団雑誌　第２３９～２４２号　昭和８．５～８月 -

中央-機関誌軍医（獣）団-7 軍医団雑誌　第２４３～２４６号　昭和８．９～１２月 -

中央-機関誌軍医（獣）団-8 軍医団雑誌　第２４７～２５０号　昭和９．１～４月 -

中央-機関誌軍医（獣）団-9 軍医団雑誌　第２５１～２５４号　昭和９．５～８月 -

中央-機関誌軍医（獣）団-10 軍医団雑誌　第２５５～２５９号　昭和９．８～１２月 -

中央-機関誌軍医（獣）団-11 軍医団雑誌　第３６５．３６６．３７２．３７４号　昭和１８．１０～１９．７ -

中央-機関誌軍医（獣）団-12 陸軍獣医団報　第４０２～４０４号　昭和１８．１～３月 -

中央-機関誌軍医（獣）団-13 陸軍獣医団報　第４０５．４０７．４０９号　昭和１８．４～８月 -

中央-機関誌軍医（獣）団-14 陸軍獣医団報　第４１０～４１３号　昭和１８．９～１２月 -

中央-機関誌軍医（獣）団-15
軍医団雑誌総目次　自　第１号　（明治４２年）　至　第３７１号　（昭
和１９年）

-

中央-機関誌軍医（獣）団-16 陸軍に於ける花柳病　昭和２年 陸軍軍医団

中央-機関誌軍医（獣）団-17 軍隊結核・予防及診療　昭和１７年 陸軍軍医団

中央-機関誌軍医（獣）団-18 伝染病を媒介する昆虫の撲滅方法　昭和１８年 陸軍軍医団

中央-機関誌軍医（獣）団-19 軍医団雑誌　自９１号　至９７号　大正９年 陸軍軍医団

中央-機関誌軍医（獣）団-20 軍医団雑誌　自第２４７号～至第２５９号　昭和９年度 陸軍軍医団

中央-機関誌軍医（獣）団-21
軍医団雑誌総目次　自第１号（明治４２年）至第３７１号（昭和１９
年）

衛生学校

中央-機関誌士官校記事-1 陸軍士官学校記事　第９～１４号　昭和１４年 -

中央-機関誌士官校記事-2 陸軍士官学校記事　第１５～２０号　昭和１４年 -

中央-機関誌士官校記事-3 陸軍士官学校記事　第２４～３２号　昭和１５年 -

中央-機関誌士官校記事-4 陸軍士官学校記事　第３３～３７号　昭和１６年 -

中央-機関誌士官校記事-5 陸軍士官学校記事　第４０～４１．５５～５６号　昭和１６．１７年 -

中央-機関誌士官校記事-6 陸軍士官学校記事　第５７～６１号　昭和１８年 -

中央-機関誌士官校記事-7 陸軍士官学校記事　第６３～６９号　昭和１８．１９年 -

中央-機関誌士官校記事-8 陸軍士官学校記事　第２～５．７号　昭和１３年６月～１１月 -

中央-機関誌士官校記事-9 陸軍士官学校記事　第３７．４１．４３号　昭和１６年５月～１１月 -
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中央-機関誌主計団-1 主計団記事（抜粋）　財政　其の１ -

中央-機関誌主計団-2 主計団記事（抜粋）　財政　其の２ -

中央-機関誌主計団-3 主計団記事（抜粋）　財政　其の３ -

中央-機関誌主計団-4 主計団記事（抜粋）　軍事行政 -

中央-機関誌主計団-5 主計団記事　（抜粋）　外国事情 -

中央-機関誌主計団-6
主計団記事　７１号．７７号．５０６号．付録　・英国一般予算に就い
て　・英国陸軍に於ける金銭出納上の系統並実行機関　・英国軍
需品大調弁法　・徴兵検査に就き雑感　・最近時局の状況　・開戦

-

中央-機関誌主計団-7
主計団記事　第２０１号．２０３号　付録　エーベルヒ博士著　「戦時
財政」の梗概　其１

-

中央-機関誌主計団-8 陸軍主計団記事　第３１４号　昭和１１年４月１日 -

中央-機関誌主計団-9 陸軍主計団記事　第３２４号　昭和１２年２月１日 -

中央-機関誌主計団-10 陸軍主計団記事　第３３１号　昭和１２年９月１日 -

中央-機関誌主計団-11 陸軍主計団記事　第３３２号　昭和１２年１０月１日 -

中央-機関誌主計団-12 陸軍主計団記事　第３６６号　昭和１５年９月１日 -

中央-機関誌主計団-13 陸軍主計団記事　第３６８号　昭和１５年１１月１日 -

中央-機関誌主計団-14
陸軍主計団記事第２２９号別冊　陸軍一等主計　島田清憲編述
化学戦と作戦給養

-

中央-機関誌主計団-15
陸軍主計団記事第２７２号別冊　世界大戦に於ける独逸軍の後方
勤務　ウヰルテンベルグ陸軍給養史　住谷悌史資料

迫栄吉

中央-機関誌主計団-16
陸軍主計団記事第２８９号別冊　満洲事変の経験より得たる野戦
経理勤務上の教訓　上海事件給養の部　住谷悌史資料

-

中央-機関誌主計団-17
陸軍主計団記事第２９７号附録　欧州大戦間シナイ半島及パレス
タインに於ける英土の沙漠作戦及之に伴ふ補給　住谷悌史資料

清水一郎

中央-機関誌主計団-18 昭和９年第１２回主計団本部野外作業記事　住谷悌史資料 主計団本部

中央-機関誌主計団-19 陸軍主計団記事第３１１号附録　経理官陣中便覧　住谷悌史資料 陸軍主計団記事発行部

中央-機関誌主計団-20
陸軍主計団記事第２９９号附録　陸軍経理学校教官陸軍二等主
計佐藤勇助編　野戦給養発達史　住谷悌史資料

-

中央-機関誌主計団-21
陸軍主計団記事第２０３号附録　エーベルヒ博士著「戦時財政」の
梗概 （完）　住谷悌史資料

陸軍経理学校研究部

中央-機関誌主計団-22
陸軍主計団記事第２０４号〔代刊〕　英国戦時の国家管理〔衣糧〕
の経験　住谷悌史資料

イー・エム・エッチ・ロイド

中央-機関誌主計団-23
陸軍主計団記事第２１１号附録　戦時本邦食料品需給に関する一
観察　住谷悌史資料

高木六郎

中央-機関誌主計団-24
陸軍主計団記事第１５６号〔代刊〕　大正１１年１０月陸軍主計団本
部　第一次野外作業記事(附録）　住谷悌史資料

陸軍主計団本部

中央-機関誌主計団-25
陸軍主計団記事第１５９号〔代刊〕　軍隊経理事務能率増進に関す
る具体的研究〔附録〕　住谷悌史資料

笹田文雄他

中央-機関誌主計団-26
陸軍主計団記事第１８４号附録　国民国防と鮮人の嚮背　住谷悌
史資料

濱名寛祐

中央-機関誌主計団-27 陸軍主計団記事第２０２号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-28 陸軍主計団記事第２３０号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-29 陸軍主計団記事第２３４号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-30 陸軍主計団記事第２４０号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-31
陸軍主計団記事第２４２号別冊　熱地作戦に当り当師団経理部と
して給養上特に採るべき手段方法の研究　住谷悌史資料

第１１師団経理部部員陸軍二等
主計渡邊賢壽郎

中央-機関誌主計団-32 陸軍主計団記事第２５０号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-33 陸軍主計団記事第２６２号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-34
陸軍主計団記事第２７４号附録　昭和７年９月第１０回　陸軍主計
団本部野外作業記事　住谷悌史資料

陸軍主計団本部

中央-機関誌主計団-35
陸軍主計団記事第２８３号別冊　満洲派遣間に於ける第六師団の
行動並経理概況他　住谷悌史資料

-

中央-機関誌主計団-36
陸軍主計団記事第２８５号別冊　陸軍経理学校第五期甲種学生
後期野外作業記事(近畿地方）　住谷悌史資料

-
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中央-機関誌主計団-36_2
陸軍主計団記事第２８５号別冊　陸軍経理学校第五期甲種学生
後期野外作業記事(近畿地方）　住谷悌史資料

-

中央-機関誌主計団-37
陸軍主計団記事第２９２号別冊熱河並河北作戦経過の概要と之
に伴ふ給養補給に関する記事　住谷悌史資料

第８師団経理部

中央-機関誌主計団-38 陸軍主計団記事第３０１号(特第１０号）　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-39 陸軍主計団記事第３１５号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-40 陸軍主計団記事第３２３号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-41 陸軍主計団記事第３３３号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-42 陸軍主計団記事第３４４号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-43 陸軍主計団記事第３４７号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-44 陸軍主計団記事第３４９号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-45 陸軍主計団記事第３５０号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-46 陸軍主計団記事第３５５号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-47 陸軍主計団記事第３６２号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-48 陸軍主計団記事特第３１号第３６３号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-48_2 陸軍主計団記事特第３１号第３６３号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-49 陸軍主計団記事第３６４号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-50 陸軍主計団記事特第３２号第３６６号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-51 陸軍主計団記事第３６７号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-52
陸軍主計団記事第３６８号　陸軍経理学校創立５０周年記念号
住谷悌史資料

陸軍主計団

中央-機関誌主計団-53 陸軍主計団記事第３７０号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-54 陸軍主計団記事第３７１号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-55 陸軍主計団記事第３７２号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-56 陸軍主計団記事第３７３号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-57 陸軍主計団記事第３７５号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-57_2 陸軍主計団記事第３７５号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-58 陸軍主計団記事第３７７号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-59 陸軍主計団記事第３７８号と第３７８号附録　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-60 陸軍主計団記事第３７９号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-61 陸軍主計団記事第４０１号８月号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-62 陸軍主計団記事第４０２号９月号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-63 陸軍主計団記事第４０３号１０月号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-64 陸軍主計団記事第４０５号１２月号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-65 陸軍主計団記事第４０６号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-66 陸軍主計団記事第４０７号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-67 陸軍主計団記事第４０８号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-68 陸軍主計団記事第４０９号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-69 陸軍主計団記事第４１０号　住谷悌史資料 陸軍主計団
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中央-機関誌主計団-70 陸軍主計団記事第４１１号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-71 陸軍主計団記事第４１４号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-72 陸軍主計団記事第４１５号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-73 陸軍主計団記事第４１６号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-74 陸軍主計団記事第４１７号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-75 陸軍主計団記事第４１８号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-76 陸軍主計団記事第４１９号　住谷悌史資料 陸軍主計団

中央-機関誌主計団-77
陸軍主計団記事第２７４号附録　赤軍後方施設並其補給　住谷悌
史資料

ウイ・ポポフ

中央-機関誌主計団-78
陸軍主計団記事第３０１号附録　満洲国軍経理業務整備経過概
要　住谷悌史資料

住谷悌

中央-機関誌主計団-79 陸軍経理勤務実施要領の栞　住谷悌史資料 陸軍主計中佐清水一郎編

中央-機関誌主計団-80 主計団記事「南方雑談会」開催計画 主計団記事発行部

中央-機関誌その他-1 陸軍兵器学校記事　第２．６．７号　昭和１７．８～１８．１ -

中央-機関誌その他-2 陸軍兵器学校記事　第８～１０号　昭和１８．２～４月 -

中央-機関誌その他-3 陸軍兵器学校記事　第１９．２５～２７号　昭和１９．２～１０月 -

中央-機関誌その他-4 陸軍兵器学校記事　第２８～３０号　昭和１９．１１～２０．２ -

中央-機関誌その他-5 研究彙録　第７０～７５号　昭和７．１～６月 陸軍工兵学校

中央-機関誌その他-6 研究彙録　第７６～８１号　昭和７．７～１２月 陸軍工兵学校

中央-機関誌その他-7 研究彙録　第１２９．１３７．１３９．１４０号　昭和１２．７～１８．５ 陸軍工兵学校

中央-機関誌その他-8 完勝　第１～４号　昭和１７．１～６月 関東軍司令部参謀部

中央-機関誌その他-9 完勝　第７～９号　昭和１７．１０～１２月 関東軍司令部

中央-機関誌その他-10 完勝　第１３．１５．２３号　昭和１８．７～２０．５ 関東軍司令部

中央-機関誌その他-11 機甲　第６．９．１０号　昭和１７．４～９月 陸軍機甲本部

中央-機関誌その他-12 機甲　第１１～１３号　昭和１７．１０～１２月 陸軍機甲本部

中央-機関誌その他-13 機甲　第１４～１６号　昭和１８．１～３月 陸軍機甲本部

中央-機関誌その他-14 機甲　第１７．１８．２０．２４号　昭和１８．４～１１月 陸軍機甲本部

中央-機関誌その他-15 機甲　第３０．３３号　昭和１９．５～８月 陸軍機甲本部

中央-機関誌その他-16 国防思想普及参考資料　第１～６号　昭和６．７ 陸軍省

中央-機関誌その他-17 国防思想普及参考資料　第１～３．６号　昭和７．７ 陸軍省

中央-機関誌その他-18 国防思想普及参考資料　第７～１０号　昭和６．７～１２ 陸軍省

中央-機関誌その他-19 調査彙報　第３１．４７．４８号　昭和８．４～１０．６ 陸軍省

中央-機関誌その他-20 訓練　第１１巻　１～８月号　昭和１２．１～８月号 陸軍省徴募課

中央-機関誌その他-21 参情報月報　第５年３号　８年１～３号　昭和５．３～８．３ 参謀本部

中央-機関誌その他-22
参情報月報　第８年６号．９年５号．１０年１．２号　昭和８．６～１
０．２

参謀本部

中央-機関誌その他-23 軍用通信調査彙報　第１０．８３号　昭和３．１～？ 陸軍通信学校

中央-機関誌その他-24 調査研究録　第２巻　昭和９年度 陸軍通信学校調査班

中央-機関誌その他-25 通信　第２巻２～５号　３巻１号　昭和５．３～９月 陸軍通信学校



令和５年１月１２日

中央-機関誌その他-26 参考蒐録　第１～８号　大正１２．７～１４．８ 野戦砲兵学校

中央-機関誌その他-27 戦車月報　第３．１１号　昭和１５．１２～１６．８ 陸軍戦車学校

中央-機関誌その他-28 陸軍主計団記事　第４１８号　昭和２０．１ 陸軍経理学校内

中央-機関誌その他-29 団報　第１０３．１０６．１１８．１１９号　昭和１１．１～１３．９ 豊橋連隊区将校団

中央-機関誌その他-30 各国兵事摘要　第１２６号　明治３１．５ 参謀本部

中央-機関誌その他-31 船舶研究記事　第４．９号　昭和１９．４～９月 陸軍船舶練習部

中央-機関誌その他-32 隣邦兵備略　第２版 -

中央-機関誌その他-33 研究蒐録　第２号 研究部

中央-機関誌その他-34 「ソ」軍戦法研究資料　第２編　付録　昭和１８．９ 関東軍参謀部

中央-機関誌その他-35 調査彙報　第３９号　（国内思想運動概観）　昭和９．５ 陸軍省

中央-機関誌その他-36 国際情勢月報　第１２～１４号　昭和１５．１～３月 参謀本部

中央-機関誌その他-37 国際情勢月報　第１７～１８号　昭和１５．６～７月 参謀本部

中央-機関誌その他-38 国際情勢月報　第１９号　昭和１５．８月 参謀本部

中央-機関誌その他-39 国際情勢月報　第２１～２３号　昭和１５．１０～１２月 参謀本部

中央-機関誌その他-40 国際情勢月報　第２４～２７号　昭和１６．１～４月 参謀本部

中央-機関誌その他-41 国際情勢月報　第２９～３０号　昭和１６．６～７月 参謀本部

中央-機関誌その他-42 最近の主要国際情勢　昭和１５．１１月 参謀本部

中央-機関誌その他-43 最近に於ける国際事情　第１号　昭和１６．１月 大本営陸軍部

中央-機関誌その他-44 完勝　第３～９号　昭和１７年 -

中央-機関誌その他-45 完勝　第１０～１６号　昭和１８年 -

中央-機関誌その他-46 新聞紙上に現れたる自動車事故の観察　昭和９年５月 輜重兵研究会記事第５２号

中央-機関誌その他-47 巨杉会会報　第１～第３号 -

中央-機関誌その他-48 巨杉会会報　第４～第６号 -

中央-機関誌その他-49 巨杉会会報　第７～第８号 -

中央-機関誌その他-50 巨杉会会報　第９～第１０号 -

中央-機関誌その他-51 陸軍省調査彙報　昭和３～４年 陸軍省

中央-機関誌その他-52 調査彙報　第２２～３１号　昭和５．８～１０ 陸軍省

中央-機関誌その他-53 戦車月報(抜粋） -

中央-機関誌その他-54 機甲　自昭和１６年１１月　至昭和１７年１０月 -

中央-機関誌その他-55 陸軍兵器学校記事　１０月号（第４号） -

中央-機関誌その他-56 陸軍兵器学校記事　昭和１９年版 -

中央-機関誌その他-57
戦争科学調査研究論文第1巻　支那に於ける度量衡制度の現状
報告書　住谷悌史資料

予備役陸軍主計中尉中井悟著

中央-機関誌その他-58 参情報月報第４年第３号附録　済南事件の真相　住谷悌史資料 参謀本部

中央-機関誌その他-59 陸軍兵器学校記事　第１３号 陸軍兵器学校集会所

中央-機関誌その他-60 陸軍気象部月報　４月号 陸軍気象部

中央-機関誌その他-61
電波警戒機の盲?現象とその応用（飛行機の高度測定、電波警戒
網潜入飛行）

多摩陸軍技術研究所大岡山研
究室　古賀逸策編



令和５年１月１２日

中央-機関誌その他-62 貴族院議員　陸軍中将　男爵小澤武雄君諭旨免官始末 山田英太郎

中央-機関誌その他-63 完勝第１８号附録　精神教育に就て -

中央-機関誌その他-64 陸軍兵器学校記事　第18号～25号 陸軍兵器学校将校集会所編纂

中央-雑誌砲兵-0
雑誌「砲兵」目次集　自　昭和２．６　第１号　至　昭和１７．７．８
第１１１号

砲兵監部

中央-雑誌砲兵-1 砲兵　第１～３号　昭和２．６～１０ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-3 砲兵　第５～７号　昭和３．２～５ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-4 砲兵　第８号　昭和３．７ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-5 砲兵　第９号　昭和３．９ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-7 砲兵　第１１～１３号　昭和４．２～７ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-7_2 砲兵　第１２．１３号　昭和４．３～７ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-9 砲兵　第１５．１６号　昭和４．１１～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-9_2 砲兵　第１５．１６　昭和４．１１～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-10 砲兵　第１７．１８号　昭和５．１～３ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-10_2 砲兵　第１７．１８号　昭和５．１～３ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-11 砲兵　第１９．２０号　昭和５．５～７月 砲兵会

中央-雑誌砲兵-12 砲兵　第２１．２２号　昭和５．９～１０月 砲兵会

中央-雑誌砲兵-13 砲兵　第２３号　昭和５．１１ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-15 砲兵　第２５号　昭和６．１ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-15_2 砲兵　第２６号　（臨時号）　昭和６．３ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-16 砲兵　第２７号　昭和６．２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-17 砲兵　第２８～３０号　昭和６．４～１０ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-17_2 砲兵　第２９～３０号　昭和６．７～１０ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-18 砲兵　第３１～３３号　昭和７．１～４ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-18_2 砲兵　第３１．３２号　昭和７．１～３ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-19 砲兵　第３４～３７号　昭和７．９～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-19_2 砲兵　第３４．３５．３７号　昭和７．９～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-20 砲兵　第３８～４０号　昭和８．１～３ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-20_2 砲兵　第３８～４０号　昭和８．１～３ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-21 砲兵　第４１～４３号　昭和８．６～８ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-21_2 砲兵　第４１～４３号　昭和８．６～８ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-22 砲兵　第４４．４５号　昭和８．９～１１ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-22_2 砲兵　第４２～４４号　昭和８．７～９ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-23 砲兵　第４６～４９号　昭和９．２～４ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-23_2 砲兵　第４６～４９号　昭和９．２～４ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-24 砲兵　第５０～５２号　昭和９．５～７ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-24_2 砲兵　第５０～５２号　昭和９．５～７ 砲兵会



令和５年１月１２日

中央-雑誌砲兵-25 砲兵　第５３～５５号　昭和９．８～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-25_2 砲兵　第５４．５５号　昭和９．１０～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-26 砲兵　第５６～５８号　昭和１０．１～５ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-27 砲兵　第５７～６１号　昭和１０．６～７ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-28 砲兵　第６２～６４号　昭和１０．９～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-28_2 砲兵　第６２～６４号　昭和１０．９～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-29 砲兵　第６５～６８号　昭和１１．１～４ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-29_2 砲兵　第６５～６８号　昭和１１．１～４ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-30 砲兵　第６９～７１号　昭和１１．５～７ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-30_2 砲兵　第６９～７１号　昭和１１．５～７ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-31 砲兵　第７２～７４号　昭和１１．９～１１ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-31_2 砲兵　第７２～７４号　昭和１１．９～１１ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-32 砲兵　第７５～７７号　昭和１２．１～３ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-32_2 砲兵　第７５～７７号　昭和１２．１～３ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-33 砲兵　第７８～８０号　昭和１２．４～６ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-33_2 砲兵　第７８～８０号　昭和１２．４～６ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-34 砲兵　第８１～８４号　昭和１２．７～１１ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-34_2 砲兵　第８１．８３．８４号　昭和１２．７～１１ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-34_3 砲兵　第８１号　昭和１２．７ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-35 砲兵　第８５．８６号　昭和１３．１～３ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-35_2 砲兵　第８６号　昭和１３．３ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-36 砲兵　第８７～８９号　昭和１３．４～７ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-36_2 砲兵　第８７．８８号　昭和１３．４～７ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-37 砲兵　第９０～９２号　昭和１３．８～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-38 砲兵　第９３．９４号　昭和１４年 砲兵会

中央-雑誌砲兵-39 砲兵　第９５．９６号　昭和１５年 砲兵会

中央-雑誌砲兵-39_2 砲兵　第９５．９６号　昭和１５年 砲兵会

中央-雑誌砲兵-40 砲兵　第９７号　昭和１５年 砲兵会

中央-雑誌砲兵-40_2 砲兵　第９７号　昭和１５年 砲兵会

中央-雑誌砲兵-40_3 砲兵　第９８号　昭和１６．１ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-41 砲兵　第９９．１００号　昭和１６．２～３ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-42 砲兵　第１０１．１０２号　昭和１６．４～５ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-42_2 砲兵　第１０３号　昭和１６．６ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-43 砲兵　第１０４．１０５号　昭和１６．７～８ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-44 砲兵　第１０６号　昭和１６．９～１０月 砲兵会

中央-雑誌砲兵-45 砲兵　第１０７～１０９号　昭和１７．１～４ 砲兵会



令和５年１月１２日

中央-雑誌砲兵-45_2 砲兵　第１０９号　付録　昭和１８．９ -

中央-雑誌砲兵-46 砲兵　第１１０．１１１号　昭和１７．５～８ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-46_2 砲兵　第１１０．１１１号　昭和１７．５～８ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-47 砲兵　第１１２．１１３号　昭和１７．９～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-47_2 砲兵　第１１２．１１３号　昭和１７．９～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-48 砲兵　第１１４～１１６号　昭和１８．１～４ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-48_2 砲兵　第１１５．１１６号　昭和１８．３～４ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-49 砲兵　第１１７～１１９号　昭和１８．５～８ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-49_2 砲兵　第１１７～１１９号　昭和１８．５～８ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-50 砲兵　第１２０～１２２号　昭和１８．９～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-50_2 砲兵　第１２０～１２２号　昭和１８．９～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵-51 砲兵　第１２１号　付録　昭和１８．１０ -

中央-雑誌砲兵会記事-1 砲兵会記事　第２～５号　大正７．４～１１ 砲兵会

中央-雑誌砲兵会記事-2 砲兵会記事　第６．８．９号　大正８．３～９ 砲兵会

中央-雑誌砲兵会記事-3 砲兵会記事　第１０号　大正９．３ 砲兵会

中央-雑誌砲兵会記事-4 砲兵会記事　第１２～１５号　大正１０．１～１０ 砲兵会

中央-雑誌砲兵会記事-5 砲兵会記事　第１６号．特号　大正１１．１～６ 砲兵会

中央-雑誌砲兵会記事-5_2 砲兵会記事　特号　大正１１年６月 砲兵会

中央-雑誌砲兵会記事-6 砲兵会記事　第１７．１８号　大正１２．１～２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵会記事-7 砲兵会記事　第１９～２１号　大正１２．６～１２ 砲兵会

中央-雑誌砲兵会記事-8 砲兵会記事　第２３号　大正１３．１０ 砲兵会

中央-雑誌砲兵会記事-9 砲兵会記事　特号　大正１４．３～７ 砲兵会

中央-雑誌砲兵会記事-10 砲兵会記事　大正１５．５～９ 砲兵会

中央-雑誌騎兵教育-1 騎兵教育の参考　第３３～３７号　大正７．３～７ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-2 騎兵教育の参考　第３８～４２号　大正７．８～１２ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-3 騎兵教育の参考　第４３～４７号　大正８．１～５ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-4 騎兵教育の参考　第４８～５３号　大正８．６～１１ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-6 騎兵教育の参考　第５５～６０号　大正９．１～６ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-7 騎兵教育の参考　第６１～６３号　大正９．７～９ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-9 騎兵教育の参考　第６５．６６号　大正９．１１～１２ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-11 騎兵教育の参考　第６９～７１号　大正１０．３～５ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-12 騎兵教育の参考　第７２～７４号　大正１０．６～８ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-14 騎兵教育の参考　第７７．７８号　大正１０．１１～１２ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-20 騎兵教育の参考　第１０２～１０４号　大正１３．１～３ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-21 騎兵教育の参考　第１０５～１０７号　大正１３．４～６ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-22 騎兵教育の参考　第１０８～１１０号　大正１３．７～９ 陸軍騎兵学校将校集会所



令和５年１月１２日

中央-雑誌騎兵教育-23 騎兵教育の参考　第１１１～１１３号　大正１３．１０～１２ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-24 騎兵教育の参考　第１１４～１１６号　大正１４．１～３ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-25 騎兵教育の参考　第１１７～１１９号　大正１４．４～６ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-26 騎兵教育の参考　第１２０～１２２号　大正１４．７～９ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-27 騎兵教育の参考　第１２３～１２５号　大正１４．１０～１２ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-28 騎兵教育の参考　第１２６号　大正１５．１ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-30 騎兵教育の参考　第１３３．１３４号　大正１５．８～９ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-31 騎兵教育の参考　第１３５～１３７号　大正１５．１０～１２ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-33 騎兵教育の参考　第１４１．１４３．１４６号　昭和２．４～９ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-34 騎兵教育の参考　第１４７～１４９号　昭和２．１０～１２ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-36 騎兵教育の参考　第１５１～１５５号　昭和３．２～６ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵教育-38 騎兵教育の参考　第１５７～１５９号　昭和３．８～１０ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-2 騎兵月報　第２．３号　昭和４．２～３ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-4 騎兵月報　第５．６号　昭和４．５～６ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-6 騎兵月報　第８．１０号　昭和４．８～１０ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-8 騎兵月報　第１４～１６号　昭和５．２～４ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-9 騎兵月報　第１７～２０号　昭和５．５～８ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-11 騎兵月報　第２２．２３．２４号　昭和５．１０～１２ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-12 騎兵月報　第２５．２６号　昭和６．１～２ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-13 騎兵月報　第２８～３０号　昭和６．４～６ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-14 騎兵月報　第３１～３３号　昭和６．７～９ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-15 騎兵月報　第３４～３６号　昭和６．１０～１２ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-16 騎兵月報　第３７～４０号　昭和７．１～４ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-18 騎兵月報　第４２～４５号　昭和７．６～９ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-24 騎兵月報　第７０．７１号　昭和９．１０～１１ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-26 騎兵月報　第７３．７４号　昭和１０．１～２ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-27 騎兵月報　第７５～７６号　昭和１０．３ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-28 騎兵月報　第７７～７９号　昭和１０．５～７ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-29 騎兵月報　第８０～８２号　昭和１０．８～１０ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-30 騎兵月報　第８３．８４号　昭和１０．１１～１２月 -

中央-雑誌騎兵月報-31 騎兵月報　第８５～８８号　昭和１１．１～４ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-32 騎兵月報　第８９～９１号　昭和１１．５～７ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-34 騎兵月報　第９３．９５号　昭和１１．９～１２ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-35 騎兵月報　第９６～９８号　昭和１２．１～３ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-37 騎兵月報　第１０１．１０６号　昭和１２．６～１１ 陸軍騎兵学校将校集会所

中央-雑誌騎兵月報-39 騎兵月報　第１０８号　昭和１３．１ 陸軍騎兵学校将校集会所



令和５年１月１２日

中央-雑誌雑誌-1 乃木講友　第２０９～２１２号　大正１２．９～１２月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-2
乃木講友　第２１３．２１８．２１９．２２２～２２４号　大正１３．１～１２
月

乃木　講元

中央-雑誌雑誌-3 乃木講友　第２２９～２３１．２３５．２３６号　大正１４．５～１２月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-4 乃木講友　第２３７～２４２号　大正１５．１～６月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-5 乃木講友　第２４３．２４５～２４８号　大正１５．７～１２月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-6 乃木講友　第２４９～２５４号　昭和２．１～６月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-7 乃木講友　第２５５～２５６号　昭和２．７～１２月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-8 乃木講友　第２６１～２６６号　昭和３．１～６月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-9 乃木講友　第２６７～２７２号　昭和３．７～１２月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-10 乃木講友　第２７３～２７８号　昭和４．１～６月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-11 乃木講友　第２７９～２８４号　昭和４．７～１２月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-12 乃木講友　第２８５～２９０号　昭和５．１～６月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-13 乃木講友　第２８８～２９４号　昭和５．４～１０月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-14 乃木講友　第２９１～２９６号　昭和５．７～１２月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-15 乃木講友　第２９７～３０２号　昭和６．１～６月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-16 乃木講友　第３０３～３０８号　昭和６．７～１２月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-17
乃木講友　第２９７．２９８．３００～３０２．３０５．３０６．３０８号　昭
和６．１～１２月

乃木　講元

中央-雑誌雑誌-18 乃木講友　第３０９～３１４号　昭和７．１～６月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-19 乃木講友　第３１１．３１３．３１５号　昭和７．３～７ 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-20 乃木講友　第３１５．３１６．３１８～３２０号　昭和７．７～１２月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-21 乃木講友　第３２１～３２６号　昭和８．１～６月 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-22 乃木講友　第３４４．３４６．３５７号　昭和９．１２～１１．１ 乃木　講元

中央-雑誌雑誌-23 戦友　第３２～３４号　大正２．６～８月 帝国在郷軍人会

中央-雑誌雑誌-24 戦友　第１３３～１３６号　大正１０．７～１０月 帝国在郷軍人会

中央-雑誌雑誌-25 戦友　第１３９～１４２号　大正１１．１～４月 帝国在郷軍人会

中央-雑誌雑誌-26 戦友　第１４３～１４６号　大正１１．５～８月 帝国在郷軍人会

中央-雑誌雑誌-27 戦友　第１４７～１５０号　大正１１．９～１２月 帝国在郷軍人会

中央-雑誌雑誌-28 戦友　第１５１～１５３号　大正１２．１～３月 帝国在郷軍人会

中央-雑誌雑誌-29 戦友　第１５４～１５６号　大正１２．４～６月 帝国在郷軍人会

中央-雑誌雑誌-30 戦友　第１５７・１５９・１６１・１６２号  大正１２．７～１２月 帝国在郷軍人会

中央-雑誌雑誌-31 戦友　第１６３～１６５号　大正１３．１～３月 帝国在郷軍人会

中央-雑誌雑誌-32 戦友　第１６９．１７１．１７４号　大正１３．７～１２月 帝国在郷軍人会

中央-雑誌雑誌-33 戦友　第１７５～１７８号　大正１４．１～４月 帝国在郷軍人会

中央-雑誌雑誌-34 戦友　第３０１．３０２．３２６．３５７号　昭和１０．７～１５．３ 軍人会館

中央-雑誌雑誌-35 火兵学会誌　第１６～１７巻　大正１１．８～１４．７ -

中央-雑誌雑誌-36 火兵学会誌　第１８～１９巻　大正１３．４～１５．８ -



令和５年１月１２日

中央-雑誌雑誌-37 火兵学会誌　第２０～２１巻　大正１５．９～昭和３．４ -

中央-雑誌雑誌-38 火兵学会誌　第２２～２３巻　昭和３．５～４．１２ -

中央-雑誌雑誌-39 火兵学会誌　第２６～２７巻　昭和７．５～９．３ -

中央-雑誌雑誌-40 火兵学会誌　第２８～２９巻　昭和９．５～１１．３ -

中央-雑誌雑誌-41 火兵学会誌　第３０～３１巻　昭和１１．５～１３．５ -

中央-雑誌雑誌-42 火兵学会誌　第３２～３３巻　昭和１３．５～１４．９ -

中央-雑誌雑誌-43 火兵学会誌　第３４～３５巻　昭和１５．５～１７．３ -

中央-雑誌雑誌-44 兵事雑誌　第５年　第２２～２５号　明治３３．１０～１２月 兵事雑誌社

中央-雑誌雑誌-45 兵事雑誌　第７年　第５．８～１０号　明治３５．３～５月 兵事雑誌社

中央-雑誌雑誌-46 兵事雑誌　第７年　第１１．１３～１５～１７号　明治３５．６～９月 兵事雑誌社

中央-雑誌雑誌-47 兵事雑誌　第７年　第１８～２０．２３号　明治３５．９～１２月 兵事雑誌社

中央-雑誌雑誌-48 兵事雑誌　第８年　第１～４号　明治３６．１～２月 兵事雑誌社

中央-雑誌雑誌-49 兵事雑誌　第８年　第５～８．１１号　明治３６．３～６月 兵事雑誌社

中央-雑誌雑誌-49_2 兵事雑誌第三年第１９号  明治３１年１０月 兵事雑誌社

中央-雑誌雑誌-50 支隊運用術　第１～６　８～１０集　明治３９．９～１２月 軍事雑誌社

中央-雑誌雑誌-51
支隊運用術　第２巻　第１．２．４～９．１１．１３号　明治４０．２～７
月

軍事雑誌社

中央-雑誌雑誌-52 支隊運用術　第３巻　第１～５集　明治４０．８～１０月 軍事雑誌社

中央-雑誌雑誌-53 支隊運用術　第３巻　第７～１２集　明治４０．１１～４１．１ 軍事雑誌社

中央-雑誌雑誌-54 陸軍匪躬会会報　第４～６．８号　昭和１６．１０～１７．２ -

中央-雑誌雑誌-55 兵事新報　第２～４．６～１０．３５～３７．４６号　明治２３．５～ 兵事新報社

中央-雑誌雑誌-56 銃後奉公　第１～３．５号　昭和１５．９～１７．１２ 東京都銃後奉公会

中央-雑誌雑誌-57 戦術　第５．７号　明治４１．４～１０月 軍事雑誌社

中央-雑誌雑誌-58 講話筆記　第２．３．５．７～１２号　明治４０．２～４３．９ -

中央-雑誌雑誌-59 軍事　第２巻　第３巻（戦役記念号）　大正１５．３ 軍事討究会

中央-雑誌雑誌-60 戦史評論　６冊　大正２．４～４．４ 宮本武林堂

中央-雑誌雑誌-61 軍人援護　第２巻　１～１２号　昭和１５．１～１２月 軍人援護会

中央-雑誌雑誌-62 軍事界　第４号　明治３５．８ 金港堂

中央-雑誌雑誌-63 兵事界　第５０～５２号　５８号　明治４１．６～１０月 兵林館

中央-雑誌雑誌-64 世界戦局大観（対談原稿）　昭和１７．１２月号 中村良三・斉藤忠

中央-雑誌雑誌-65 信武　第１２～１４号 -

中央-雑誌雑誌-66 兵学研究会記事　第３４０～３４６号　昭和１８年 -

中央-雑誌雑誌-67 隣邦軍事研究の参考　８８～９０．９２～９７号　昭和１５．１６年 -

中央-雑誌雑誌-68 調兵鎖っ施　第２号　明治３８年９月１５日発行 香芳一稜社

中央-雑誌雑誌-69
東洋経済パンフレット　第９．１１．１２．１３．２４号　昭和１１年～１
３年

-

中央-雑誌雑誌-70
東洋経済パンフレット　第１６．１７．１８．１９．２０．２１号　昭和１１
年～１３年

-

中央-雑誌雑誌-73 時事概観　昭和１６．６．１６以降 -



令和５年１月１２日

中央-雑誌雑誌-74 高射砲第１連隊　部隊新聞　あさみとり -

中央-雑誌雑誌-75 戦友　第１号　明治４３．１１．２５ 帝国在郷軍人会本部

中央-雑誌雑誌-76 戦友　第２号　明治４３．１２月 帝国在郷軍人会本部

中央-雑誌雑誌-77 戦友　第３号　明治４４．１月 帝国在郷軍人会本部

中央-雑誌雑誌-78 戦友　第４号　明治４４．２月 帝国在郷軍人会本部

中央-雑誌雑誌-79 戦友　第７号　明治４４．５月 帝国在郷軍人会本部

中央-雑誌雑誌-80 戦友　第９号　明治４４．７月 帝国在郷軍人会本部

中央-雑誌雑誌-81 季節風　創刊号 高第９９８３部隊

中央-雑誌雑誌-82 季節風　第２号 高第９９８３部隊

中央-雑誌雑誌-83 季節風　第３号　６月号 高第９９８３部隊

本土-全般-1 本土作戦記録　第１巻　防衛総軍　Ｓ２１．１１ 第１復員局

本土-全般-2 本土作戦記録　第１巻　防衛総軍　Ｓ２１．１１ 第１　復員局

本土-全般-3 本土作戦記録　第１巻　防衛総軍　Ｓ２１．１１ 第１　復員局

本土-全般-4 本土作戦記録　第１巻　防衛総軍　Ｓ２１．１１ 第１　復員局

本土-全般-5 本土作戦記録　第１巻　防衛総軍　Ｓ２１．１１ 第１　復員局

本土-全般-6 本土作戦記録　第１巻　防衛総軍　Ｓ２１．１１ 第１　復員局

本土-全般-7 本土作戦記録　第１巻　防衛総軍　Ｓ２１．１１ 第１　復員局

本土-全般-8 本土作戦記録　第１巻　防衛総軍　Ｓ２１．１１ 第１　復員局

本土-全般-9 総軍作命通牒綴　作戦室　Ｓ２０．８ 陸軍省

本土-全般-10 本土部隊配置表　Ｓ２２．８ 第１　復員局

本土-全般-11 本土部隊配置表　Ｓ２２．８ 第１　復員局

本土-全般-12 本土部隊配置表　Ｓ２２．８ 第１　復員局

本土-全般-13 本土部隊配置表　Ｓ２２．８ 第１　復員局

本土-全般-14 本土部隊配置表　Ｓ２２．８ 第１　復員局

本土-全般-15 本土部隊配置表　Ｓ２２．８ 第１　復員局

本土-全般-16 本土部隊配置表　Ｓ２２．８ 第１　復員局

本土-全般-17 本土配置師団略歴資料　昭　年 史実研究所

本土-全般-18
本土防衛陸上戦史　回想綴　１／５（其の１）　Ｓ１６．７．５～１７．３
末

-

本土-全般-19
本土防衛陸上戦史　回想綴　２／５（其の２）　Ｓ１７．９．２７～２０．
３

-

本土-全般-20 本土防衛陸上戦史　回想綴　３／５（其の３）　Ｓ１７～２０ -

本土-全般-21 本土防衛陸上戦史　回想綴　４／５（其の４）　Ｓ１７～２０ -

本土-全般-22
本土防衛陸上戦史　回想綴　５／５（其の１　別冊）　Ｓ１６．６～２
０．８．１９

-

本土-全般-23 軍令綴　第１～２０号　Ｓ２０．１．２２～２２．６．２０ -

本土-全般-24 本土防衛　昭　年 １復

本土-全般-25 国土防衛計画及要塞 参謀本部

本土-全般-26 国内防衛に関する陸海軍任務分担協定 参謀本部



令和５年１月１２日

本土-全般-27 国内遊撃戦の参考　Ｓ２０．１．１５ 秦　彦三郎

本土-全般-28
相澤事件公判の証人関係資料　付２２６事件　（メモ）　Ｓ１１．２．１
２

橋本　虎之助

本土-全般-29 警備指針　２／２部　Ｓ１９．３．１ 防衛総司令部

本土-全般-30 警備指針　１／２部　Ｓ１９．３．１ 防衛総司令部

本土-全般-31 本土作戦現地戦術研究想定　Ｓ２０．５．９～２０．５．１２ 中部軍管区教育隊

本土-全般-32 ２・２６事件機密作戦日誌　Ｓ１１．４．１ 戒厳司令部参謀部第２課

本土-全般-33 ２・２６事件警備経過の概要　Ｓ１１．２ 戒厳司令部参謀部第２課

本土-全般-34 ２・２６事件戒厳情報記録　Ｓ１１．２．２６～１１．４．１ 戒厳司令部参謀部第２課

本土-全般-35 ２・２６事件判決謄本抜粋　昭　年 戒厳司令部参謀部第２課

本土-全般-36 ２・２６事件関係書類綴　Ｓ１１．２．２６～１１．３．１２ 石井正美保管

本土-全般-37
２・２６事件に関する那須義雄少将口述要旨　（人事処理を中心と
する）

-

本土-全般-38 宮城事件の本質　Ｓ３０．７ 陸軍省軍事課　井田正孝

本土-全般-39 右翼団体名簿　昭和１０．３．３１ 陸軍省

本土-全般-40 陸海軍戦備に対する申合　Ｓ２０年度前期 参謀本部　軍令部

本土-全般-41 防空に関する書類綴　Ｓ２．８～３．１２ 今井大佐保管

本土-全般-42 防空に関する書類綴　Ｓ１４．１０ 第１部

本土-全般-43 防空関係聴取資料 -

本土-全般-44 防空用作戦図　４００万分１図 陸軍士官学校文庫

本土-全般-45 国民防空指導に関する指針　Ｓ１５．５ 参謀本部

本土-全般-46
大東亜戦争　防空関係資料　高射１０１連　独立高射４大　外職員
表　防空１連

真田　慶久

本土-全般-47 内務省資料抜粋による民防空史料集録　Ｓ１６年～１９年 -

本土-全般-48 防空演習書類 福島県警察部

本土-全般-49 本土地上防空の回想　Ｓ１６．６上～２０．８．１５ 神野　敏夫

本土-全般-50 地上防空部隊視察時の書類　（兵備要綱及防空通信）　Ｓ２０．１ 谷口　春治

本土-全般-51 大東亜戦争　防空監視哨関係資料　（収集原稿）（１） 第１復員局　史料整理部

本土-全般-52 王子製紙株式会社苫小牧工場における防空実施計畫　Ｓ１６ 王子製紙（株）

本土-全般-53 陸軍対空電探現況要図　昭　年 参謀本部

本土-全般-54 国土防空方策に関する研究　昭　年 第１復員局

本土-全般-55 防空作戦に対する意見　Ｓ２０．５．５ -

本土-全般-56 防空監視哨関係資料　昭　年 -

本土-全般-57 大東亜戦争　防空救護日誌　Ｓ１９．４．１０～１９．８．８ 大田黒少佐

本土-全般-58 大東亜戦争　一研防護隊情報録 一研防護隊

本土-全般-59
大東亜戦争　防空関係資料　高射砲第１１１連隊．独立高射砲第
４大隊．防空第１連隊　等職員表

眞田　慶久

本土-全般-60 東京防空隊配備図　高射第２師団配備図 高射第２師団

本土-全般-61 昭和２０年６月頃における本土防空高射部隊の概況 -

本土-全般-62 民防空関係資料集録　Ｓ１４．１５ 東京警視庁



令和５年１月１２日

本土-全般-63 従来型式防空火器の諸研究　昭　年 -

本土-全般-64 本土沿岸防備陣地配置点及兵力　Ｓ２１．１０ １復

本土-全般-65 本土沿岸防備陣地配置地点及兵力　Ｓ２１．１０ 第１復員局

本土-全般-66 大本営の本土決戦準備　昭　年 第１復員局

本土-全般-67 本土決戦国内態勢の整備　昭　年 第１復員局

本土-全般-68 本土方面決戦兵団配備　昭　年 第１復員局

本土-全般-69 主要方面の作戦計画　昭　年 第１復員局

本土-全般-70 東北．関東．東海．近畿沿岸火砲配備要図　Ｓ 防衛総司令部

本土-全般-71 終戦時に於ける地上部隊集計表　Ｓ２０年 -

本土-全般-72 東京空襲火災統計　Ｓ１９．１１～２０．８ 消防部

本土-全般-73 本土作戦に関する陸海軍中央協定　昭　年 第１復員局

本土-全般-74 国民義勇隊組織　昭　年 松田

本土-全般-75 憲兵部内発電冠詞並発信者符号表　昭和２０．３．２９ 憲兵司令部

本土-全般-76 憲兵司令部情報綴　Ｓ２０．８．２０～２０．９．１８ 憲兵司令部

本土-全般-77
終戦後に於ける部隊の行動に関する綴　Ｓ２０．８．２１～２０．９．
１６

東部軍管区司令部

本土-全般-78
終戦後に於ける部隊の行動に関する綴　Ｓ２０．８．１７～２０．８．
３１

東部軍管区司令部

本土-全般-79 上陸地支局服務の参考　Ｓ２０．１２．２０ １復

本土-全般-80 軍事特別措置法　関係日本素図 第１復員局

本土-全般-81 東京湾要塞司令部業務詳報　昭和１５．４．２９ 東京湾要塞司令部

本土-全般-82 日本国南海海岸防禦に付復命書　Ｍ１８．３．２３ ワン　スケルムベーク

本土-全般-83 われらの郷土防衛隊　Ｓ３１．１．２３ 日本戦友国体連合会

本土-全般-84 明治維新以降　本邦要塞築城概史　Ｓ 藤沢　一考

本土-全般-85 大本営作戦指導に関する問題点 陸軍中将　宮崎周一

本土-全般-86 国土防衛部隊資料　Ｓ２０．１．２１～２０．２．２６ 陸軍省

本土-全般-87 国内防衛に関する陸海軍任務分担協定　Ｓ -

本土-全般-88 ２．２６事件私記　１／９　Ｓ１１．２．２６～１１．２．２９ 香椎　浩平

本土-全般-89 ２．２６事件私記（草稿）　２／９　Ｓ１１．２．２６～１１．２．２９ 香椎　浩平

本土-全般-90 ２．２６事件警備経過の概要　３／９　Ｓ１１．２．２６～１１．３．１ 戒厳司令部　参謀部第２課

本土-全般-91 ２．２６事件機密作戦日誌　４／９　Ｓ１１．２．２６～１１．２．２９ 戒厳司令部参謀部第２課

本土-全般-92 ２．２６事件戒厳参謀部　第１課状況報告　５／９　Ｓ１１．３．２３ 第１課長　井関仞

本土-全般-93 ２．２６事件告諭．発表綴　６／９　Ｓ１１．２．２６～１１．３．１６ 戒厳司令部

本土-全般-94 ２．２６事件叛徒鎮圧諸影響　７／９　Ｓ１１．２．２６～１１．２．２９ 戒厳司令部

本土-全般-95 ２．２６事件関係資料　８／９　昭１１．３．１０ 陸軍中将　香椎浩平

本土-全般-96 永田－相沢事件善後意見案　９／９　昭１０．８．２６ 陸軍中将　香椎浩平

本土-全般-97 ２．２６事件判決謄本抜粋　Ｓ１１年 １復

本土-全般-98 ２．２６事件に隠された真実　Ｓ
Ｓ４９．０９．２５～１１．１５　大勢
新聞連載



令和５年１月１２日

本土-全般-99 本土決戦関係資料（付図） -

本土-全般-100 陸軍憲兵大佐　河村愛三回想録－防諜　昭　年 憲兵大佐　河村愛三

本土-全般-101
大谷敬二郎回想（口述資料）　－２．２６事件を中心とする治安警
備－　Ｓ３５．７．１３

大谷　敬二郎

本土-全般-102 戒厳司令官　香椎浩平告諭　昭１１．２．２７ 戒厳司令官

本土-全般-103 九州及関東の防禦　昭和２２．１２．２０ 第１復員局

本土-全般-104 防衛総軍作戦記録 第１復員局

本土-全般-105 日本本土防衛　（第４部）　昭和２２．１０．１５ 第１復員局

本土-全般-106
陸軍軍事施設調書　北部．東北．東部．東海．中部．四国．西部各
軍管区　（除航空施設）　昭２０．８．１５

-

本土-全般-107
陸軍軍事施設調書　北部．東北．東部．東海．中部．四国．西部各
軍管区　（除航空施設）　昭２０．８．１５

-

本土-全般-108 ５．１５事件関係資料　昭８．９．１５ 愛国是正連盟

本土-全般-109 ２．２６事件蹶起趣意書 -

本土-全般-110 ２．２６事件蹶起趣意書 -

本土-全般-111 ２．２６事件蹶起趣意書　（付　河野寿大尉写真） -

本土-全般-112 東京日日新聞号外　（２．２６事件）　昭１１．２．２９ -

本土-全般-113 東京日日新聞号外　（２．２６事件）　昭１１．２．２９ -

本土-全般-114 菅波三郎大尉の予審訊問調書　２．２６事件被告 -

本土-全般-115 相沢事件に対する上告趣意書 -

本土-全般-116 九州及関東の防禦　第４部第２章　昭２２．１２．２０ -

本土-全般-117
第２次大戦における日本本土防空作戦及び英国本土防空作戦と
の比較と教訓

金本２佐

本土-全般-118 第１総軍　第５方面軍　第１７方面軍　作戦準備史 -

本土-全般-119 軍管区部隊配置概見図　本土関係　昭２０．８ -

本土-全般-120 第１総軍作戦準備史 陸軍中佐　新井健稿

本土-全般-121 新島地内島兵力配置要図 -

本土-全般-122
陸軍演習場関係地図　習志野．下志津原．富士裾野．都城．水
戸．公主嶺付近

-

本土-全般-123 日本中央及北部地図（４葉） -

本土-全般-124 第１１方面軍高射部隊配置図 -

本土-全般-125 地方総監府区画策定説明図 第１復員局

本土-全般-126 本土作戦準備概史 第１復員局

本土-全般-127 民防空と本土防衛の回想　昭１１～１５年 陸軍省兵務局課員　寒川吉溢

本土-全般-128 歩兵第５０連隊今井五郎功績名簿　昭１５．８．１０～１９．９．３０ -

本土-全般-129 総軍司令官課題作業答案　昭２０．１．２０
歩兵第６５連隊長大佐　伊藤義
彦

本土-全般-130 作戦及兵備綴　昭２０年 大本営陸軍部

本土-全般-131 第１総軍創設勅語　昭２０．４．９ 杉山元帥　謹写

本土-全般-132
終戦時における対空警戒部隊（東北軍）　航空情報隊（北部軍）の
状況

-

本土-全般-133 空襲敵機搭乗員の処罰に関する資料　昭１７．１０．１９ 防衛司令部

本土-全般-134 相沢中佐の片影　粛軍に関する意見書 -
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本土-全般-135 本土防空情報付図　本土来襲各種敵機コース一例
元航空総軍参謀　陸軍中佐　足
原武一

本土-全般-136 粛軍に関する意見書　昭和１０．７．１１ 陸軍歩兵大尉　村中孝次

本土-全般-137 大東亜戦争　本土空襲年鑑　昭和１７．４．１８～２０．８．１５ 村松　謙治

本土-全般-138 本土作戦記録　（防衛総軍） 第１復員局

本土-全般-139
昭和１３年度第３次東海．北陸．近畿．中国．四国地方　防空訓練
要綱（案）　昭和１３．７．２５

中部防衛司令部

本土-全般-140
昭和１８年度参謀長等会同席に於ける兵務局長口演要旨別冊第
５　防衛に関する参考資料

-

本土-全般-141 本土沿岸防備陣地　配置地点及兵力　昭和２１．１０ 第１復員局

本土-全般-142 雑図　明治～大正期 小山史料

本土-全般-143 相沢中佐事件論告要旨　昭和１１．４．２５ 島田検察官

本土-全般-144
地図索引図（１／５万．１／２０万．１／２５万．１／２．５万）　昭和６
３．３

１０１測量大隊

本土-全般-145 軍関係怪文書出版者検挙状況　昭和１０．３ 憲兵隊本部

本土-全般-146
第８６師団（決号作戦）戦史資料　（積兵団（８６師団）監志兵団（独
混９８旅団））　昭和２０．７

大隅集団司令部

本土-全般-147 防空に関する綴　昭和１８～１９年 掘岡部長

本土-全般-148 罹災地域図（２／４）　昭和２０年 -

本土-全般-149 本土沿岸防備陣地配置地点及兵力　昭和２１．１０ 第１復員局

本土-全般-150 大日本軍管路程図　明治１０．９ 陸軍文庫

本土-全般-151 要塞関係史料　明治２７～３５年 -

本土-全般-152
司令部将校　服務規程　幕僚及司令部付少佐大尉事務細則　昭
和４．１０

第１４師団司令部

本土-全般-153 隊長指示　昭和１６．１０ 憲兵分隊長会同

本土-全般-154 罹災地域図３／４　昭和２０年 -

本土-全般-155 罹災地域図４／４　昭和２０年 -

本土-全般-156 地上防空作戦記録資料　昭和２０．６～２０．８ -

本土-全般-157 防空戦史関係書類綴　昭和２６．２ -

本土-全般-158 射場歴史　大正９．３起 射場委員　冨津　伊良湖

本土-全般-159 総合貿易年表（大日本帝国）　昭和１６年 陸軍省主計課別班

本土-全般-160 陸軍各廠編制推移に関する調査回答綴　昭和２０．１０ -

本土-全般-161 国内防衛に関する陸海軍任務分担協定案　昭和１０．１２ 参謀本部第３課

本土-全般-162 空襲被害対策　昭和１８．５ 造兵課

本土-全般-163 「リ」号関係各種設計図　昭和２０．７ -

本土-全般-164 研究所の施設構成機構の概要　昭和２０．８ 陸軍兵器行政本部

本土-全般-165 造兵廠　土地建物．器具機械　調査一覧表 -

本土-全般-166
榴弾付２屯「エレクトロン」焼夷弾　処理対策試験報告　昭和１８．１
１

陸軍築城本部

本土-全般-167 特別攻撃隊ノート　自．昭和１８年１月　至．昭和２０年８月 戦史部　服部省吾　所員作成

本土-全般-168 東部防空訓練　昭和１４年１０月２４日～１０月３０日 警視庁　東京府

本土-全般-170 防空資料 港湾局

本土-全般-171 陸軍省及び参謀本部等配置図　昭和１４年前及び１７年頃 -
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本土-全般-172 本土防衛　防空関係史料綴　昭和１９年１０月～昭和２０年８月 陸軍省防衛課

本土-全般-173 参謀本部関係史料綴　昭和１２年～１７年 -

本土-全般-174
火研調査報告１７号　日本空襲に用ひたる米国製焼夷弾に就て
昭和１７年４月

東京第２陸軍造兵廠研究所

本土-全般-175
火研調査報告第１８号　日本空襲に用ひたる米国製焼夷弾容器に
就て　昭和１７年４月

東京第２陸軍造兵廠研究所

本土-全般-176 空襲被害調査報告　昭和１７年４月 陸軍築城部本部

本土-全般-177 燈火管制指導要領　昭和１５年１２月 -

本土-全般-178 壬申大獄海軍志士之詩（五．一五事件） -

本土-全般-179
地図　東京中部．南部地図（明治１９年製版）　大日本地図　江戸
時代中期．安永年間（復刻版）

-

本土-全般-180
軍律関係書類　第１総軍軍律．第１総軍軍律会議規定．第１総軍
監禁場規定　昭和２０年５月１２日

第１総軍司令部

本土-全般-181
空襲の敵航空機搭乗員の処罰に関する軍律等　昭和１７年～２０
年　高嶋少将史料

防衛総司令部．東部軍．第１総
軍司令部

本土-全般-182 ２・２６事件遺品綴り(安田氏寄贈）１／３ -

本土-全般-182_2 ２・２６事件遺品綴り(安田氏寄贈）２／３ -

本土-全般-182_3 ２・２６事件遺品綴り(安田氏寄贈）３／３ -

本土-全般-183 ２・２６事件遺書綴り(林氏寄贈） -

本土-全般-183_2 ２・２６事件遺書綴り(林氏寄贈） -

本土-全般-183_3 ２・２６事件遺書綴り(林氏寄贈） -

本土-全般-185 ２・２６事件中橋基明遺書感想 -

本土-全般-186 （陸亜密第１５００号）別冊　防衛態勢強化に伴ふ施設要領 陸軍省

本土-全般-187 昭和１１年事件に対する所感　近衛歩兵第３聯隊第１１中隊 近衛歩兵第三聯隊第十一中隊

本土-全般-188 今泉少尉（第７中隊）に関する意見書 -

本土-全般-189 昭和２０年１２月　全国主要都市戦災概況図 第一復員省資料課

本土-全般-189_2 昭和２０年１２月　全国主要都市戦災概況図 第一復員省資料課

本土-全般-189_3 昭和２０年１２月　全国主要都市戦災概況図 第一復員省資料課

本土-東部-1 本土作戦記録　第２巻　第１総軍　Ｓ２１．１０ １復

本土-東部-2 本土作戦記録　第２巻　第１総軍　Ｓ２１．１０ １復

本土-東部-3 本土作戦記録　第２巻　第１総軍　Ｓ２１．１０ １復

本土-東部-4 本土作戦記録　第２巻　第１総軍　Ｓ２１．１０ １復

本土-東部-5 本土作戦記録　第２巻　第１総軍　Ｓ２１．１０ １復

本土-東部-6 本土作戦記録　第２巻　第１総軍　Ｓ２１．１０ １復

本土-東部-7 本土防空作戦記録（関東地区）　Ｓ２５．１２ １復

本土-東部-8 本土防空作戦記録（関東地区）　Ｓ２５．１２ １復

本土-東部-9 本土防空作戦記録（関東地区）　Ｓ２５．１２ １復

本土-東部-10 本土防空作戦記録（関東地区）　Ｓ２５．１２ １復

本土-東部-11 本土防空作戦記録（関東地区）　Ｓ２５．１２ １復

本土-東部-12 本土地上防空作戦記録（関東地区）　Ｓ２６．７ １復

本土-東部-13 本土地上防空作戦記録（関東地区）　Ｓ２６．７ １復
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本土-東部-14 本土地上防空作戦記録（関東地区）　Ｓ２６．７ １復

本土-東部-15 本土地上防空作戦記録（関東地区）　Ｓ２６．７ １復

本土-東部-16 本土地上防空作戦記録（関東地区）　Ｓ２６．７ １復

本土-東部-17 本土地上防空作戦記録（関東地区）　Ｓ２６．７ １復

本土-東部-18 本土防空作戦記録（関東地区）　Ｓ２６．７ １復

本土-東部-19 第１総軍作命甲原本綴　Ｓ２０．４．１５～２０．９．１０ 第１総軍司令部

本土-東部-20 第１総軍作命乙原本綴　Ｓ２０．５．７～２０．９．２９ 第１総軍司令部

本土-東部-21 第１総軍作命丙原本綴　Ｓ２０．４．１５～２０．９．２９ 第１総軍司令部

本土-東部-22 第１総軍作命綴　Ｓ２０．４．１５～２０．９．９ １２ＨＡ司令部

本土-東部-23 第１総軍治命（指）綴　Ｓ２０．８．２２～２０．１０．７ 第１総軍司令部

本土-東部-24 第１総軍参謀　不破博作戦手簿 不破　博

本土-東部-25 東部軍管区内における被空襲記録　Ｓ１９．１１．１～２０．８．１５ 安井　繁礼

本土-東部-26 範（３ＧＤ）兵団統率の方針　Ｓ１９．７．１７～２０．５．２７ ３ＧＤ司令部

本土-東部-27 範（３ＧＤ）補充交代関係書類　Ｓ１９．９．４～２０．２．１４ ３ＧＤ司令部

本土-東部-28 範部隊団隊長戦術記事　１／５　Ｓ２０．８ ３ＧＤ　小口徳二

本土-東部-29 範部隊団隊長戦術記事　２／５　Ｓ２０．８ ３ＧＤ　小口徳二

本土-東部-30 範部隊団隊長戦術記事　３／５　Ｓ２０．８ ３ＧＤ　小口徳二

本土-東部-31 範部隊団隊長戦術記事　４／５　Ｓ２０．８ ３ＧＤ　小口徳二

本土-東部-32
上陸防禦戦闘に関する統計的観察　（団隊長戦術記事付録）　５
／５

３ＧＤ　小口徳二

本土-東部-33 近衛第３師団作命甲綴　其１　Ｓ１９．７．１６～２０．４．１８ ３ＧＤ司令部

本土-東部-34 近衛第３師団作命甲綴　（其１別冊）　Ｓ１９．７．１６～２０．４．１８ ３ＧＤ司令部

本土-東部-35 近衛第３師団作命甲綴　（其２）　Ｓ２０．４．３０～２０．８．１５ ３ＧＤ　小口徳二

本土-東部-36 近衛第３師団作命丙綴　Ｓ１９．７．１２～２０．５．１９ ３ＧＤ司令部

本土-東部-37 近衛第３師団後方計画　Ｓ２０．２．１０ ３ＧＤ司令部

本土-東部-38 近衛第３師団状況報告　１／２　Ｓ１９．８．５～２０．３．２０ ３ＧＤ　参謀長

本土-東部-39 近衛第３師団状況報告　２／２　Ｓ２０．４．１９～２０．５．１３ ３ＧＤ　参謀長

本土-東部-40 近衛第３師団　東金地区陣地施設計画　Ｓ２０．１．２０ ３ＧＤ　第２作業班

本土-東部-41 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１５．６．３～１５．１２．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-42 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１６．１１～１６．３．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-43
近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　付録　Ｓ１６．３．１～１６．３．
３１

３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-44 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１６．４．１～１６．４．３０ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-45 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１６．５．１～１６．５．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-46 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１６．６．１～１６．６．３０ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-47 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１６．７．１～１６．７．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-48 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１６．８．１～１６．８．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-49 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１６．９．１～１６．９．３０ ３Ｇｉ　補充隊
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本土-東部-50 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１６．１０．１～１６．１０．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-51 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１６．１１．１～１６．１１．３０ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-52 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１６．１２．１～１６．１２．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-53 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１７．１．１～１７．１．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-54 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１７．２．１～１７．２．２８ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-55 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１７．３．１～１７．３．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-56 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１７．４．１～１７．４．３０ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-57 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１７．５．１～１７．５．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-58 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１７．６．１～１７．６．３０ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-59 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１７．７．１～１７．７．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-60 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１７．８．１～１７．８．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-61 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１７．９．１～１７．９．３０ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-62 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１７．１０．１～１７．１０．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-63 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１７．１１．１～１７．１１．３０ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-64 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１７．１２．１～１７．１２．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-65 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１８．１．１～１８．１．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-66 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１８．２．１～１８．２．２８ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-67 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１８．３．１～１８．３．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-68 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１８．４．１～１８．４．３０ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-69 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１８．５．１～１８．５．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-70 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１８．６．１～１８．６．３０ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-71 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１８．７．１～１８．７．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-72 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１８．８．１～１８．８．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-73 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１８．９．１～１８．９．３０ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-74 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１８．１０．１～１８．１０．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-75 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１８．１１．１～１８．１１．３０ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-76 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１８．１２．１～１８．１２．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-77 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１８．７．１～１８．７．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-78 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１９．２．１～１９．２．２９ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-79 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　昭和１９．３．１～１９．４．６ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-80 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　昭和１９．７．６～１９．８．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-81 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ１９．９．１～１９．９．３０ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-82 近衛歩兵第３連隊補充隊留守日誌　Ｓ２０．１．１～２０．１．３１ ３Ｇｉ　補充隊

本土-東部-83 東部軍関係防空資料 稲留　勝彦

本土-東部-84 東部軍管区軍民防空に関する所見集（１） 統監研究部　１２Ａ

本土-東部-85 東部軍管区軍民防空に関する所見集（２） 統監研究部　１２Ａ
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本土-東部-86 東部軍管区軍民防空に関する所見集（１） 統監研究部　１２Ａ

本土-東部-87 東部軍管区軍民防空に関する所見集（２） 統監研究部　１２Ａ

本土-東部-88 富士「り」号演習作業計画綴　Ｓ２０年度
戦車第１師団工兵隊　（拓部隊
作業隊本部）

本土-東部-89 富士「り」号演習諸報告綴　Ｓ２０．６
拓第１２０８１部隊　（戦車第１師
団工兵隊）

本土-東部-90 富士「り」号演習諸報告綴　Ｓ２０．６
戦車第１師団工兵隊　（拓第１２
０８１部隊）

本土-東部-91 富士「り」号演習参考綴
戦車第１師団工兵隊　（拓第１２
０８１部隊）

本土-東部-92 富士「り」号演習作業隊長会同記事　昭和２０．８．１４ 演習作業隊本部　１ＴＫＤ

本土-東部-93 富士「り」号演習作業詳報　Ｓ２０．８ 演習作業隊本部　１ＴＫＤ

本土-東部-95 宇都宮師管部隊位置概見図 -

本土-東部-96 宇都宮師団補助憲兵に関する書類　Ｓ２０．１．２６～２０．９．１０ 宇都宮師団参謀部

本土-東部-97 宇都宮師管区編成諸隊の行動 群馬県生活課長

本土-東部-98 近衛師団長着任挨拶草稿　Ｓ１０．１２．上旬 橋本　虎之助

本土-東部-99
進（１１ＨＡ　東北軍管区）司令部将校　高等文官　職員表　Ｓ２０．
８．９

-

本土-東部-100 第５１軍動員関係書類綴　昭２０．２．２１～７．２５ 第５１軍司令部

本土-東部-101 第５１軍状況報告　Ｓ２０．５．１６ ５１Ａ司令部

本土-東部-102 第５１軍関係将校職員表　Ｓ２０．３．６～２０．６．１０ ５１Ａ参謀部

本土-東部-103 第５２軍作命甲（写）　Ｓ２０．６．２２～２０．９．１ 伊藤　常男

本土-東部-104 第５４軍の配備並に復員要領　Ｓ２０．６．１～２０．９．１８ 花本　盛彦

本土-東部-105 第８４師団将校職員表　Ｓ１９．７．２０ 第８４師団司令部

本土-東部-106 第７３師団史（Ｓ４０．３記述）　Ｓ１９．７．６～２０．９．２０ 野々山　秀美

本土-東部-107 第７３師団陣地編成図　Ｓ２０．５．１５　現在 ７３Ｄ司令部

本土-東部-108 第９３師団将校職員表　Ｓ２０．４．５ ９３Ｄ（決）司令部

本土-東部-109 第１４７師団桂鎮雄参謀メモ　Ｓ２０．５～２０．末 桂　鎮雄

本土-東部-110 佐原事件　Ｓ２０．６．２３～２３．５．１３ 下田　千代士

本土-東部-111 習志野陸軍病院服務規定　Ｓ２０．１．１ 海老原　正順

本土-東部-112
独立速射砲　第２７大隊第２中隊　追想の記　Ｓ１９．８．２６～２０．
８．１５

瀬沼　輝三

本土-東部-113 陸軍高射砲部隊関係資料　Ｓ１９．３～１９．１２ 眞田　慶久

本土-東部-114 東部軍情報解説要図 横浜能率研究所

本土-東部-115 大東亜戦争　東北軍管区作命等綴　Ｓ２０．８～９ 引前師管区司令部

本土-東部-116 相模陸軍造兵廠作戦命令綴　Ｓ１７．１２．２～１７．１２．２９ 相模原造兵廠研究所

本土-東部-117 第１２方面軍作命丙綴　其１　Ｓ２０．３．２０～２０．１０．１７ 東部軍管区司令部

本土-東部-118 第１２方面軍作命丙綴　其２　Ｓ２０．６．３～２０．７．２８ 東部軍管区司令部

本土-東部-119 第１２方面軍作命丙綴　其３　Ｓ２０．７．２８～２０．８．１７ 東部軍管区司令部

本土-東部-120 第１２方面軍作命丙綴　其４　Ｓ２０．８．１８～２０．１０．１７ 東部軍管区司令部

本土-東部-121 大東亜戦争　歩兵第６９連隊（各隊含）陣中日誌　Ｓ１６．１２ 歩兵第６９連隊

本土-東部-122 大東亜戦争　歩兵第６９連隊（各隊含）陣中日誌　Ｓ１６．１２ 歩兵第６９連隊
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本土-東部-123 大東亜戦争　歩兵第６９連隊（各隊含）陣中日誌　Ｓ１７．１ 歩兵第６９連隊

本土-東部-124 大東亜戦争　歩兵第６９連隊（各隊含）陣中日誌　Ｓ１７．１ 歩兵６９連隊

本土-東部-125 大東亜戦争　歩兵第６９連隊（各隊含）陣中日誌　Ｓ１７．２ 歩兵６９連隊

本土-東部-126 大東亜戦争　金沢師管戦時防衛月報綴　Ｓ１７．６ 第９師団司令部

本土-東部-127 大東亜戦争　第５２師団陣中日誌　Ｓ１６．１２ 病馬廠

本土-東部-128 大東亜戦争　第５２師団陣中日誌　Ｓ１６．１２．５～１２．３１ 第５２師団参謀部

本土-東部-129 歩兵第６９連隊陣中日誌　Ｓ１７．２．１～１７．２．２８ ６９ｉ本部

本土-東部-130
大東亜戦争本土方面　歩兵第６９連隊各隊　（第１０中隊．１１中
隊．３ＭＧ中隊．３大隊砲小．ｉＡ中隊．ＴＥ中隊）陣中日誌　S１７．３

歩兵第６９連隊各隊

本土-東部-131
大東亜戦争　歩兵第６９連隊　第１０中隊　外各隊　陣中日誌　Ｓ１
７．３

５２Ｄ

本土-東部-132 大東亜戦争　歩兵第６９連隊各隊陣中日誌　Ｓ１７．４ ５２Ｄ

本土-東部-133 大東亜戦争　歩兵第６９連隊各隊陣中日誌　Ｓ１７．５ ５２Ｄ

本土-東部-134 大東亜戦争　歩兵第６９連隊陣中日誌　Ｓ１７．５ ５２Ｄ

本土-東部-135 大東亜戦争　歩兵第６９連隊陣中日誌　Ｓ１８．９ ５２Ｄ

本土-東部-136 歩兵第６９連隊第３大隊陣中日誌　Ｓ１７．３．１～１７．３．３１ Ⅲ／６９ｉ本部

本土-東部-137 歩兵第１０７連隊陣中日誌　Ｓ１７．２．１～１７．２．２８ １０７ｉ本部

本土-東部-138 歩兵第１０７連隊陣中日誌　Ｓ１７．１．１～１７．１．３１ １０７ｉ本部

本土-東部-139 大東亜戦争　歩兵第１０７連隊陣中日誌　Ｓ１７．１ １０７ｉ本部

本土-東部-140
大東亜戦争　歩兵第１０７連隊陣中日誌　Ｓ１７．３．１～１７．３．３
１

１０７ｉ本部

本土-東部-141 輜重兵第５２連隊陣中日誌　Ｓ１７．３．１～１７．３．３１ ５２Ｔ各中隊本部

本土-東部-142 歩兵第１０７連隊陣中日誌　Ｓ１７．４．１～１７．４．３０ １０７ｉ本部

本土-東部-143 歩兵第１０７連隊陣中日誌　Ｓ１７．３．１～１７．３．３１ １０７ｉ本部

本土-東部-144 歩兵第１０７連隊陣中日誌　Ｓ１７．２．１～１７．２．２８ １０７ｉ各中隊本部

本土-東部-145 歩兵第１０７連隊陣中日誌　Ｓ１７．２．１～１７．２．２８ １０７ｉ各中隊本部

本土-東部-146 歩兵第１０７連隊第１大隊陣中日誌　Ｓ１７．２．１～１７．２．２８ １０７ｉＩ本部

本土-東部-147 歩兵第１０７連隊第２大隊陣中日誌　Ｓ１７．２．１～１７．２．２８ １０７ｉⅡ本部

本土-東部-148 歩兵第１０７連隊陣中日誌　Ｓ１７．５．１～１７．５．３１ １０７ｉ本部

本土-東部-149 歩兵第１０７連隊陣中日誌　Ｓ１７．６．１～１７．６．３１ １０７ｉ本部

本土-東部-150 歩兵第１０７連隊　第３機関銃中隊　陣中日誌 １５０ｉ３ＭＧ本部

本土-東部-151 第５２歩兵団陣中日誌　Ｓ１６．１２．５～１６．１２．３１ ５２歩兵団司令部

本土-東部-152 重砲兵第１連隊第１大隊陣中日誌　Ｓ１４．８．１４ １／１ＦｅＡ本部

本土-東部-153
独立速射砲　第２６大隊　第２中隊陣中日誌　Ｓ１９．８．２４～１９．
１１．３０

２／２６ＴＡｂＳ本部

本土-東部-154 砲兵情報第３連隊記録　Ｓ２０．２．１４～２０．８．２３ 菅澤　営次

本土-東部-155 野砲兵第１４連隊陣中日誌　Ｓ１６．７．２８～１６．７．３０ 野砲兵１４連隊

本土-東部-156 輜重兵第５２連隊各隊陣中日誌　Ｓ１６．１２～１７．３ 輜重兵５２連隊

本土-東部-157 独立戦車第３旅団日日命令綴　Ｓ２０．８．１１～２０．９．３ 独立戦車第３旅団

本土-東部-158 独立戦車第３旅団関係書類綴　Ｓ２０．８．１７～２０．８．３１ 独立戦車第３旅団
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本土-東部-159 山砲兵第９連隊補充隊留守日誌　Ｓ７．２起 山砲兵第９連隊

本土-東部-160 東部軍終戦史 不破　博

本土-東部-161 架橋材料第２１中隊陣中日誌　Ｓ１６．７．８～１６．８．３ -

本土-東部-162 第５２軍作命綴　Ｓ２０．８．１６～２０．８．２７ ５２Ａ司令部

本土-東部-163 第５２軍発来翰（作命）綴　Ｓ２０．６．３０～２０．９．２ ５２Ａ経理部分室

本土-東部-164 Ｂ－２９搭乗員降下者に対する東部軍の措置 高島　辰彦

本土-東部-165 第１総軍決戦綱領　Ｓ２０．７．１７ 第１総軍司令部

本土-東部-166 大東亜戦争中　東部軍管区内に於ける空襲記録 安井　繁禮

本土-東部-167 大東亜戦争中　東部軍管区内に於ける空襲記録 安井　繁禮

本土-東部-168 近歩－研究演習－赤軍狙撃連隊（中間）　防禦要図　Ｓ１７．６ 東部第２部隊１ＧＣ本部

本土-東部-169 旧海岸要塞特に東京湾要塞について 浄法寺　朝美

本土-東部-171
新島警備　独立混成第６６旅団（境）編合部隊　Ｓ１９．７．２６～２
０．８．１５

-

本土-東部-172 独立混成第６６旅団新島陣地構築要図 ６６ＭＢＳ司令部

本土-東部-173 独立混成第１１７旅団関係資料　静岡駿河湾付近地形図 平桜　政吉

本土-東部-174 独立戦車第７旅団鹿島灘正面配備要図　Ｓ２０．５ 三田村　逸彦

本土-東部-175 工兵第４４第３中隊長復員訣別の件　Ｓ２０．９．１８ （竹内平蔵）　３ＣＤ／４４Ｐ

本土-東部-176 第３５４師団将校住所録 ３５４Ｄ司

本土-東部-177 東部高射砲集団将校職員表　Ｓ１９．１２．１ -

本土-東部-178 独立戦車第２旅団機関砲隊　留守名簿 ２ＴＫＢ３　ＭＡ本部

本土-東部-179 酒田の高射砲陣地 真田　慶久

本土-東部-180 ・３０Ｄ長　伴健雄訓示　・長野県義勇隊組織準備委員会役員 ３０Ｄ長　伴健雄

本土-東部-181 第１総軍作戦準備史　（第１案） 第１復員局

本土-東部-182 第１総軍本土作戦記録 第１復員局

本土-東部-183 第１総軍作戦準備史　（第１案） 第１復員局

本土-東部-184 大正１２年関東大震火災　当時の回想記　１９２３年 元被服本廠付属　柴田鉦三郎

本土-東部-185 堅第５移動製材班　陣中日誌　昭１８．１０．８～１８．１０．３１ 堅・第５移動　製材班

本土-東部-186 第１１方面軍高射部隊　配置概要図 -

本土-東部-187 第６軍作戦計画　（は号会戦指導方策）　昭２０．６ 第６軍司令部

本土-東部-188 東北地方兵要事情概説　昭２０ 第１１方面軍司令部

本土-東部-189 第５２軍九十九里浜方面　築城施設配置　要図　昭２０．９ 第５２軍司令部

本土-東部-190 独立混成第１０連隊　第２大隊戦死者名簿　昭２２．２．１２　２／２ 大宮島帰還　山梨県人会

本土-東部-191 兵站月報綴　昭和２０．６ 第１２方面軍

本土-東部-192 八丈島．大島兵要地誌　付青ケ島．小島　昭和１９．６ 参謀本部

本土-東部-193 八丈島．大島兵要地誌　付青ケ島．小島　昭和１９．６ 参謀本部

本土-東部-194 八丈島．大島兵要地誌　付青ケ島．小島　昭和１９．６ 参謀本部

本土-東部-195
伊豆七島兵要地誌資料　其の６　八丈島兵要地誌資料　昭和１
９．３

参謀本部調製
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本土-東部-196
伊豆七島兵要地誌資料　其の６　八丈島兵要地誌資料　昭和１
９．３

参謀本部調製

本土-東部-197 伊豆諸島兵要地誌資料　其の１　大島　昭和１９．３ 参謀本部調製

本土-東部-198 伊豆諸島兵要地誌資料　其の１　大島　昭和１９．３ 参謀本部調製

本土-東部-200 防空情報記録 東北軍管区司令部防空室

本土-東部-201 東京湾要塞歴史　付属年表 毛塚　五郎

本土-東部-202 千葉県　佐倉　陸図（１／２０万）　明治２２年 小山史料

本土-東部-203 宮城県内陸図（１／２万．１／５万．１／２０万）　１４枚　明治２２年 小山史料

本土-東部-204 岩手県内陸図（１／５万～１／２０万）　７枚　明治４０年～大正５年 小山史料

本土-東部-205 福島県内陸図（１／２万～１／５万）　１４枚　明治　年 小山史料

本土-東部-206 群馬．埼玉県内陸図（１／２万）　１０枚　明治　年 小山史料

本土-東部-207 茨城県内陸図（１／２万．１／５万．１／２０万）　５枚　明治　年 小山史料

本土-東部-208 静岡県山林関係資料　明治　年 小山史料

本土-東部-209 静岡県内陸図（１／２万）５枚　明治　年 小山史料

本土-東部-210 山梨県全図　大正２．５ 小山史料

本土-東部-211 秋田．岩手．県内陸図　（１／５万．１／２０万）３枚　大正４年 小山史料

本土-東部-212
青森県内陸図（１／５万．１／２０万．１／３０万）　１９枚　大正５年
～７年

小山史料

本土-東部-213 トラス横取参考　常盤線隅田川橋梁構桁更換工事概況 -

本土-東部-214 試算表　昭和２０．５ 仙台陸軍兵器補給廠

本土-東部-215 東部軍管区隷下部隊火砲取扱法　教育実施報告　昭和２０．７ 第１陸軍技術研究所

本土-東部-216 隷下部隊復員に関する規定他１件　昭和２０．８．２３ 第１２方面軍司令官

本土-東部-218 現金受払簿　昭和８．５～１２．９ 大湊憲兵分隊

本土-東部-219 隊長通信　昭和１２．７～１３．８ 大湊憲兵分隊

本土-東部-220 留守日誌　昭和１３．２．２８～１２．１ 歩兵第５連隊第１１中隊

本土-東部-221 東京府永年計画　昭和１４．４ -

本土-東部-222 東部防空訓練神奈川県要綱　昭和１５年度第３次 神奈川警防課

本土-東部-223 規定綴（衛戌勤務規定）　昭和１９．２ 宇都宮師管区司令部

本土-東部-224 治安に関する報告綴　昭和２０．８ 参謀部

本土-東部-225 兵器集積要図　昭和２０．８ 仙台陸軍兵器補給廠

本土-東部-226 東北軍管区電報綴　昭和２０．９ -

本土-東部-227 書類目録　昭和２０．１０ 弘前師管区司令部

本土-東部-228
西立川駅構内陸軍航空工廠専用鉄道　連絡設備　昭和２０．１１．
３０

東京鉄道局長

本土-東部-229 罹災地域図（１／４）　昭和２０年 -

本土-東部-230 東海軍管区防空作戦戦史資料　昭和２６．３ 復員局

本土-東部-231 本土地上防空作戦記録　（関東地区）　昭和２６．７調 復員局

本土-東部-232 東京湾要塞国防用地位置図　（１／５万） -

本土-東部-233 陸軍被服本廠臨時構築物調書　（図面） -
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本土-東部-234 大東京全図（１／２万）　昭和７．１０．１ 川流堂

本土-東部-235 部隊会報録　昭和２０年 陸軍需品本廠

本土-東部-236 建設工事竣工報告書綴　昭和２０．２以降 第５陸軍技研兵器委員

本土-東部-237 発簡番号簿　昭和２０．２～１０月 防衛総司令部

本土-東部-238 軍用土地物に関する書類　昭和２０．９～１０月 弘前師管区経理部

本土-東部-239 大宮地区施設要図綴 -

本土-東部-240 皇都都市計画（案）　昭和１８．５ 市長室都市企画部計画課

本土-東部-241 上陸戦闘の参考　昭和１６年 -

本土-東部-242 教育参考綴　昭和１７年 東部第４１部隊

本土-東部-243 東京都配給挺身隊　図上演練速記抄録　昭和１８．１２ 東京都商業報国会本部

本土-東部-244 作業要報綴　昭和２０．８ 拓作業隊本部

本土-東部-245_2 作命綴　其の１　昭和１９．１０．１３～２０．１０．１７ 東部軍（管区）司令部

本土-東部-246_2 作命綴　其の２　昭和１９．１０．１３～２０．１０．１７ 東部軍（管区）司令部

本土-東部-247_2 作命控綴　其の１　昭和２０．４．５～２０．１０．１７ 東部軍管区司令部

本土-東部-248_2 作命控綴　其の２　昭和２０．４．５～２０．１０．１７ 東部軍管区司令部

本土-東部-249_2 参謀長等会同に関する綴　昭和２０年７月１７日 第１総軍司令部参謀部

本土-東部-250_2 高級参謀会同配布書類　昭和２０年５月７日 第１総軍参謀部

本土-東部-251 宇都宮徴兵署参列者名簿　昭和２０．１～３月 宇都宮連隊区徴兵官

本土-東部-252 陣中日誌　（八丈編）　昭和１９．８～２０．１１ 長島　和夫

本土-東部-253
大東亜戦争中　東部軍管区内に於ける空襲記録　原本名「東部軍
管区内に於ける国民対空敢闘　昭和１９．１１．１～２０．８．１５

安井　繁禮

本土-東部-254 鹿沼変電所警備隊警備日誌　昭和２０．８．２７～９．１６ 鹿沼変電所警備隊

本土-東部-255 東京非常変災要務規約　昭和６年６月２０日改訂
東京市役所．東京府庁．警視
庁．東京警備司令．東京憲兵

本土-東部-256 旧東京地図　１／５万　１／２分冊　昭和４．５年修正測図 大日本帝国陸地測量部

本土-東部-257 旧東京地図　１／５万　２／２分冊　昭和４．５年修正測図 大日本帝国陸地測量部

本土-東部-258 松代の思出
東部軍管区経理部　長野地区
施設隊　佐藤保雄

本土-東部-259 八丈鉄壁 東部７３部隊　福澤廣行

本土-東部-260 東部軍管区警報地区分表 東部軍管区司令部

本土-東部-261 陸軍獣医資材本廠配置図　１：１０００ -

本土-東部-262 今次空襲の教訓に基く防空監視隊指導の参考 宇都宮師団司令部

本土-東部-263 高嶋少将史料　戒厳に関する研究資料　昭和１９年２月２２日
陸軍省軍事課調製　東部軍司
令部複写

本土-東部-264 高嶋少将史料　防衛に関する意見 -

本土-東部-265 東京憲兵隊長と東部軍参謀長との協議に就いて　高嶋少将史料 -

本土-東部-266
官民防衛演習研究問題対策　昭和２０年４月１３日　高嶋少将史
料

東京逓信局

本土-東部-267 防衛研究演習調書　昭和２０年　高嶋少将史料 東京都経済局

本土-東部-268 幡部隊作戦教令　昭和２０年８月３日　高嶋少将史料 幡部隊司令部

本土-東部-269 司令部綴　昭和２０年１０月　高嶋少将史料 参謀長　高嶋少将
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本土-東部-270 国府台並八柱練兵場付近要図1/25000　森川史料 騎砲兵大隊

本土-東部-271 「作戦給養」想定答案　住谷悌史資料 住谷悌

本土-東部-272 習志野演習場地図 -

本土-東部-273 第１総軍決戦綱領　昭和２０年７月１７日 第１総軍司令部

本土-東部-274 人員掌握一覧表 拓第１２０８１部隊長

本土-東部-275 岐阜県大垣市周辺地図 不詳

本土-中部-1 本土防空作戦記録（中部地区）　昭２６．１ 復員局

本土-中部-2 本土防空作戦記録（中部地区）　昭２６．１ 復員局

本土-中部-3 本土防空作戦記録（中部地区）　昭２６．１ 復員局

本土-中部-4 本土防空作戦記録（中部地区）　昭２６．１ 復員局

本土-中部-5 本土防空作戦記録（中部地区）　昭２６．１ 復員局

本土-中部-6 本土地上防空作戦記録（中部地区）　昭２６．８ 復員局

本土-中部-7 本土地上防空作戦記録（中部地区）　昭２６．８ 復員局

本土-中部-8 本土地上防空作戦記録（中部地区）　昭２６．８ 復員局

本土-中部-9 本土地上防空作戦記録（中部地区）　昭２６．８ 復員局

本土-中部-10 本土地上防空作戦記録（中部地区）　昭２６．８ 復員局

本土-中部-11 本土地上防空作戦記録（中部地区）　昭２６．８ 復員局

本土-中部-12 本土地上防空作戦記録（東海地区）　昭２６．６ 復員局

本土-中部-13 本土地上防空作戦記録（東海地区）　昭２６．６ 復員局

本土-中部-14 本土地上防空作戦記録（東海地区）　昭２６．６ 復員局

本土-中部-15 本土地上防空作戦記録（東海地区）　昭２６．６ 復員局

本土-中部-16 本土地上防空作戦記録（東海地区）　昭２６．６ 復員局

本土-中部-17 本土地上防空作戦記録（東海地区）　昭２６．６ 復員局

本土-中部-18_2
中部軍部隊　中部軍直轄　第１５方面軍　第５５軍．第５９軍通称
号

－

本土-中部-18_3
中部軍部隊　中部軍直轄　第１５方面軍　第５５軍．第５９軍通称
号

－

本土-中部-19 中部軍管区内　１／１００万　昭和１６．１２ 防衛総司令部　１５Ａ

本土-中部-20 中部軍管区内　１／１００万　昭和１６．１２ 防衛総司令部　１５Ａ

本土-中部-21 大東亜戦争　秀作命通牒綴　昭２０．８～９月 第１３方面軍司令部

本土-中部-22 大東亜戦争　護阪師（１４４Ｄ）作命甲綴　昭２０．４．１～９．１３ １５ＨＡ直１４４Ｄ

本土-中部-23 大東亜戦争　護阪師（１４４Ｄ）作命甲綴　昭２０．４．１～８．３１ 第１４４師団

本土-中部-24 大東亜戦争　護阪師（１４４Ｄ）作命丙綴　昭２０．４．７～８．１４ 第１４４師団

本土-中部-25 大東亜戦争　護阪師（１４４Ｄ）作命丙綴　昭２０．６．３０～８．１ 第１４４師団

本土-中部-26 第１４４師団通信計画綴　昭２０．６．１０ １４４Ｄ司令部

本土-中部-27 大東亜戦争　護阪師（１４４Ｄ）作命丁綴　昭２０．４．１３～９．１４ １５ＨＡ直１４４Ｄ

本土-中部-28 大東亜戦争　第１４４師団陣地施設要図（１６枚入） 第１復員省

本土-中部-29 第１４４師団師団通信関係書類綴 １４４Ｄ
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本土-中部-30 第１４４師団隷下部隊作戦計画綴　昭２０ １４４Ｄ参謀部

本土-中部-31
和歌山（歩兵第６１連隊）編成　補充部隊作戦行動概見図　第４師
団管下　昭１２．６．２４～２１．５．６

阪上　節介

本土-中部-32 和歌山（歩兵第６１連隊）編成部隊 阪上　節介

本土-中部-33 和歌山県兵力配備状況要図　昭２０．１．２２～２０．８．１５ 阪上　節介

本土-中部-34 歩兵第６１連隊動員関係資料　大３８．７．２４～昭２１．５．３０ 阪上　節介

本土-中部-35 北広島陸軍通信所特種月報（７月分） 北広島陸軍通信所

本土-中部-36 広島市戦災処理の概要　昭３０．３ 佐伯　文郎

本土-中部-37 広島市戦災処理の概要　昭３０．３ 佐伯　文郎

本土-中部-38 名古屋防空隊に関する回想 刈谷　和郎

本土-中部-39 名古屋付近高射砲戦闘資料 佐藤　正典

本土-中部-40 名古屋師団状況報告　昭１９．４ 名古屋師団司令部

本土-中部-41 高射第１・３師団戦史資料（戦訓） 森山　元

本土-中部-42 高射砲第１２５連隊関係資料　昭１９ 大中　正光

本土-中部-43
野砲兵第２２連隊第２中隊陣中日誌　昭１６．９．２５～１６．１０．３
１

-

本土-中部-44
野砲兵第２２連隊第１大隊段列陣中日誌　昭１６．１１．１～１６．１
１．３０

-

本土-中部-45 中部憲兵隊司令部発来簡綴　昭２０．８～１０ 中部憲兵隊司令部

本土-中部-46 中部憲兵隊司令部命令綴　昭２０．８．３１～２０．１０．７ 中部憲兵隊司令部

本土-中部-47 中部憲兵隊司令部命令綴　昭２０．９．１～２０．１０．９ 中部憲兵隊司令部

本土-中部-48 内田久次陸軍中佐回想 内田　久次

本土-中部-49 陣中日誌　昭１８．４．２１～１８．４．３０ 兵站動務第５４中隊

本土-中部-50 香川県小野村演習場関係書類綴　昭２０ 善通寺師管区経理部

本土-中部-51 捜索第５３連隊関係資料　昭１８ ５３ＳＯ本部

本土-中部-52 第９野戦船舶廠状木支廠来翰綴　昭２０．９．１１～２０．１０．２９ -

本土-中部-53 金沢師管区部隊命令綴　昭２０．９．１５～２０．１０．９ -

本土-中部-54 東海軍管区司令部隷下部隊作命綴　昭２０．８．１７～２０．９．１９ １３Ａ

本土-中部-55 東海軍管区司令部編制．装備一覧表　昭２０．８．１５ 東海軍管区司令部　１３Ａ

本土-中部-56 東海管区防空戦闘（高射兵）　昭２１．２．１２ 高射第２師団司令部

本土-中部-57 広島行 何應欽

本土-中部-58 憲兵司令部電報受綴　昭２０．９．８～２０．１０．６ 憲兵司令部

本土-中部-59 中部憲兵隊司令部発来翰綴　昭２０．８．２２～２０．１０．３ 中部憲兵隊司令部

本土-中部-60 中部憲兵隊司令部命令．報告綴　昭２０．８．２７～２０．１０．７ 中部憲兵隊司令部

本土-中部-61 大東亜戦争　名古屋防空関連諸規定綴　昭１６～１７
中部第４１６６部隊　野戦高射砲
３８大隊

本土-中部-62 歩１２８連幹部　教育行軍の巻　昭１５．１０ 歩１２８連幹部　松原少佐

本土-中部-63 澤田茂中将回答資料 -

本土-中部-64
軍医中佐　池田苗夫　口述資料　－広島市における原爆対策の
一端－

-

本土-中部-65
第１５方面軍．中部軍管区　団隊長会同の際に於ける軍司令官訓
示　同　軍参謀長口演要旨　昭２０．２．１５

第１５方面軍　中部軍管区司令
部
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本土-中部-66 憲兵通報綴　昭１２．１１ 中部防衛司令部

本土-中部-67 憲兵通報綴　昭１２．１２ 中部防衛司令部

本土-中部-68 三重県等出身者芳名録　昭和１３年 小林（勝）

本土-中部-69 和歌山県における昭和２０年　終戦までの兵事事項 和歌山市　阪上節介

本土-中部-70 愛知県内陸図（１／２万）２８枚　明治２４年～３９年 小山史料

本土-中部-71 名古屋衛戌案内付図　明治３９年 小山史料

本土-中部-72 岐阜県内陸図（１／２万．１／５万．１／２０万）　２５枚　明治　年 小山史料

本土-中部-73 岐阜県内陸図（１／２万）　１９枚　明治　年 小山史料

本土-中部-74 三重県内陸図（１／２万．１／２０万）　（２２枚）　明治　年 小山史料

本土-中部-75 三重県内陸図（１／２万）（１５枚）　明治　年 小山史料

本土-中部-76 石川県内陸図（金沢．七尾）　（１／２０万）２枚　明治　年 小山史料

本土-中部-77 和歌山県「田辺」陸図　（１／２０万）　明治　年 小山史料

本土-中部-78 教育規定　昭和１１．１１．１５ 第１６師団司令部

本土-中部-79 団隊長会同関係書類　昭和１５年 大阪師団

本土-中部-80 静岡近傍陸図（１／５万）１３枚　明治３２～大正９年製 木村一郎史料

本土-中部-81 亀山近傍陸図（１／５万）１１枚　明治３３～大正８ 木村一郎史料

本土-中部-82 高師原陸軍演習場近郊図　（１／１万．１／２万）　昭和１４年 -

本土-中部-83 賀陽宮殿下御成に伴う御警衛　服務計画　昭和１１．９ 鳥取憲兵隊

本土-中部-84 名古屋師団事務規程　昭和１７．８ 誉１１９３５部隊砲兵大隊本部

本土-中部-85 戦時月報　昭和１９．８～９ 独立迫撃砲第６．１０中隊

本土-中部-86 兵器受払簿　昭和２０．８～２０．１１ 四国軍管区兵器部

本土-中部-87 本土地上防空作戦記録　昭和２６．８調 復員局

本土-中部-88 北島熊男中将回想録　昭和３２．３ 第１１飛行師団長

本土-中部-90 建築施設図面　昭和１６～１７年 渡辺鉄工所香椎工場

本土-中部-91 諸規定綴　昭和１７．６～２０．４ 長野連隊区司令部

本土-中部-92 名古屋陸軍造兵廠寺部射場服務　規定草案　昭和１８．４ -

本土-中部-93 職員名簿．編成表．配置要図　昭和２０．８ 和歌山臨時憲兵大隊

本土-中部-94 残務整理隊編成表　昭和２０．１０ 東海第９４部隊

本土-中部-95
演習場調査表．雲辺寺原．青野山．蒜山原．善通寺．池田．国府
台．丸亀．三島　昭和２０年

-

本土-中部-96 射場整備に関する参考綴　昭和１２．６～１３．８ 伊良湖射場掛

本土-中部-97 華人労務者死亡者名簿　昭和 兵庫県

本土-中部-98 参考書綴　昭和５．６～１２．１ 伊良湖射場掛

本土-中部-99 報告に関する綴　昭和３．３～１５．９ 伊良湖射場掛

本土-中部-100 射場整備に関する綴　昭和５．１～７．７ 伊良湖射場掛

本土-中部-101 大垣工場 別冊図面

本土-中部-102 明石工場 別冊図面
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本土-中部-103 伯耆工場（旧上井工場）　昭和１７．１１ 別冊図面

本土-中部-104 職員表　昭和２０．８ 中部憲兵隊

本土-中部-105 キカ工事設計書　昭和１８．１２ 東京師団経理部

本土-中部-106 教育参考書類　昭和１６．８ 誉１１９３４５西村曹長

本土-中部-107 中部軍砲兵集合教育実施規定　昭和１６．５ 中部第７部隊本部

本土-中部-108 歩兵第６連隊　留守部隊機関誌　昭和５年４．５月 -

本土-中部-110 京都衛戌地図　（３枚）　大正１３年頃 第１６師団司令部

本土-中部-111 独立自動車第２５９中隊陣中日誌 独立自動車第２５９中隊

本土-中部-112 本土地上防空作戦記録　東海地区 復員局

本土-中部-113 中部第九十八部隊内務衛兵服務計画
中部第98部隊(第8航空教育隊)
中村正軍曹

本土-中部-114 昭和３年９月　一般図（滋賀県周辺） 陸地測量部

本土-中部-115 昭和４年１０月　京都及大阪近傍図 陸地測量部

本土-中部-116 琵琶湖周辺図 不詳

本土-西部-1 本土作戦記録　第３巻第２総軍　昭２１．１０ 第１復員局

本土-西部-2 本土作戦記録　第３巻第２総軍　昭２１．１０ 第１復員局

本土-西部-3 本土作戦記録　第３巻第２総軍　昭２１．１０ 第１復員局

本土-西部-4 本土作戦記録　第３巻第２総軍　昭２１．１０ 第１復員局

本土-西部-5 本土作戦記録　第３巻第２総軍 第１復員局

本土-西部-6 本土作戦記録　第３巻第２総軍 第１復員局

本土-西部-7 本土作戦記録　第３巻第２総軍 第１復員局

本土-西部-8 第１６方面軍決号作戦計画の骨子　昭２１．９　作成 第１復員局

本土-西部-9 第１６方面軍決号作戦計画の骨子　昭２１．９ 第１復員局

本土-西部-10 第１６方面軍決号作戦計画の骨子　昭２１．９ 第１復員局

本土-西部-11 第１６方面軍決号作戦計画の骨子　昭２１．９ 第１復員局

本土-西部-12 第１６方面軍決号作戦計画の骨子　昭２１．９ 第１復員局

本土-西部-13 本土防空作戦記録（西部地区）　昭２６．１ 第１復員局

本土-西部-14 本土防空作戦記録（西部地区）　昭２６．１ 第１復員局

本土-西部-15 本土防空作戦記録（西部地区）　昭２６．１ 第１復員局

本土-西部-16 本土防空作戦記録（西部地区）　昭２６．１ 第１復員局

本土-西部-17 本土防空作戦記録（西部地区）　昭２６．１ 第１復員局

本土-西部-18 本土防空作戦記録（西部地区）　昭２６．１ 第１復員局

本土-西部-19 本土地上防空作戦記録（西部地区）　昭２６．１０ 第１復員局

本土-西部-20 本土地上防空作戦記録（西部地区）　昭２６．１０ 第１復員局

本土-西部-20_2 本土地上防空作戦記録（西部地区）　昭２６．１０ -

本土-西部-21 本土地上防空作戦記録（西部地区）　昭２６．１０ 第１復員局

本土-西部-22 本土地上防空作戦記録（西部地区）　昭２６．１０ 第１復員局
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本土-西部-23 本土地上防空作戦記録（西部地区）　昭２６．１０ 第１復員局

本土-西部-24 本土地上防空作戦記録（西部地区）　昭２６．１０ 第１復員局

本土-西部-25
西部軍管区　戦闘計画　作戦準備　進捗状況綴　其の１　昭２０．
１１

西部軍管区司令部

本土-西部-26 大東亜戦争　発着信電報文写　昭２０．１０．１４～１０．２７ 西部軍管区司令部

本土-西部-27 大本営及第２総軍命令綴　昭２０．８．１７～１０．１２ 第２総軍司令部

本土-西部-28 第１６方面軍作命綴　昭２０．２．２１～２０．９．１５ 陸１６ＨＡ参謀部

本土-西部-29 第１６方面軍（睦）作命丁綴　昭２０．５．６～２０．８．８ ５７Ａ司令部保管

本土-西部-30 睦決号作戦計画の骨子 第１６方面軍司令部

本土-西部-31 第１６方面軍戦史資料（２） 第１６方面軍関係

本土-西部-32 第１６方面軍発着信電報文写　昭２０．９．２３～２０．９．２９ １６ＨＡ司令部

本土-西部-33 南九州における第４０軍作戦行動の概要　昭２０．１２．１ 第４０軍司令部

本土-西部-34 第５６軍国土決戦史資料　昭２０．１１ ５６Ａ司令部

本土-西部-35 第５６軍国土決戦史資料　昭２０．１１ ５６Ａ司令部

本土-西部-36 第５６軍国土決戦史資料　昭２０．１１ ５６Ａ司令部

本土-西部-37 第５６軍国土決戦史資料　昭２０．１１ ５６Ａ司令部

本土-西部-38 第５６軍国土決戦史資料　昭２０．１１ ５６Ａ司令部

本土-西部-39 第５６軍国土決戦史資料　昭２０．１１ ５６Ａ司令部

本土-西部-40 第５６軍国土決戦史資料（付録）　昭２０．１１ ５６Ａ司令部

本土-西部-41 第５６軍国土決戦史資料　付録　昭２０．１１ ５６Ａ司令部

本土-西部-42 第５６軍国土決戦史資料　付録　昭２０．１１ ５６Ａ司令部

本土-西部-43 第５７軍終戦記録　昭和２０．１１．３０ 鋒特設司令部

本土-西部-44 第５７軍決号作戦及会戦計画（案） 第５７軍司令部

本土-西部-45 吉武少将資料（１） 防空、沿岸防禦警備 吉武　安正

本土-西部-46 吉武少将資料（２） 防空 吉武　安正

本土-西部-47 吉武少将資料（３）　第５７軍の作戦準備 吉武　安正

本土-西部-48 吉武少将資料（４）　第５７軍の作戦計画 吉武　安正

本土-西部-49 吉武少将資料（５）　第５７軍の会戦計画 吉武　安正

本土-西部-50 吉武少将資料（６）　第５７軍の終戦 吉武　安正

本土-西部-51 第５７師団戦史資料　昭２０．８ 第５７師団司令部

本土-西部-52 第５７師団戦史資料　昭２０．８ 第５７師団司令部

本土-西部-53 第５７師団戦史資料　昭２０．８ 第５７師団司令部

本土-西部-54 第５７師団戦史資料　昭２０．８．１５頃における 第５７師団司令部

本土-西部-55 第５７師団戦史資料　昭２０．８．１５頃における 第５７師団司令部

本土-西部-56 第７７師団戦史資料 第１復員局

本土-西部-57 第７７師団着信電報文写　昭２０．９．２３～２０．９．２９ ７７Ｄ司令部

本土-西部-58 第８６師団決号作戦計画　昭２０．５．１４～２０．１０ 第８６師団司令部
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本土-西部-59 第８６師団戦史資料　昭２０．７．２９ 第８６師団司令部

本土-西部-60 第８６師団（大隅集団）　決号作戦計画　昭２０．７．２９ 大隅集団司令部

本土-西部-61 第８６師団戦史資料　昭２０．７．２９ 大隅集団司令部

本土-西部-62 大隅集団命令綴　昭２０．８．１５～２０．１０．３ ８６Ｄ

本土-西部-63 大隅集団命令綴　昭２０．８．１６～２０．１０．２６ 第８６師団司令部

本土-西部-64 第１４５師団戦史資料　昭２０．１１ 第１４５師団司令部

本土-西部-65 第１４５師団戦史資料　附録（兵器） 第１４５師団司令部

本土-西部-66 第１４５師団戦史資料　昭２０．１１　付録（兵器） 第１４５師団司令部

本土-西部-67 第１４６師団戦史資料 第１４６師団司令部

本土-西部-68 第１４６師団戦史資料 第１４６師団司令部

本土-西部-69 第１４６師団戦史資料 第１４６師団司令部

本土-西部-70 第１４６師団戦史資料　昭２０．８ 第１４６師団司令部

本土-西部-71 第１４６師団着信電報文写　昭２０．１０ １４６Ｄ司令部

本土-西部-72 第１５４師団戦史資料　昭２０ １５４Ｄ司令部

本土-西部-73 第１５６師団戦史資料　昭２０．１１ １５６Ｄ司令部

本土-西部-74 第１５６師団戦史資料　（護西決号作戦計画）　昭２０．１１ 護西特設司令部

本土-西部-75 第１５６師団作戦計画関係資料　昭２０．１１ １５６Ｄ司令部

本土-西部-76 第１５６師団発来翰綴　昭２０．９．２９～２０．１１．２６ １５６Ｄ司令部

本土-西部-77 第２０６師団（阿蘇兵団）　作戦行動の概要　昭２０．１１．２０ ２０６Ｄ特設司令部

本土-西部-78 第２０６師団（阿蘇兵団）　作戦行動の概要　昭２０．１１．２０ ２０６Ｄ特設司令部

本土-西部-79 第３１２師団大東亜決戦戦史資料 第３１２師団

本土-西部-80 第３１２師団国土決戦史（兵器） 第３１２師団

本土-西部-81
第３５１師団戦史資料　大東亜戦争　昭２０国土決戦　昭２０．１１．
２５

第３５１師団

本土-西部-82 大東亜戦争　昭２０　国土決戦　第３５１師団戦史資料 第３５１師団

本土-西部-83 大東亜戦争　昭２０　国土決戦　第３５１師団戦史資料 第３５１師団

本土-西部-84 大東亜戦争　昭２０　国土決戦　第３５１師団戦史資料 第３５１師団

本土-西部-85 大東亜戦争　昭２０　国土決戦　第３５１師団戦史資料 第３５１師団

本土-西部-86 大東亜戦争　昭２０　国土決戦　第３５１師団戦史資料 第３５１師団

本土-西部-87 大東亜戦争　昭２０　国土決戦　第３５１師団戦史資料 第３５１師団

本土-西部-88 昭和２０年　国土決戦　第３５１師団戦史資料 第３５１師団

本土-西部-89 大東亜戦争　昭２０　国土決戦　第３５１師団戦史資料 第３５１師団

本土-西部-90 独立混成第９８旅団史 -

本土-西部-91 独立混成第９８旅団史　昭２０．３．１～２０．１１．２０ -

本土-西部-92 独立混成第１２５旅団戦史資料　昭２０．１２．１ -

本土-西部-93 独立混成第１２５旅団戦史資料　昭２０．１２．１ -

本土-西部-94 独立混成第１２５旅団戦史資料　昭２５．１２．１ -
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本土-西部-95 独立混成第１２５旅団戦史資料　昭２５．１２．１ -

本土-西部-96 第２総軍終戦記　昭２９．１０ 畑　俊六

本土-西部-97 第２総軍終戦記　昭２９．１０ 畑　俊六

本土-西部-98 第２総軍終戦記　昭２９．１０ 畑　俊六

本土-西部-99 第２総軍終戦記　昭２９．１０ 畑　俊六

本土-西部-100 第４０軍発着信電報文写　昭２０．９．２５～２０．９．２９ ４０Ａ司令部

本土-西部-101
第４０軍（陽）特設司令部電報文写　昭２０．１０．２１～２０．１０．２
７

４０Ａ特設司令部

本土-西部-102 第５６軍特設司令部着信電報文写　昭２０．１０．１５ ５６Ａ特設司令部

本土-西部-103 第５７軍（鋒集団）命令綴　昭２０．８～２０．９ ５７Ａ司令部

本土-西部-104 第５７軍工兵隊残置部隊命令綴　昭２０．８．２４～２０．１０．２７ ５７Ａ工兵隊残置部隊

本土-西部-105 第５７軍発着信電報文写　昭２０．８．１７～２０．１０．２１ ５７Ａ特設司令部

本土-西部-106
第５７軍工兵隊　残置部隊（鋒兵団）　関係書類綴　昭２０．９．８～
２０．１１．２９

５７Ａ工兵隊

本土-西部-107 第５７軍（鋒兵団）作命綴　昭２０．９．４～２０．１１．１８ ５７Ａ司令部

本土-西部-108 第１２師団将校等職員表　昭５．９ １２Ｄ副官部

本土-西部-109 第８６師団将校職員表　１／２　昭２０．１ ８６Ｄ司令部

本土-西部-110 第８６師団将校職員表　１／２　昭２０．７．１ ８６Ｄ司令部

本土-西部-111 第８６師団司令部将校職員住所録 -

本土-西部-112 第８６師団（積）作命綴　昭２０．１０．１０～２０．１０．２７ ８６Ｄ司令部

本土-西部-113 第８６師団発信電報文写　昭２０．１０．１３ ８６Ｄ特設司令部

本土-西部-114 第１４６師団電報文写　昭２０．１０．１８～２０．１０．２３ １４６Ｄ特設司令部

本土-西部-115 第１５６師団　（護西兵団）　作命綴　昭２０．８．２１～２０．９．２ １５６Ｄ司令部

本土-西部-116 第１５６師団電報綴　昭２０．９．１２～２０．１０．２８ １５６Ｄ特設司令部

本土-西部-117 第２０６師団（阿蘇兵団）電報綴　昭２０．１０．１７ ２０６Ｄ司令部

本土-西部-118 第２０６師団　阿蘇兵団　作戦行動の概要　昭２０．１１．２０ ２０６Ｄ司令部

本土-西部-119 歩兵第１８７連隊将校職員表　昭２０．８．１ １８７ｉ本部

本土-西部-120 陣中日誌　合本　昭和１８．１２ 独立歩兵第１７４大隊　前田隊

本土-西部-121
独立混成第９８旅団　（堅志兵団）　作命綴　昭２０．８．１８～２０．
９．２８

９８ＢＳ司令部

本土-西部-122 独立混成第１０９旅団電報文写　昭２０．１０．７～２０．１０．１３ -

本土-西部-123 独立混成第１０８旅団防衛作戦計画　昭２０．８ -

本土-西部-124 独立混成第１２５旅団戦史資料　昭２０．５～２０．８．１５ １２５ＭＢ司令部

本土-西部-125 独立混成第１２５旅団戦史資料　昭２０．１２．１ １２５ＭＢ司令部

本土-西部-126 独立混成第１２６旅団着信電報文写　昭２０．１０．２０ １２６ＭＢ司令部

本土-西部-127 独立戦車第５旅団作戦記録　昭２０年度 躍特設司令部

本土-西部-128 特設海上輸送隊第１４中隊陣中日誌　昭１９．５．２７～１９．６．３０ 特設海上輸送隊第１４中隊

本土-西部-129
第１５船舶団　船舶工兵第２１連隊　船舶工兵第４６連隊　着信電
報文写　昭２０．９．２３～２０．９．２９

第１５船舶団

本土-西部-130 機関砲第２１大隊戦闘詳報　昭１９．８．２０～１９．８．２１ 機関砲第２１大隊
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本土-西部-131 機関砲第２１大隊関係資料綴　昭１９．９．１０～１９．９．２４ -

本土-西部-132 高射第４師団配備要図 -

本土-西部-133 臨時憲兵隊編成要領及復員に関する規定　昭２０．８ 西部憲兵隊司令部

本土-西部-134 西部防空情報隊関係資料 -

本土-西部-135 西部軍隷下師団等資料　昭１６．７．１６～２０．８．１５ 陸自　４ＤＨＱ

本土-西部-136 西部第２７２４部隊貴重品調査表　昭１９．２ 西部第２７２４部隊

本土-西部-137 西部軍管区司令部着信電報文写　昭２０．１０．１４～２０．１０．２０ 西部軍管区司令部

本土-西部-138
西部軍管区司令部着信電報綴（写）　昭２０．９．２２～２０．１０．２
０

西部軍管区司令部

本土-西部-139 西部軍司令官管理の部隊　昭１５．８．１～２０．８．１５ 山下　義之

本土-西部-140 鎮西陸軍部隊復員要領　西部軍管区司令部　昭２０．８．２９ -

本土-西部-141
福岡．佐賀．長崎．鹿児島．大分．熊本．宮崎　各連隊区管内兵事
業務管轄　区域一覧表　昭１７．４．１

-

本土-西部-142 九州地区要塞図 -

本土-西部-143 北九州関係師団等の資料　昭１２～２０ 陸自４ＤＨＱ

本土-西部-144 筑後集団補充業務担任区分表　昭２０．８．３ 筑後集団参謀長

本土-西部-145 下関要塞守備隊戦史資料　昭２０．１１．２５ 関門特設司令部

本土-西部-146 福岡付近古戦史　昭１０．１．１ ２４ｉ本部

本土-西部-147 福岡連隊区司令部電報文写　昭２０．１０．９～２０．１０．２０ 福岡連隊区司令部

本土-西部-148 久留米師管区戦史　昭１９．７～２０．８ 久留米師管区司令部　１２Ｄ

本土-西部-149 久留米師団（１２Ｄ）宮崎平地に於ける陣地要図 -

本土-西部-150 長崎要塞司令部電報文写　昭２０．１０．６～２０．１０．１７ 長崎要塞司令部

本土-西部-152 対馬兵団作戦計画同戦闘計画　昭２０．８．１ 対馬兵団

本土-西部-153 対馬兵団作戦計画同戦闘計画 対馬兵団

本土-西部-154 熊本師団召集徴発雇傭事務規則　昭１９．５．１ 熊本師団司令部

本土-西部-155 熊本憲兵司令部特務日誌 熊本憲兵分隊

本土-西部-156 鹿児島憲兵分隊状況報告　昭１９．４ 鹿児島憲兵分隊

本土-西部-157 鹿児島地区防衛戦闘計画　昭１９．７．２５ 鹿児島地区防衛隊

本土-西部-158 鹿児島地区憲兵隊関係書類綴　昭２０．８．１８～２０．１０．２５ -

本土-西部-159 鹿児島地区憲兵隊訓示綴　昭２０．８．１４～２０．１０．１８ 鹿児島地区憲兵隊

本土-西部-160 鹿児島地区憲兵隊訓示綴　昭２０．８．１４～２０．１０．１８ 鹿児島地区憲兵隊

本土-西部-161 鹿児島地区憲兵隊発翰番号簿　昭２０．９ 鹿児島地区憲兵隊

本土-西部-162
鹿児島連隊区司令部発信電報綴（写）　昭２０．９．２３～２０．１０．
２８

鹿児島連隊区司令部

本土-西部-164 第２総軍隷下部隊主要職員表 -

本土-西部-165 広島師団将校（高等文官）職員表　昭１７．９．１０ -

本土-西部-166 下関要塞守備隊戦史資料　昭２０．１１．１５ 関門特設司令部

本土-西部-167 下関要塞守備隊戦史資料　昭２０．１１．１５ 関門特設司令部

本土-西部-168 下関要塞守備隊戦史資料　昭２０．１１．１５ 関門特設司令部
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本土-西部-169 下関要塞守備隊戦史資料　昭２０．１１．１５ 関門特設司令部

本土-西部-170 下関要塞守備隊戦史資料　昭２０．１１．１５ 関門特設司令部

本土-西部-171 下関要塞守備隊戦史資料　昭２０．１１．１５ 関門特設司令部

本土-西部-172 下関要塞守備隊戦史資料　昭２０．１１．２５ 関門特設司令部

本土-西部-173 壱岐要塞兵備資料　壱岐要塞作戦計画を含む -

本土-西部-174 壱岐要塞　黒崎砲台設計図　（築城部送付） -

本土-西部-175 壱岐要塞　的山砲台築城図　（大正１４～昭和１７．関係史料） -

本土-西部-176 対馬要塞　豊砲台築城関係図 築城本部

本土-西部-177 対馬要塞　龍ノ崎第２砲塔築城図 築城本部

本土-西部-178 壱岐要塞兵備資料 -

本土-西部-179 対馬要塞　龍ノ崎砲台築城図 築城本部

本土-西部-180 中国軍管区復員に関する綴　昭２１．８．３１ 中国軍管区司令部

本土-西部-181 九州方面本土陸上防衛　戦史第１案関係写真資料 -

本土-西部-182 対馬要塞守備隊陣中日誌　昭２０．５ 対馬要塞守備隊

本土-西部-183 対馬要塞守備隊陣中日誌　昭２０．６ 対馬要塞守備隊

本土-西部-184 第２総軍将校職員表　昭２０．７．１０ 第２総軍司令部

本土-西部-185 第４０軍作戦命令綴　昭２０．１～２０．５ ４０Ａ司令部

本土-西部-186 第４０軍作戦経過の概要　昭２０年夏 ４０Ａ司令官　中沢三夫

本土-西部-187 五島列島兵要地誌　昭３．７ 参謀本部

本土-西部-188 五島列島兵要地誌　昭３．７ 参謀本部

本土-西部-189 伊佐一男中将日記　２分冊の１　昭１７～１８ 伊佐　一男

本土-西部-190 伊佐一男中将日記　２分冊の２　昭１９～２０ 伊佐　一男

本土-西部-191
村治敏男　陸軍中将　回想　及　手記　壱岐要塞司令官時代に就
いて

-

本土-西部-192 第２総軍作戦準備史（案）
第１復員局史実調査部　（服部
資料）

本土-西部-193 第２総軍作戦準備概史 第１復員局

本土-西部-194 ８２０対空戦　戦闘詳報
防空２３連隊　同第１大隊　同第
２大隊

本土-西部-195 高射砲第１３２連隊　聴測中隊戦闘詳報　昭１９．８．２０ 高射砲第１３２連隊　聴測中隊

本土-西部-196 高射砲第１３２連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１９．８．２０ 高射砲第１３２連隊　第３大隊

本土-西部-197 高射砲第１３２連隊　第４大隊戦闘詳報　昭１９．８．２０ 高射砲第１３２連隊　第４大隊

本土-西部-198 本間隊陣中日誌　昭１９．８．５～１９．９．２８ -

本土-西部-199 九州地区における鉄道防空　昭２３．２ 今村　十二

本土-西部-200 支那事変間　留守日誌　昭１２．１２．１～１３．１１．３０ 独立山砲兵第３連隊補充隊

本土-西部-201 支那事変間　留守日誌　昭１３．１２～１４．９ 独立山砲兵第３連隊補充隊

本土-西部-202 鎮西集団兵備要覧　昭２０．８．１５ 鎮西集団司令部

本土-西部-203 本土作戦記録　第５巻　第１７方面軍 第１復員局

本土-西部-204 広島の原子爆弾被爆体験記録
大本営参謀陸軍中佐　大屋角
造
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本土-西部-206 広島の原爆被爆時の第２総軍司令部の状況
第１課長　陸軍大佐　井本熊男
述

本土-西部-207 特別大演習用　山鹿近傍陸図　（１／５万）　明治３５年 小山史料

本土-西部-208 熊本市街図（１／１万）　明治　年 小山史料

本土-西部-209 電報紙送達簿　昭和 四国軍管区司令部

本土-西部-210 着信電報文写　昭和２０．１０．１３～１０．２０ 久留米師管区司令部

本土-西部-211 発信電報文写　昭和２０．１０．２１ 久留米師管区司令部

本土-西部-212 着信電報文写　昭和２０．１０ 熊本師管区司令部

本土-西部-213 第１５４師団戦史資料　昭和２０．８ -

本土-西部-214 下関憲兵分隊資料　　昭和１５．４～１７．９ 下関憲兵分隊

本土-西部-215 憲兵司令部資料　昭和１６．３～１１ 下関憲兵分隊

本土-西部-216 九軍監関係其他重要往復文書　昭和１８～１９年 -

本土-西部-217 状況報告　昭和１６．４ 久留米憲兵隊

本土-西部-218 久留米師団留守業務担任区分表　昭和１６．９ 久留米師団司令部

本土-西部-219 本土作戦記録　第３巻　第２総軍中訂正事項　昭和２４．５調 復員局

本土-西部-220 本土地上防空作戦記録　（西部地区）　昭和２６．１０調 復員局

本土-西部-221 大東亜戦争戦史資料　昭和２１．３ 種子島兵団（独混旅１０９）

本土-西部-222 有明演習地図面（１／５千）　大正４．８ 歩兵第５０連隊

本土-西部-223 陸軍公文書規則 小倉陸軍造兵廠

本土-西部-224 廠長会同に於ける状況報告　昭和２０．３ 小倉陸軍造兵廠

本土-西部-225 復員除隊召集解除者名簿　様式変更通牒　昭和２０．９ 憲兵司令部

本土-西部-226 小倉陸軍造兵廠位置表示図　１／３６万 -

本土-西部-227 伯耆工場（旧倉吉工場）平面図　ケーブル布設図　（３）欠 -

本土-西部-228 香椎工場工事設計審査綴　昭和１８．１０ -

本土-西部-229 海岸防御築城中隊教練指導計画 熊本市住吉海岸

本土-西部-230 北九州高射砲隊配備要図　昭和２０年 -

本土-西部-231 淡路島全図　昭和１１年 -

本土-西部-232 師団作戦計画　昭和２０．１１ 第３０３師団特設部隊本部

本土-西部-233 佐世保市街精図　昭和１２年７月１３日 初瀬初市

本土-西部-234 第３０３師団作戦計画　昭和２０．１１ 特設部隊本部

本土-築城要塞-1 東京湾要塞歴史　第１号　明治２７～４４ 東京湾要塞司令部

本土-築城要塞-2 東京湾要塞歴史　第１号　付録　明２７～４４ 東京湾要塞司令部

本土-築城要塞-3 東京湾要塞歴史　第２号　明４５～大７ 東京湾要塞司令部

本土-築城要塞-4 東京湾要塞歴史　第２号　付録　明４５～大７ 東京湾要塞司令部

本土-築城要塞-5 東京湾要塞歴史　第３号　大８～昭２０ 東京湾要塞司令部

本土-築城要塞-6 東京湾要塞歴史　第３号　付録　大８～昭２０ 東京湾要塞司令部

本土-築城要塞-7 東京湾要塞歴史　付録１　１／２　昭１９．１～１９．１２ 東京湾要塞司令部
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本土-築城要塞-8 東京湾要塞歴史　付録１　２／２　昭１９．１～１９．１２ 東京湾要塞司令部

本土-築城要塞-9 東京湾要塞歴史　付録２　１／２　昭２０ 東京湾要塞司令部

本土-築城要塞-10 東京湾要塞歴史　付録２　２／２　昭２０ 東京湾要塞司令部

本土-築城要塞-11 東京湾要塞歴史（１） 毛塚　五郎

本土-築城要塞-12 東京湾要塞歴史（２） 毛塚　五郎

本土-築城要塞-13 東京湾要塞歴史（３） 毛塚　五郎

本土-築城要塞-14 明治維新以降　本邦要塞築城概史 藤沢　一孝

本土-築城要塞-15 明治３２年　各地要塞地帯要図　（法令全書抜粋） -

本土-築城要塞-16 要塞配備要図　其１ １復

本土-築城要塞-17 要塞配備要図　其２ １復

本土-築城要塞-18 要塞配備要図　其３ １復

本土-築城要塞-19 要塞配備要図　其４ １復

本土-築城要塞-20 要塞配備要図　其５ １復

本土-築城要塞-21 東京湾要塞関係築城関係図 築城本部

本土-築城要塞-22 国土築城実施要綱追補（案）　昭２０．６．１７ 大本営陸軍部

本土-築城要塞-23 要塞戦史　昭１９．２ 花井大佐

本土-築城要塞-24 要塞戦備参考 金丸少佐

本土-築城要塞-25 津軽海峡要塞配備図　１／２０万　昭２０．８頃 -

本土-築城要塞-26 豊予要塞高島第３砲台築城図 築城本部

本土-築城要塞-27 宗谷要塞関係写真集 -

本土-築城要塞-28 要塞砲台竣工図（広島湾） 陸軍築城部

本土-築城要塞-28_2 広島湾要塞一般図（岸根鼻砲台、三高山保塁）写 築城部本部

本土-築城要塞-29 要塞砲台竣工図（佐世保・長崎） 陸軍築城部

本土-築城要塞-30 要塞砲台竣工図（豊予要塞高島第三砲台） 陸軍築城部

本土-築城要塞-31 松代工事調書　昭２０ 建技大尉　吉田栄一

本土-築城要塞-32 松代大本営工事回顧 建技大尉　吉田栄一

本土-築城要塞-33 松代大本営付近のスケッチ 東大名誉教授　関野克

本土-築城要塞-35 要塞防禦計画訓令綴等　明３５～４５（除く３９．４４） 参謀本部

本土-築城要塞-36 永久築城学講授録　（国境築城）　昭１２ 陸軍大学校　濱田少佐講述

本土-築城要塞-37 大陸要塞研究資料綴（１）　昭１５ 大陸要塞　研究委員

本土-築城要塞-38 大陸要塞研究資料綴（３）　昭１５ 大陸要塞　研究委員

本土-築城要塞-39 松代大本営建設回顧録　昭２９．２ 吉田　春男

本土-築城要塞-40 京都師団（管区部）　兵器部舎図 -

本土-築城要塞-41 大島兵力配置要図 -

本土-築城要塞-42 洲ノ崎砲台築城図 -

本土-築城要塞-43 現代に於ける要塞体系　昭１５．３．１０ 大陸要塞研究委員会
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本土-築城要塞-44 江都海防真論 -

本土-築城要塞-45 海防策 -

本土-築城要塞-46 防「力」工事作業詳報　昭和２０．２．２４～昭和２０．３．２５ 小田切中尉作業隊副官

本土-築城要塞-47 近海御備向見分御用留　３ -

本土-築城要塞-48 御備場集議 -

本土-築城要塞-49 東京湾要塞千代ヶ崎砲台築城図　（小原台付近） -

本土-築城要塞-50 豊予要塞　鶴見崎砲台築城図　（昭２～４年関係史料） -

本土-築城要塞-51 旧海岸要塞特に東京湾要塞について　昭和４０．１．２５
防大教授．工博．浄法寺朝美
陸上自衛隊施設学校

本土-築城要塞-52 本要塞の持久力の検討　昭和１６．３ 大陸要塞研究委員会

本土-築城要塞-53 津軽要塞　大間崎砲台築城図　１４．１０．１３ 築城部

本土-築城要塞-54 軍事施設調書要塞　（要塞位置及建造物含む）
北部及東部軍管区　第１復員局
集成

本土-築城要塞-55 要塞建設業務系統図 -

本土-築城要塞-56 陣地構築綴　昭和１９年 -

本土-築城要塞-57 日立市　被害地下防空壕調査に関する所見 -

本土-築城要塞-58 日立市　横穴式防空壕空襲被害に於ける教訓 -

本土-築城要塞-59
松代倉庫新設工事設計図　図面紙数表紙共３３葉　東部軍管区
経理部

-

本土-築城要塞-60 海岸砲台関係図　明治１５年 -

本土-築城要塞-61 要塞砲台竣工図　（舞鶴地区） -

本土-築城要塞-62 砲台設計図　・豊予要塞鶴見崎砲台　・伊吹後部砲塔 -

本土-築城要塞-62_2 砲台設計図　（複製物）　・豊予要塞鶴見崎砲台　・伊吹後部砲塔 -

本土-築城要塞-63 舞鶴要塞図 -

本土-築城要塞-64 要塞砲台竣工図　（下関地区） -

本土-築城要塞-65 防空参考資料第２２号　耐弾構造資料　昭和１７年２月 陸軍築城部本部

本土-築城要塞-66
下ノ関海峡防御実施調査報告書　明治２４年３月１０日～２４年３
月２３日

陸軍工兵大尉　中村愛三

本土-築城要塞-67 築城関係史料綴　明治３２年～３４年 砲工学校

本土-築城要塞-68 要塞に於ける偽装実施の参考 陸軍築城部本部

本土-配備図-1 大東亜戦争　第１総軍管内高射部隊　配備要図（２枚１組） 第１復員局

本土-配備図-2 第１総軍兵団配置要図　昭和２０．８末の状態 参謀本部第２課

本土-配備図-3 大東亜戦争　第２次兵備に基く　第２総軍兵団基礎配備要図 -

本土-配備図-4 第５方面軍防備配備図　２０万分の１ -

本土-配備図-5
東部軍陣地編成図　其１　１．関東地区築城図　２．伊豆諸島　３．
房総半島（東京湾兵団）　４．九十九里陣地要図

-

本土-配備図-6
東部軍陣地編成図　其２　５．第１８４師団陣地編成図　６．第１５１
師団陣地配備図　７．第１４０師団．第３１６師団陣地配備

-

本土-配備図-7
東部軍管区　陸軍機関　（軍隊．官衙．学校）所在地一覧表　昭和
１６～１７

第１復員局

本土-配備図-8 決号兵団配置要図 -

本土-配備図-9 大東亜戦争　本土兵団配置図 第１復員局

本土-配備図-10
大東亜戦争　中部軍管区部隊配置図　第１５方面軍　第１５指揮
下　中部軍管区部隊

-
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本土-配備図-11 大東亜戦争　高射砲第３師団配備図 -

本土-配備図-12 第１１方面軍部隊基礎　配置要図 -

本土-配備図-13 大東亜戦争　第１２方面軍　配置図　（２０万分の１図） -

本土-配備図-14
大東亜戦争　第１２方面軍　機動兵団　攻勢準備築城配置図　（５
万分の１図）

-

本土-配備図-15
第１２方面軍　機動兵団　攻勢準備築城概見図　冨士部隊　攻撃
築城並交通作戦準備施設配置図

-

本土-配備図-16
大東亜戦争　第１２方面軍　隷下　概見図　（復員部隊．残置兵
力．軍需品監視兵力）

第１復員局

本土-配備図-17 大東亜戦争　第１２方面軍兵団配置図 第１復員局

本土-配備図-18 第１２方面軍兵団　配置概見図 第１復員局

本土-配備図-19 第１２方面軍　高射部隊　配置概要図 -

本土-配備図-20
大東亜戦争　第１２方面軍　区処下　部隊．官衙．学校．配置概見
図　（２０万分の１）

第１復員局

本土-配備図-21 大東亜戦争　第１３方面軍　部隊基礎配置要図 第１復員局

本土-配備図-22 大東亜戦争　第１３方面軍　兵力配備要図 第１復員局

本土-配備図-23 大東亜戦争　第１５方面軍　配備要図 第１復員局

本土-配備図-24 大東亜戦争　第１５方面軍部隊配置概要図　（５０万分の１） 第１復員局

本土-配備図-25 大東亜戦争　第１５方面軍部隊配置概要図　（２０万分の１） 第１復員局

本土-配備図-26 大東亜戦争　第１５方面軍海岸砲配置要図 第１復員局

本土-配備図-27 第１５方面軍　沿岸防備施設要図　４冊の１ 第１５方面軍司令部

本土-配備図-28 第１５方面軍　沿岸防備施設要図　４冊の２ -

本土-配備図-29 大東亜戦争　第１３方面軍　高射部隊配置概要　（５０万分の１図） 第１復員局

本土-配備図-30 第１５方面軍　沿岸防備施設要図　４冊の３ 第１５方面軍司令部

本土-配備図-31 第１５方面軍　沿岸防備施設要図　４冊の４ 第１５方面軍司令部

本土-配備図-32 大東亜戦争　第１６方面軍　高射部隊配置概要 第１復員局

本土-配備図-33 大東亜戦争　第１６方面軍　戦略兵団配置要図　（５０万分の１図） 第１復員局

本土-配備図-34
大東亜戦争　第１６方面軍　兵団配置状況図　（５０万分の１図）其
の１

第１復員局

本土-配備図-35
大東亜戦争　第１６方面軍　兵団配置状況図　（５０万分の１図）其
の２

第１復員局

本土-配備図-36
第１６方面軍（西部軍管区）　配備要図　（第５６．４０．５７軍）　昭
和２０

-

本土-配備図-37 第５１軍鹿島洋方面　築城施設要図（５万分の１）　其の１ 第１復員局

本土-配備図-38 第５１軍鹿島洋方面　築城施設要図（５万分の１）　其の２ 第１復員局

本土-配備図-39 第５１軍鹿島洋方面　築城施設要図（５万分の１）　其の３ 第１復員局

本土-配備図-40 大東亜戦争　第５２軍　築城施設図　其の１ 第１復員局

本土-配備図-41 大東亜戦争　第５２軍　九十九里浜方面　築城施設図　其の２ 第１復員局

本土-配備図-42 大東亜戦争　第５２軍　九十九里浜方面　築城施設図　其の３ 第１復員局

本土-配備図-43
大東亜戦争　第５２軍　第１２５師団　銚子付近兵力配置図　（５万
分の１）

第１復員局

本土-配備図-44
大東亜戦争　第５２軍　九十九里浜方面　火砲配置図　（５万分の
１）

第１復員局

本土-配備図-45 大東亜戦争　第５３軍　兵力配置図 第１復員局

本土-配備図-46 大東亜戦争　第５３軍　築城施設図　（５万分の１） 第１復員局
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本土-配備図-47
大東亜戦争　相模灘．伊豆半島．駿河湾方面　築城施設配置図
（第５３軍）　其の１

第１復員局

本土-配備図-48
大東亜戦争　相模灘．伊豆半島．駿河湾方面　築城施設配置図
（第５３軍）　其の２

第１復員局

本土-配備図-49 大東亜戦争　第５６軍　配備要図　（５万分の１） 第１復員局

本土-配備図-50 第５１軍　兵力配置図　其の１ 第１復員局

本土-配備図-51 第５１軍　兵力配置図　其の２ 第１復員局

本土-配備図-52 大東亜戦争　千島兵力配備要図 第１復員局

本土-配備図-53
大東亜戦争　北海道広尾付近兵力配置　（十勝川沿岸）　（５万分
の１）

第１復員局

本土-配備図-54 東北軍陣地設定　概見図　其の１．其の２ -

本土-配備図-55
大東亜戦争　房総南部兵力配置図　（東京湾兵団内の一部の陣
地配置図）

-

本土-配備図-56 大東亜戦争　北方軍　兵力配備図 第２課調製

本土-配備図-57 大東亜戦争　南部房総方面築城施設配置図 第１復員局

本土-配備図-58 大東亜戦争　東京湾兵団　房総半島部隊配置図　其の１ 第１復員局

本土-配備図-59 東京湾要塞　火砲配置一覧図　其の２（２枚１組） 第１復員局

本土-配備図-60 南部房総方面築城施設配置図 第１復員局

本土-配備図-61 大東亜戦争　東京付近防空部隊配置図　（５万分の１） 第１復員局

本土-配備図-62 東京湾兵団　房総半島部隊配置図　其の２ -

本土-配備図-63 大東亜戦争　東京湾口火砲配置図　其の１．其の２ 第１復員局

本土-配備図-64 東京湾南房総方面　築城施設配置図 第１復員局

本土-配備図-65 伊豆半島火砲配置図 -

本土-配備図-66 大島築城施設配置図 -

本土-配備図-67 八丈島兵力配備図 -

本土-配備図-68 大島火砲配置図 -

本土-配備図-69
大東亜戦争　相模湾火砲配置図　其の１　第５３軍（鎌倉．小田
原．伊東）　（５万分の１）

第１復員局

本土-配備図-70
大東亜戦争　相模湾火砲配置図　其の２　第５３軍（高座．鎌倉）
（５万分の１）

第１復員局

本土-配備図-71 大東亜戦争　厚木．藤沢方面兵力配置要図　（５万分の１） 第１復員局

本土-配備図-72 関東地方（含駿豆地方）　沿岸築城施設配置概見図 第１復員局

本土-配備図-73_2 大東亜戦争　東海軍陣地　編成図　第７３．１４３．１５３師団 第１復員局

本土-配備図-74_2 大東亜戦争　名古屋周辺地上防空部隊　配置図　（５万分の１） 第１復員局

本土-配備図-75 大東亜戦争　京阪神地区高射砲部隊　配置位置要図 第１復員局

本土-配備図-76 関東地方（含駿豆地区）　沿岸築城施設概見図 第１復員局

本土-配備図-77 大東亜戦争　京阪神地方高射第３師団　配備要図 第１復員局

本土-配備図-78 大東亜戦争　四国西南部配備要図　第５５軍　第３４４師団 第１復員局

本土-配備図-79 大東亜戦争　高知方面部隊．配置要図　第５５軍 第１復員局

本土-配備図-80
大東亜戦争　中国．近畿．四国軍管区　沿岸配備要図　（２０万分
の１）

第１復員局

本土-配備図-81 大東亜戦争　中国．九州．近畿配備要図 第１復員局

本土-配備図-84 大東亜戦争　南九州防備部隊配置要図 第１復員局
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本土-配備図-85 大東亜戦争　九州地区配備要図　（２０万分の１） 第１復員局

本土-配備図-86 大東亜戦争　北九州高射砲隊　配備要図　（５０万分の１） 第１復員局

本土-配備図-87 大東亜戦争　北九州防空部隊配備要図 第１復員局

本土-配備図-88 大東亜戦争　北九州要地高射部隊　配備要図 第１復員局

本土-配備図-89 沿岸防備施設要図　昭和２０．８．３１調 中部軍管区司令部

本土-配備図-90
本土防備施設要図　（終戦時におけるマ司令部要求による）　昭和
２１．１０．１５

第１復員局

本土-配備図-91 東京湾要塞火砲　配置一覧図　其の１　（２枚在中） 第１復員局

本土-配備図-92 大東亜戦争　対馬海峡方面防備要図　（２０万分の１図） 第１復員局

本土-配備図-93 鎮西集団兵力配備図　昭和３４．５　入手　１／５０万集成図 -

本土-配備図-94 九州地区配備要図　１／５０万集成図 -

本土-配備図-95 東京第１陸軍造兵廠　仙台製造所図面 -

本土-配備図-96 陸軍常備団隊配備　並　所在地一覧表　大正１４年 -

本土-配備図-97 常備団隊配備図　昭和７年 -

本土-写真-1 名古屋防空演習写真帳　昭和４年７月 第３師団

本土-写真-2 昭和４年７月　名古屋防空演習写真帳 第３師団司令部

北東-全般-1 北方軍第５方面軍隷下部隊一覧表　昭１８．５．１～２０．８．１５ 戦史室　川田久四郎

北東-全般-2 北東方面　陸軍関係暦日表　１／２　昭１７．５．１～１８．１２．３１ 戦史室　川田久四郎

北東-全般-3 北東方面　陸軍関係暦日表　２／２　昭１９．１．１～２０．８．３１ 戦史室　川田久四郎

北東-全般-4 第１船舶工作廠　陣中日誌　昭１８．２．１～１８．２．２８ 第１船舶工作廠

北東-全般-5 第１船舶工作廠　陣中日誌　昭１８．３．１～１８．３．３１ 第１船舶工作廠

北東-全般-6 北東方面　陸軍部隊主要将校名簿　昭１５～２０ 戦史室　山崎祐至

北東-全般-7 北東方面　陸軍戦史資料　昭１５．８～２０．９ 戦史室　山崎祐至

北東-全般-8
北東方面　陸軍戦史資料　大陸命大陸指抜粋　昭１６．７．１１～２
０．９．７

戦史室　山崎祐至

北東-全般-9
北東方面　陸軍作戦大綱審議資料　昭４２．８．〈１〉　４３．１２．９
〈２〉

戦史室　川田久四郎

北東-全般-10 第２７軍司令部関係聴取録　昭１９．３．１６～２０．１．２２ 戦史室　川田久四郎

北東-全般-11 恵須取方面　陸軍指揮官　陸軍少佐　吉野貞吾手記 吉野　貞吾

北東-全般-12 堪察加半島誌　明３８．４ 大本営　陸軍幕僚

北東-全般-13
大東亜戦争　終戦前後に於ける千島．樺太方面　陸軍部隊の消
息

元陸軍大佐　鈴木康生

北東-全般-14 本土方面作戦記録　第４巻第５方面軍　昭１７．６．８～２０．８．１５ 第１復員局

北東-全般-15 「コマンドル」群島及「チュレニ」島　明３８．３ 大本営　陸軍幕僚

北東-全般-16 北部軍管内警備情報　１／３　昭１７．９ 北部軍司令部

北東-全般-17 北部軍管内警備情報　２／３　昭１７．９ 北部軍司令部

北東-全般-18 北部軍管内警備情報　３／３　昭１７．９ 北部軍司令部

北東-全般-19 北方方面兵要地誌の概観　昭１７．７ 船舶工兵第６連隊

北東-全般-20 露領漁業の沿革と現状 露領水産組合編

北東-全般-21 北東方面関係　陸軍将校名簿　昭１８．３～２０．８ 戦史室　川田久四郎
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北東-全般-22 福井正勝少佐日記　昭１９．１．１～２０．１２．３１ 当時　７７Ｄ．５ＨＡ参謀

北東-全般-23 北方鮮満部隊編成　補充担任部隊一覧表　昭２２．４ 留守業務局　満鮮残務　整理部

北東-全般-24 北東方面陸軍作戦聴取記録（回想）集 幸村健一郎・川田久四郎

北東-全般-25 北部軍管内警備情報綴　昭１７．６．中～１７．１２．上 北部軍司令部

北東-全般-26 第５方面軍作戦概史　昭１７．６．８～２０．９．２５ 北部方面　総監部

北東-全般-27 第５方面軍作戦概史
元第５方面軍　参謀　陸軍中佐
田熊利三郎

北東-全般-28 北方会々報（北部軍関係資料） 北方会事務局

北東-全般-29 北部軍司令部歴史 -

北東-全般-30 昭和２０．８頃　第１４７師団司令部幹部名簿 １４７Ｄ参謀　桂鎮雄

北東-全般-31 終戦前後における樺太．千島方面陸軍部隊消息 北部復員連絡局編

北東-全般-38 津軽要塞関係聴取綴　昭４３～４５ 川田　久四郎

北東-全般-39 ４２Ｄ主計少尉　坂野二三郎　履歴書 ４２Ｄ主計少尉　坂野二三郎

北東-全般-40 千島樺太方面　陸軍関係聴取資料綴 （戦史編さん官）　川田久四郎

北東-全般-41 渡辺熊四郎主計中尉陣中雑記１／４　昭１８．８．６～１８．９．２５ 渡辺　熊四郎

北東-全般-42 渡辺熊四郎主計中尉陣中雑記２／４　昭１８．９．２６～１９．３．１４ 渡辺　熊四郎

北東-全般-43 渡辺熊四郎主計中尉陣中雑記３／４　昭１９．３．１５～１９．７．３１ 渡辺　熊四郎

北東-全般-44 渡辺熊四郎主計中尉陣中雑記４／４　昭１９．８．１ 渡辺　熊四郎

北東-全般-45 渡辺熊四郎主計中尉陣中日誌１／２　昭１８．８．６～１９．５．１６ 渡辺　熊四郎

北東-全般-46 渡辺熊四郎主計中尉陣中日誌２／２　昭１９．６．１～２０．６．２９ 渡辺　熊四郎

北東-全般-47 渡辺熊四郎主計中尉業務関係綴　（抜粋）　昭１８．１０．６ 渡辺　熊四郎

北東-全般-48 田熊利三郎陣中日記　昭１８．５．２４～１８．１２．２１ 田熊　利三郎

北東-全般-49 田熊利三郎陣中日記　昭２０．１．１～２０．１２．３１ 田熊　利三郎

北東-全般-50 北部第１７８部隊関係職員表綴　昭２０ 東部第２部隊　（２６ｉ）本部

北東-全般-51 大陸命中北東作戦関係抜粋　昭１５．８．２１～２０．９．２ 戦史室　川田久四郎

北東-全般-52 北部軍管内警備情報　昭１７．１１ 北部軍司令部

北東-全般-53 北部軍管区地区別軍需品集積一覧表 北部軍管区司令部

北東-全般-54 北部軍管区軍事施設調書 北部軍管区司令部

北東-全般-55 第５方面軍将校職員表　昭２０．５．１～２０．８．１５ ５ＨＡ司令部

北東-全般-56 北方開拓　郡司成忠海軍大尉　明治２６～３７年 報効義会顕彰記念会　郡司会

北東-全般-57 樺太．千島作戦に関するソ連軍公刊戦史の記述の概要 -

北東-全般-58 在留外国人名簿　昭１９年 北部憲兵隊司令部

北東-全般-59 樺太及千島地区　糧秣被服．需品建築資材一覧表 北部軍管区司令部

北東-全般-60 軍事施設　及　建造物一覧表 東北軍管区経理部

北東-全般-61 海上輸送施設　及　資材調査表 東北軍管区経理部

北東-全般-62 本土作戦記録　第４巻　第５方面軍 第１復員局

北東-全般-63 本土作戦記録　第４巻　第５方面軍 第１復員局
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北東-全般-64 本土作戦記録　第４巻　付録　樺太及千島方面の作戦 第１復員局

北東-全般-65 本土作戦記録　第４巻　付録　樺太及千島方面の作戦 第１復員局

北東-全般-66 本土作戦記録　第４巻　付録　樺太及千島方面の作戦 第１復員局

北東-全般-67 本土作戦記録　第４巻　付録　樺太及千島方面の作戦 第１復員局

北東-全般-68 本土作戦記録　第４巻　付録　樺太及千島方面の作戦 第１復員局

北東-全般-69 終戦前後に於ける樺太千島方面陸軍部隊の消息 -

北東-全般-70 拓捉島詳細図　１／５０万　昭和６ -

北東-全般-71 第５方面軍作戦準備史　（第１案）　（註本土製作記録の前身） -

北東-全般-72 忠魂録 北海道第７師団

北東-全般-73 樺太防衛の思出 元樺太師団参謀長　鈴木康生

北東-全般-75 部隊原簿 第５方面軍関係部隊

北東-全般-76 本土作戦記録　第４巻　（第５方面軍）　昭和２１．１０ 第１復員局

北東-全般-77 本土作戦記録　第４巻　第５方面軍　昭和２１．１０ 第１復員局

北東-全般-78 終戦前後に於ける樺太千島方面　陸軍部隊の消息　昭和２１．１２ 鮮北課第５班

北東-全般-79 本土作戦記録　第４巻　第５方面軍中訂正事項　昭和２４．５調 復員局

北東-全般-80 第５方面軍部隊資料　昭和２４年度 第４班

北東-全般-81 在樺太．千島方面部隊情報一覧表　昭和２１年度 第５方面軍

北東-全般-83 北方部隊概況表　昭和２１．１２ 留守業務局

北東-全般-84 軍司令部歴史案（北部軍司令部、北方軍司令部） 北部軍司令部軍属松田知義

北東-全般-85 軍司令部歴史案(北部軍司令部） 北部軍司令部軍属松田知義

北東-全般-86 軍司令部歴史(北部軍司令部） 北部軍司令部軍属松田知義

北東-全般-87 軍管区司令部歴史（北部軍管区司令部） 北部軍司令部軍属松田知義

北東-全般-88 北東方面気象の特性 不詳

北東-全般-89 板敷滑走路試験報告（第１次）　昭和１８年２月１０日 北部軍経理部

北東-全般-90 板敷滑走路試験報告（第２次）　昭和１８年５月３１日 北部軍経理部

北東-全般-91
柏原（北ノ台）板敷滑走路成績に関する第１次報告　昭和１８年８
月１日

北部軍経理部

北東-全般-92
積雪地に於て車輪滑走可能なる圧雪飛行場の研究　昭和１８年８
月

北部軍経理部

北東-全般-93 陸軍技術有功章賞状　昭和１８年１２月２１日 東條英機

北東-全般-94 北部軍管内研究綴　昭和１８年７月 北部軍

北東-北海道-1 第７師団歴史　第１号の１　明２～４３ 第７師団司令部

北東-北海道-2 第７師団歴史　第１号の２　明４４～大５ 第７師団司令部

北東-北海道-3 第７師団歴史　第２号　大６．１．１２～昭４．１０．１８ 第７師団司令部

北東-北海道-4 第７師団歴史　第３号　昭５．１．２１～１３．２．２６ 第７師団司令部

北東-北海道-5 第７師団歴史　第４号　昭１３．２．９～１８．７．２３ 第７師団司令部

北東-北海道-6 第７師団歴史　第５号　昭１８．７．２５～２０．６．３０ 第７師団司令部

北東-北海道-7 第７師団関係聴取録　昭１８．５．２０～２０．８．１５ 戦史室　川田久四郎



令和５年１月１２日

北東-北海道-8 第７師団関係資料綴　昭１５．５．２１～１５．１２．２５ 留守第７師団参謀部

北東-北海道-9
第７師団将校高等文官職員表（昭１９．３．１）　満州派遣第７師団
各部将校高等文官職員表　（昭１３．３．３）

７Ｄ司令部

北東-北海道-10 北部軍管区管内警備情報　昭１７．７ 北部軍司令部

北東-北海道-11 北方軍．５ＨＡ指揮組織調査表　昭１８．２～２０．８ 戦史室　川田久四郎

北東-北海道-12 第７師団司令部留守部関係資料綴　昭２０．１．４～２０．６．１１ 第７Ｄ

北東-北海道-13 第５方面軍航空情報隊写真集 陸軍大尉　土肥馨

北東-北海道-14 第３３警備大隊第８独立警備隊　聴取録　昭２０．８ 戦史室　川田久四郎

北東-北海道-15 第７７師団関係聴取録　昭１９．３．１６～２０．８．１５ 戦史室　川田久四郎

北東-北海道-16 特設警備第３０９中隊調査資料　昭１８．７．２５～２０．８．９
陸上自衛隊分屯地司令　廣田
正

北東-北海道-17 室蘭臨時要塞防禦編成図 -

北東-北海道-18 北海道資料　大平洋戦争下の軍事行政　同北海道の渉外軍事 渡辺行夫・福井正勝

北東-北海道-19
北海守備隊熱田地区隊米川部隊　西津地区隊　戦闘詳報　昭１
８．３．９～１８．３．３１

米川部隊

北東-北海道-20 留守第７師団司令部関係資料　昭１３．１．１～１３．１２．３１ 留守第７師団司令部

北東-北海道-21 北海道防空監視隊服務規程 北海道庁

北東-北海道-22 防空監視隊服務綱領　昭１４．４．２８ 北海道庁警防課

北東-北海道-23 防空監視隊訓練細部要領　昭１４年度 北海道庁

北東-北海道-25 北海道並樺太兵事沿革　顕慶３（西６５８）～明４３（１９１０）５ 第７師団参謀長

北東-北海道-26 大山部隊将校教育資料　永久築城構築物図面集　昭１８．１２ 大山部隊　第３３警備大隊

北東-北海道-27 第８独立警備隊　陣中日誌　昭２０．４．１４～２０．８．１５ 大山　柏

北東-北海道-28 第３３警備大隊長陣中日誌　昭１８．１２．２～２０．４．１３ 大山　柏

北東-北海道-29 第７師団満州駐?間留守師団歴史　大６．２．７～昭１５．１０．６ 第７師団司令部留守部

北東-北海道-30 北方戦線（抜粋） 安藤　尚志

北東-北海道-31 旭川第７師団 第２師団司令部

北東-北海道-32 新知島北地区隊（１２９ｉ第１大隊）　乗船名簿　昭１９．６．下 １２９ｉ第１大隊本部

北東-北海道-33 ４２Ｔ本部付山本准尉参考書綴　抜粋 戦史室　山崎祐至

北東-北海道-34
陸軍少佐　大山柏　従軍日記　１／２　昭１８．１２．２～１９．１０．３
１

大山　柏

北東-北海道-35 陸軍少佐　大山柏　従軍日記　２／２　昭１９．１１．１～２０．８．１７ 大山　柏

北東-北海道-36 大山柏手帳　昭１８．１２．２～１９．１２．２６ 大山　柏

北東-北海道-37 宗谷要塞関係聴取録 川田　久四郎

北東-北海道-38
旭川師団　第７師団　将校高等文官職員表　昭１８．１２．１０～１
９．８．２０

旭川師団

北東-北海道-39 北方作戦の終焉－一参謀の日記から　昭１９～２０ 福井　正勝

北東-北海道-40 北海道軍事態勢の展開　昭１４～２０ 新撰北海道史

北東-北海道-41 第７歩兵団司令部来翰綴　昭１６．１．２１～１６．１２．２３ 第７歩兵団

北東-北海道-42 第５船舶輸送司令部関係聴取資料 聴取資料

北東-北海道-43 第５方面軍．北部軍管区司令部将校職員表１／２　昭２０．５．１ 北部軍管区司令部

北東-北海道-44 第５方面軍．北部軍管区司令部将校職員表２／２　昭２０．５．１ 北部軍管区司令部



令和５年１月１２日

北東-北海道-45 北海道釧路付近兵力配置図 １復

北東-北海道-46 北海道根室付近兵力配置図 １復

北東-北海道-47 北海道標津付近兵力配置図 １復

北東-北海道-48 北海道帯広付近防空部隊配置要図 １復

北東-北海道-49 北海道沿岸火砲配備要図 １復

北東-北海道-50 北海道網走付近兵力配置図 １復

北東-北海道-51 北海道電波警戒配置図 １復

北東-北海道-52 第５方面軍管内防備施設要図 １復

北東-北海道-53 第５方面軍高射部隊配置概要図 １復

北東-北海道-54 第５方面軍作戦準備史　（第１案） -

北東-北海道-55 本土作戦記録 第１復員局

北東-北海道-56 第５方面軍作戦準備史　（第１案） -

北東-北海道-57 第１４７師団　（護北兵団）概史　昭１９．４．１～２０．８．１５ 森井　之清

北東-北海道-58 北海道屯田兵　（偕行社記事７５４号）　昭１２．７ 偕行社編纂部嘱託　飯沼守磨

北東-北海道-59 北海道厚岸付近　兵力配置図 -

北東-北海道-60 函館重砲兵大隊　教育に関する報告綴 第７師団参謀部

北東-北海道-61 北海道旭川付近　兵力配置図 -

北東-北海道-62
軍事施設．北海道地区　敷地面積一覧表　及　樺太地区施設標示
図

北部軍管区司令部

北東-北海道-63 旭川師団将校　高等文官職員表　昭１８．１２．１０ ７Ｄ

北東-北海道-64 第１船舶工作廠　陣中日誌　昭１８．６．１～１８．７．３１
第１船舶工作廠　小樽残留工作
班　西野隊

北東-北海道-65 第１船舶工作廠　陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１．３１
第１船舶工作廠　寒地試験研究
西隊　北方派遣班を含む

北東-北海道-66 第１船舶工作廠　陣中日誌　昭１８．４．１～１８．５．３０
第１船舶工作廠　小樽残留工作
班　西野隊北方派遣沖隊

北東-北海道-67 北海道苫小牧付近　兵力配備図 -

北東-北海道-68 北海道陸海空　及　防空部隊配置要図 -

北東-北海道-69 田口英男資料　（終戦時における北方関係図表等８枚） -

北東-北海道-70 北海道室蘭砲撃総合戦闘　報告　昭２０．７．１５ 米第７戦艦隊司令官

北東-北海道-71 独立高射砲第３２中隊の経歴 -

北東-北海道-72 北海道方面戦史写真帳 戦史編さん官　川田久四郎

北東-北海道-73 本土作戦記録（第５方面軍） -

北東-北海道-74 見積書綴　昭和８年度 第７師団経理部　留守部

北東-北海道-75 教育に関する発来翰綴　昭和８年度 第７師団参謀部

北東-北海道-76
北海道開発（株）の設立と北海道工業振興委員会開発計画の全
貌　昭和１４．１０

-

北東-北海道-77 機秘密書類調製報告綴　昭和４年度 第７師団司令部

北東-北海道-78 機秘密書類　焼却報告綴　昭和５～７年 第７師団司令部

北東-北海道-79 第７師団関係史料　会議．会同．陳情資料　昭和８～９年 -

北東-北海道-80 十勝支庁各種行事関係綴　昭和１０～１３年 -



令和５年１月１２日

北東-北海道-81 空知の屯田兵 -

北東-北海道-82 第１回青年訓練大会書類　昭和５年 北海道庁

北東-樺太-1 樺太要覧　１／２　昭１１ 樺太庁長官々房　調査課

北東-樺太-2 樺太要覧　挿入写真　２／２　昭１１ 樺太庁長官々房　調査課

北東-樺太-3 南樺太兵要地誌　１／２　大１４．４～昭８．８ 参謀本部調製

北東-樺太-4 南樺太兵要地誌　２／２　大１４．４～昭８．８ 参謀本部調製

北東-樺太-5 山砲兵第８８連隊資料　昭２０．８～２３．８末 北海道庁民生部

北東-樺太-6
山砲兵第８８連隊歩兵第２５連隊　戦闘状況調査記録　昭２０．８．
１６～２０．８．２３

北海道庁民生部

北東-樺太-7 樺太第８８師団戦闘状況調査記録　昭２０．８．９～２０．８．２３ 北海道庁民生部

北東-樺太-8 第８８師団関係聴取録　昭２０．３．２６～２２．１０ 戦史室　川田久四郎

北東-樺太-9
第８８師団歩兵第１２５連隊　対ソ作戦の回想　昭２０．８～２０．１２
ごろ

北海タイムス社資料

北東-樺太-10
樺太第８８師団千島兵団作戦経過要図　昭２０．８．１８～２０．８．
２３

復員局鮮満　残務整理部

北東-樺太-11 ああ樺太　「北海道地方史研究」　臨時増刊　昭１６～２２ 奥山　亮

北東-樺太-12 樺太終戦ものがたり資料 北海タイムス社収集

北東-樺太-13 樺太終戦ものがたり資料 北海タイムス社収集

北東-樺太-14 樺太終戦ものがたり資料　昭２０．８ 北海タイムス社収集

北東-樺太-15 樺太守備隊司令部歴史　明３８．７．７～大２．６．１５ 樺太守備隊司令官

北東-樺太-16 樺太概目 -

北東-樺太-17
樺太における歩兵第２５連隊第１２５連隊の作戦　昭２０．８．２１～
２０．９．１２

北海道庁民生部　社会課長

北東-樺太-18 樺太の日ソ作戦記録　昭２０．８．３～２０．８．２２
当時８８Ｄ参謀長大佐　鈴木康
生

北東-樺太-19
歩兵第２５連隊真岡熊笹峠付近の戦闘要報　昭２０．８．２０～２
０．８．２３

２５ｉ　歩兵砲大隊

北東-樺太-20 歩兵第２５連隊真岡付近の戦闘概史　昭２０．８．６～２０．８．末 ２５ｉ長　山沢大佐（回想手記）

北東-樺太-21 歩兵第２５連隊真岡の対ソ戦回想　昭２０．８．９～２０．８．２６ 北海タイムス社資料

北東-樺太-22
ソ連軍進駐時の真岡町を回顧して　昭２０．７．２３～２０．１０．中
旬

道下　隆俊

北東-樺太-23 涙で綴る血の戦記　昭２０．８．９～２０．８．２６ ２５ｉＩ長　仲川義夫

北東-樺太-24
樺太古屯付近戦闘歩兵第１２５連隊　戦闘詳報　昭２０．８．９～２
０．８．１９

歩１２５ｉ

北東-樺太-25 樺太兵要地誌の参考　ツンドラ 菅原　道太郎

北東-樺太-26 関東軍壊滅す 鈴木康生・スリノフスキー元帥

北東-樺太-27
樺太ＭＢｓ参謀８８Ｄ参謀長　陸軍大佐　鈴木康生回想手記　昭１
９．７．２９～２０．８．１５

戦史室　川田久四郎

北東-樺太-29 歩兵第１２５連隊関係聴取録　昭２０．３．２６～２０．８．１５ 戦史室　川田久四郎

北東-樺太-30 歩兵第２５連隊関係聴取録 戦史室　川田久四郎

北東-樺太-31
歩兵第１２５連隊通信中隊　戦闘詳報概要　昭２０．８．９～２０．
８．１９

歩兵第１２５ｉ　通信中隊

北東-樺太-32 樺太庁土木部長　奈良部亀松の回想　昭４５．２．２ 奈良部　亀松

北東-樺太-33 歩兵第３０６連隊　軍旗親授資料　昭２０．４．２０～２０．５．２ -

北東-樺太-34
歩２５連荒見沢熊笹峠を中心とする戦闘概況　昭２０．８．９～２０．
８．２２

２５ｉＩＭＧ長　北島幸一

北東-樺太-35
薩哈嗹州派遣軍将校　同相当官高等文官　職員表　大１０．２．１
調

軍司令部
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北東-樺太-36
豊原地区司令官　柳勇陸軍少佐回想　昭２０．４．２７～２０．８．１
５

柳　勇

北東-樺太-37 月寒会　会員名簿　昭３２．３ 月寒会　東京事務所

北東-樺太-38 真岡熊笹峠付近の戦闘要報　昭２０．８．２０～２０．８．２３ ２５ｉ　歩兵砲大隊

北東-樺太-39 露領樺太５０万分１地質図説明書　大１４ 薩哈嗹軍政部

北東-樺太-40 兵要地誌　樺太関係写真　昭３ 永井　健三

北東-樺太-41 大泊沿革写真帳　明８～大１０ 壮星社

北東-樺太-42 大東亜戦争　南樺太飛行場に就いて 鈴木　康生

北東-樺太-43 樺太終戦概史　抜粋 幸村　健一郎

北東-樺太-44
日・ソ戦史　南樺太および千島戦史　（ソ連海軍中佐　パグロフ著
訳者　近末義弘一尉）

パグロフ著　（近末義弘訳）

北東-樺太-45 樺太風景・絵はがき集　昭１７～１８ 敷香　半沢写真館

北東-樺太-46 「幌内川」ものがたり 永井　健三

北東-樺太-47 樺太関係資料　（樺太兵要地誌の参考） -

北東-樺太-48 樺太島誌　明３７．１１ 大本営陸軍幕僚

北東-樺太-49 真岡の対ソ連に関して仲川少佐回答 -

北東-樺太-50 真岡の対ソ連に対する山沢大佐回答 -

北東-樺太-51 歩兵第２５連隊歩兵砲隊史　昭１０．１２．１～１５．１１．１５ 横山　裕

北東-樺太-52 南樺太地区新旧地名表　昭３４．８　現在 -

北東-樺太-53 １／２５ｉ長　仲川義夫少佐回想手記　昭１９．６．１～２０．８．１５ （２５ｉ長）　仲川義夫

北東-樺太-54 樺太国民義勇隊　地区警備隊資料　昭２０．４～ 柳　勇

北東-樺太-55 嗚呼樺太警察最後のとき 元樺太庁巡査部長　新井武夫

北東-樺太-56 嘉永年間ロシヤの久春古丹占拠 秋月　俊幸

北東-樺太-57 歩兵第２５連隊関係写真帳 ２５ｉ

北東-樺太-58 氷雪の門の乙女たち　昭１９４５年夏 金子　俊男

北東-樺太-59 樺太警友会近況　昭５０．８ 戦史室　川田久四郎

北東-樺太-60 樺太地図　１／５００万 ソビエト連邦　国防部

北東-樺太-61 南樺太．敷香付近写真帳　昭１６．１１ -

北東-樺太-62 樺太写真帳 -

北東-樺太-63 鈴木康生大佐回想録　１／２　（樺太防衛の思い出） 元樺太師団参謀長　鈴木康生

北東-樺太-64 鈴木康生大佐回想録　２／２　（樺太防衛の思い出） 元樺太師団参謀長　鈴木康生

北東-樺太-65 薩哈嗹島に関する調査書 -

北東-樺太-66 薩哈嗹島に関する調査書 -

北東-樺太-67 樺太第８８師団　兵力配置要図 -

北東-樺太-68 北樺太統計表　大正１３年度 薩哈嗹軍政部

北東-樺太-68_2 北樺太統計表　大正１３年度 薩哈嗹軍政部

北東-樺太-69 陣中日誌　昭和１７．６～１８．４ 北部軍臨時兵器廠

北東-樺太-70 中野諜報将校の手記　ツンドラの鬼 元陸軍少佐　扇貞雄
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北東-樺太-71 部隊原簿 第８８師団

北東-樺太-72 敵潜に因る遭難蘇聯人救護関係　昭和２０．６ 樺太庁警察部長

北東-樺太-73 樺太庁報　昭和４年度 第７師団副官部

北東-樺太-74 南樺太の地名日ソ呼称対照表　昭和３２．４ 未収第１２６号

北東-樺太-75 薩哈嗹の思い出　大正１２．６ 薩哈嗹電信隊派遣記念

北東-樺太-76 樺太庁職員録　昭和２０年 -

北東-千島-1 千島列島地誌研究資料　１／３部中 調製　防研戦史室

北東-千島-2 千島列島地誌研究資料　２／３ 調製　防研戦史室

北東-千島-3 千島列島地誌研究資料　３／３ 調製　防研戦史室

北東-千島-4 千島森林誌 帯広営林局

北東-千島-5 第４２師団関係聴取録　昭１８．６．１０～２０．８．１５ 第４２師団

北東-千島-6 第４２師団復員資料（師団長訓示及輸送計画他）　昭２０．９．６ 第４２師団

北東-千島-7 千島戦記（１～３８）　（北海タイムス連載） 北海タイムス

北東-千島-8
千島従軍誌　（佐藤勇藏）　４２Ｄ・１２９ｉ・１Ｄ長　（第４２師団．第１
２９歩兵連隊．第１師団長）　昭１９．２～２０．８

佐藤　勇藏

北東-千島-9 千島方面海上機動第３旅団　戦車隊の行動　昭１８．秋～２０．夏 勝谷　正雄

北東-千島-10 千島樺太防衛の回想　昭１７．秋～２０．夏 澤田　八衛

北東-千島-11 北方軍第５方面軍関係聴取録　昭１８．２．５～２０．８．１５ 川田　久四郎

北東-千島-12 第９１師団関係聴取綴　昭４３．４～４４．１２ 川田　久四郎

北東-千島-13 海上機動第４旅団関係資料　昭１９．３～２０．７．末 平本　重次

北東-千島-14 第８９師団関係資料綴　昭１９～２０ ８９師団

北東-千島-15
北千島占守島派遣高射砲隊　村上部隊戦記　昭１８．４．８～２０．
８．２５

村上部隊

北東-千島-16 坂野二三郎陣中記録　１／５　昭１９．４．１５～１９．６．１５ 千島第２守備隊　坂野二三郎

北東-千島-17 坂野二三郎陣中記録　２／５　昭１９．６．１５～１９．１０．１ 千島第２守備隊　坂野二三郎

北東-千島-18 坂野二三郎陣中記録　３／５　昭１９．１０．２～１９．１２．２５ 千島第２守備隊　坂野二三郎

北東-千島-19 坂野二三郎陣中記録　４／５　昭１９．１２．２５～２０．２．１７ 千島第２守備隊　坂野二三郎

北東-千島-20 坂野二三郎陣中記録　５／５　昭２０．２．１７～９．１４ 千島第２守備隊　坂野二三郎

北東-千島-21 北千島回顧録　別所二郎藏手記 別所　二郎蔵

北東-千島-22 北千島村上崎地区隊仮戦闘指導計画　昭１７．９～１７．１０ 村上崎地区隊

北東-千島-23
北千島要塞歩兵第３中隊　陸軍中尉　佐藤明日記　昭１７．１１．６
～昭１８．２．７

佐藤　明

北東-千島-24 熱田島北海湾警備参考　昭１７．２．２７～１７．８．１６ 北千島別飛　地区隊本部

北東-千島-25
船舶工兵第６連隊　第２中隊　陣中日誌　昭１７．１１．１～１７．１
１．３０

船舶工兵６連隊

北東-千島-26 独立守備歩兵第４大隊会報 独立守備　歩兵４大隊

北東-千島-27 得撫島択捉島の状況　昭２０．８．１４～２１．１２．４ 函館上陸地　連絡所

北東-千島-28 千島方面兵団の終戦 堤　不来貴

北東-千島-29 千島列島スケッチ帳 池田　苗夫

北東-千島-30 佐藤伊代治大尉　戦時記録　昭２０．１０ 佐藤　伊代治
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北東-千島-31 佐藤伊代治大尉戦時記録　昭２０．１０ 佐藤　伊代治

北東-千島-32 千島戦記（１～３８）　昭１５．１０．末～２０．８．２３ 北海タイムス　抜粋

北東-千島-33 千島第２守備隊歩兵第１５８連隊資料　昭１６．９．７～２０．８．２６
１５８ｉ（歩兵第１５８連隊）　菅野?
郎

北東-千島-35
対ソ唯一の勝利の記録　占守島攻防戦　昭４２．１１．９　週刊現代
抜粋

相良　俊輔

北東-千島-36 千島第１集団関係聴取綴　昭４３～４５ 編さん官　川田久四郎

北東-千島-37 海上機動第４旅団資料 元陸軍中佐　平本重次

北東-千島-38 千島派遣・工兵第７連隊資料　昭１８．１０．下
（工兵第７連隊本部）　７Ｐ本部
千葉磨

北東-千島-39 千島配備部隊関係主要事項　昭２０．８．１２～２０．３．上 -

北東-千島-40_2 歩兵第１２９連隊新知島上陸報告　昭１９．３．２～１９．３．３１ １２９ｉ　（連隊）

北東-千島-41 歩兵第１２９連隊第２大隊乗船名簿　昭１９．４ Ｉ／１２９ｉ　（連隊）

北東-千島-42 海上機動第４旅団戦史資料 海上機動４Ｂ　（旅団）

北東-千島-48
船舶工兵第６連隊幌筵島に於ける輸送業務詳報　昭１７．１１．７
～１８．５．１０

船舶工兵６ｉ　（連隊）

北東-千島-49
第９１師団長・堤不夾貴中将手記　＝北千島方面兵団の終戦＝
昭２９．１２．８

９１Ｄ長（第９１師団長）　堤不來
貴

北東-千島-50 千島樺太侵略史　全 中村　善太郎

北東-千島-51 千島地上作戦聴取資料　１／１０ 聴取資料

北東-千島-52 千島地上作戦聴取資料　２／１０ 聴取資料

北東-千島-53 千島地上作戦聴取資料　３／１０ 聴取資料

北東-千島-54 千島地上作戦聴取資料　４／１０ 聴取資料

北東-千島-55 千島地上作戦聴取資料　（５／１０） 聴取資料

北東-千島-56 千島地上作戦聴取資料　（６／１０） 聴取資料

北東-千島-57 千島地上作戦聴取資料　（７／１０） 聴取資料

北東-千島-58 千島地上作戦聴取資料　（８／１０） 聴取資料

北東-千島-59 千島地上作戦聴取資料　（９／１０） 聴取資料

北東-千島-60 千島地上作戦聴取資料　（１０／１０） 聴取資料

北東-千島-61 第９１師団長・堤不來貴中将手記　－北千島方面兵団の終戦－ 第９１師団長　堤不來貴

北東-千島-62 勘察加及其住宅　其１　１８９９年 哈府総督府

北東-千島-63 北千島及び樺太能戸資料
元北千島要塞司令部　能戸英
三

北東-千島-64 吉田中尉雑記帳　抜粋 （４３要塞歩兵隊）　吉田佐吉

北東-千島-65
第３０碇泊場司令部船舶輸送業務詳報　抜粋　昭１８．２．１～１
８．２．２８

第３０碇泊場司令部

北東-千島-66 千島方面兵力配置図及戦闘概要 第１復員局

北東-千島-67 千島列島兵要地誌　昭１７．１１．２０ 参謀本部

北東-千島-68 千島方面写真帳　其１ -

北東-千島-69 千島方面写真帳　其２ -

北東-千島-70
船舶輸送業務詳報　第３号　（第３０碇泊場司令部）　昭１８．２．１
～２．２８

第３０碇泊場司令部

北東-千島-71 堪察加半島誌 第１復員局

北東-千島-72 ああ、知理保以監視部隊 松坂　正寿
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北東-千島-73 第４２師団作戦地域防備施設概要図 -

北東-千島-74 千島概況 北海道庁

北東-千島-75 千島樺太情報 北方係

北東-千島-76 北東方面関係資料
元第５方面参謀　元陸軍大佐
安藤尚志

北東-千島-77 部隊原簿 第８９師団

北東-千島-78 千島情報（国後島）　昭和２１．１１ 留守業務局

北東-千島-79 独歩２９１大隊編成表　昭和２４．１０ 留守業務部第３課

北東-千島-80 第９１師団部隊調査資料　昭和２４．９ 北部復員連絡局

北東-千島-81
北方部隊抑留移動経過調査　等　鮮満　北方　各兵団作戦経過概
況図　昭和２３年

-

北東-千島-82 部隊別行動概見表　昭和２５年 第３課

北東-千島-83 速応小隊山本分隊戦闘史誌　昭和２５年 -

北東-千島-84 部隊別資料保持者連名簿　昭和２５年 第３課

北東-千島-85 千島部隊終戦状況　昭和２５．１１ 第３課

北東-千島-86 ９１師砲隊第１中隊編成人名表 -

北東-千島-87 部隊別収容所別人名掌握状況　一覧表　昭和２５．２ 独立混成第１２９旅団　等

北東-千島-88 部隊調査資料　昭和２５．２ 留守業務第３課

北東-千島-89 戦車１１連隊死亡者連名簿　昭和２５．２ 留守業務第３課

北東-千島-90 戦１１連編成人名表　昭和２５年 -

北東-千島-91 職員表綴　昭和２５．２ 第９１師団

北東-千島-92 業務処理者供述資料　昭和２５．２ 第４部隊班

北東-千島-93 戦死病死者名簿　昭和２５．２ 戦車１１連隊

北東-千島-94 千島第１陸軍病院未帰還者名簿　昭和２５年 -

北東-千島-95 本土作戦記録　第４巻　昭和２１．１０ 第５方面軍

北東-千島-96 第８８師団資料　昭和２８．６ ５ＨＡ

北東-千島-97 歩兵第１２５．３０６連隊資料　昭和２３．１０ ８８０／５ＨＡ

北東-千島-98 第８９師団資料　昭和２３．１２ ５ＨＡ

北東-千島-99 第５方面軍部隊資料　昭和２３．７ 第９１．４２師団１２９旅団

北東-千島-100 第５方面軍部隊資料　昭和２４．４ １復

北東-千島-101 第９１師団部隊資料　昭和２３．６ ５ＨＡ

北東-千島-102 野戦機関砲第６７中隊　究明会同成果報告書　昭和２３．１２ 山口県世話課

北東-千島-103 部隊概況報告綴 第５方面軍（除第８８師団）

北東-アリューシャン-1 アッツ島陸軍関係戦没者連名簿　（付　生還者名簿）
引揚援護庁復員局　留守業務
部調整

北東-アリューシャン-2 アッツ島陸軍関係戦没者連名簿　（付　生還者名簿）
引揚援護庁復員局　留守業務
部調整

北東-アリューシャン-3 遺芳千歳（アッツ写真集） -

北東-アリューシャン-4 熱田島要図　昭１８．５．２７ -

北東-アリューシャン-5 アッツ島戦死者．松岡幸雄陣中日記　（写） （独工３０２中隊）　松岡幸雄
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北東-アリューシャン-6 アッツ島戦没者慰霊祭写真帳 北部方面軍司令部

北東-アリューシャン-6_2 北部軍合同慰霊祭記念写真帖　昭和１８年９月２９日 北部軍合同慰霊祭委員

北東-アリューシャン-7 アッツ島の戦闘 （独工３０２中隊）　伊勢田武美

北東-アリューシャン-8 アリューシャン作戦追加資料綴 幸村　健一郎

北東-アリューシャン-9 北海守備隊第１地区隊将校高等文官　職員表　昭１８．７．２９ 北海守備隊　第１地区隊

北東-アリューシャン-10 瀧田国太郎大尉従軍写真帳　（アリューシャン・千島） 瀧田　国太郎

北東-アリューシャン-11 辰口信夫日記　抜粋　昭１８．５．１２～１８．５．２９
（北海守備隊野戦病院）　辰口
信夫

北東-アリューシャン-12 峯木十一郎日記　昭１７．１０．２４～１８．４．３０
（北海守備隊司令官）　峯木十
一郎

北東-アリューシャン-13 北海守備隊作戦経過報告書　昭１８．９ 北海守備隊司令部

北東-アリューシャン-14 北海守備隊作戦経過報告書　付録　昭１８．９ 北海守備隊司令部

北東-アリューシャン-15 アリューシャン作戦記録　昭２１．６ 第１復員局

北東-アリューシャン-16 アリューシャン作戦記録　昭２１．６ 第１復員局

北東-アリューシャン-17 アリューシャン作戦記録　昭２１．６ 第１復員局

北東-アリューシャン-18 アリューシャン作戦記録　昭２１．６ 第１復員局

北東-アリューシャン-19 アリューシャン作戦記録　昭２１．６ 第１復員局

北東-アリューシャン-20 アリューシャン作戦記録　昭２１．６ 第１復員局

北東-アリューシャン-21 「アリウ・シャン」群島事情　昭１７．５．１ 参謀本部

北東-アリューシャン-21_2 アリウシャン群島事情　昭和１７．５ 参謀本部

北東-アリューシャン-22 「アリウシャン」群島事情　昭和１７．５．１ 参謀本部

北東-アリューシャン-23 「アリウシャン」群島事情　昭和１７．５．１ 参謀本部

北東-アリューシャン-24 「アリウシャン」群島事情　昭和１７．５．１ 参謀本部

北東-アリューシャン-25 アリウシャン列島（経理地誌資料）　昭１９．３ 陸軍経理学校

北東-アリューシャン-26 アッツ島玉砕雄魂之碑　建立記念写真帳　１９６８．７．２９ 慰霊碑建立期成会

北東-アリューシャン-27 アリューシャン作戦記録　キスカ・アッツ島 第１復員局

北東-アリューシャン-28 アリューシャン作戦記録　キスカ・アッツ島 第１復員局

北東-アリューシャン-29 アリューシャン作戦記録　キスカ・アッツ島 第１復員局

北東-アリューシャン-30 アリューシャン作戦記録　キスカ・アッツ島 第１復員局

北東-アリューシャン-31 アリューシャン作戦記録　キスカ・アッツ島 第１復員局

北東-アリューシャン-32 アリューシャン攻略作戦　昭２０．８ 第１復員局

北東-アリューシャン-33 アリューシャン攻略作戦　昭２０．８ 第１復員局

北東-アリューシャン-34 北東方面作戦記録　アリューシャン列島攻略記録　昭２０．８ 第１復員局

北東-アリューシャン-35 アリューシャン作戦記録 第１復員局

北東-アリューシャン-36 「キスカ」島に於ける対空戦闘の一所感　昭和１８．１２．２４ 砲兵監部

北東-アリューシャン-37 「アッツ」島戦死者功績　参考資料 -

北東-アリューシャン-38 わたしの「アリューシャン戦記」　昭和１７．５．２０～１８．７．３１ -

北東-アリューシャン-39
船舶工兵第６連隊　第１小隊　第３中隊　揚陸作業詳報　昭和１
７．１２．２８～１８．１．９

-
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北東-アリューシャン-40
アッツ島の戦闘元独立工兵第３０２中隊　陸軍１等兵花田桂治郎
他　全１２冊

-

北東-アリューシャン-41 アッツ島全景写景図 -

北東-アリューシャン-42 キスカ島日本守備軍陣地に撤布された米軍伝単　昭和１７年 -

北東-アリューシャン-43 アッツ島派遣団報告書　昭和２５．８ 東部復員連絡局

北東-アリューシャン-44 アッツ島陸軍関係戦没者名簿　昭和２７．７ 引揚援護庁復員局

北東-アリューシャン-45 アッツ島戦闘関係等綴　昭和２８．７ １復

北東-アリューシャン-46 アッツ島戦死者の遺骨（体）調査に関する資料　昭和２８．６ 引揚援護庁

北東-アリューシャン-47 「アリューシャン」群島事情　昭和１７年５月 参謀本部

沖台-沖縄-1 沖縄作戦記録（改訂版）昭２４．１１ 第１復員局調整

沖台-沖縄-2 沖縄作戦記録（改訂版）昭２４．１１ 第１復員局調整

沖台-沖縄-3 沖縄作戦記録（改訂版）昭２４．１１ 第１復員局調整

沖台-沖縄-4 沖縄作戦記録（改訂版）昭２４．１１ 第１復員局調整

沖台-沖縄-5 沖縄作戦記録（改訂版）昭２４．１１ 第１復員局調整

沖台-沖縄-6 沖縄作戦記録（改訂版）昭２４．１１ 第１復員局調整

沖台-沖縄-7 沖縄作戦記録（改訂版）昭２４．１１ 第１復員局調整

沖台-沖縄-8 沖縄作戦記録（改訂版）昭２１．８ 第１復員局

沖台-沖縄-9 沖縄作戦記録　昭２１．８ 第１復員局

沖台-沖縄-10 沖縄作戦記録　昭２１．８ 第１復員局

沖台-沖縄-11 沖縄作戦記録　昭２１．８ 第１復員局

沖台-沖縄-12 沖縄作戦記録　昭２１．８ 第１復員局調整

沖台-沖縄-13 沖縄作戦記録　昭２１．８ 第１復員局調整

沖台-沖縄-14 沖縄作戦記録　昭２１．８ 第１復員局調整

沖台-沖縄-15 沖縄作戦記録　昭２１．８ 第１復員局調整

沖台-沖縄-16 沖縄作戦に関する質疑に関する回答　昭２０．１２．２２ 第１復員局

沖台-沖縄-17 沖縄作戦に関する質疑に関する回答　昭２０．１２．２２ 第１復員局

沖台-沖縄-18 沖縄作戦に関する質疑に関する回答　昭２０．１２．２２ 第１復員局

沖台-沖縄-19 沖縄作戦に関する質疑に関する回答　昭２０．１２．２２ 第１復員局

沖台-沖縄-20
沖縄作戦記録（改訂版）に対する　補備及び作戦に対する所見
（八原博通）

八原　博通

沖台-沖縄-21 沖縄部隊史実資料綴　昭２１．１．９ 第一復員局調整

沖台-沖縄-22 第２８師団戦史資料　昭１５．７．１０～２１．２．１１ ２８師団司令部

沖台-沖縄-23 沖縄方面部隊史実資料綴　沖縄方面部隊行動概況綴（１） 厚生省引揚援護局

沖台-沖縄-24 沖縄方面部隊史実資料綴　沖縄方面部隊行動概況綴（２） 厚生省引揚援護局

沖台-沖縄-25 沖縄方面部隊史実資料綴　沖縄方面部隊行動概況綴（３） 厚生省引揚援護局

沖台-沖縄-26 沖縄方面部隊史実資料綴　沖縄方面部隊行動概況綴（４） 厚生省引揚援護局

沖台-沖縄-27 沖縄警備隊區徴募概況　明４３年度 沖縄警備隊区

沖台-沖縄-28 沖縄戦当時に於ける部隊所在表　防衛召集概況一覧表 -
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沖台-沖縄-29 沖縄戦々没学徒部隊資料 -

沖台-沖縄-30 沖縄戦に於ける戦死者の遺骨（体）等の状況について 留守業務部

沖台-沖縄-31 沖縄備忘録（勝連盛良） 勝連　盛良

沖台-沖縄-32 現役兵連名簿（島尻郡伊是名村）昭和１９年度 島尻郡伊是名村

沖台-沖縄-34 ＰＲＩＳＯＮＥＲ　ＯＦ　ＷＡＲ捕虜票（沖縄交付されしもの） 柴田　一男

沖台-沖縄-35 浦田国夫資料　沖縄作戦　桜挺進隊記録 桜挺進隊

沖台-沖縄-36 沖縄県勢要覧（昭和１０年版）昭１１．６ 沖縄県総務部　統計課

沖台-沖縄-37 沖縄作戦に於ける第３２軍史実資料（１） 第３２軍

沖台-沖縄-38 第２８師団戦史資料 ２８Ｄ　司令部

沖台-沖縄-39 沖縄作戦梗概　昭３６．６ 防衛研修所

沖台-沖縄-41
第３２軍司令部　日々命令綴（第３２軍司令部参謀部航空）昭２０．
３．２９～２０．５．２２

第３２軍司令部

沖台-沖縄-45 第３２軍関係　将校戦時職務命課（第３２軍司令部副官部） 第３２軍司令部

沖台-沖縄-46 第３２軍司令部文書班　坪田日誌 第３２軍司令部

沖台-沖縄-47 第３２軍（傷病）死者　遺骨還送規定（第３２軍司令部）昭１９．７．１ 第３２軍司令部

沖台-沖縄-48_2
沖縄３２軍関係　・第３２軍命令（球作命甲第１１３号）・情報記録第
４０号　昭２０．２．２１～２０．２．２８

第３２軍司令部

沖台-沖縄-49
逃亡犯に関する若干の参考（球第１６１６部隊法務部）昭１９．２．１
０

球第１６１６部隊法務部

沖台-沖縄-50 沖縄．海上班資料より　南西諸島作戦に関する現地協定 -

沖台-沖縄-51
第３２軍参謀　神直　道陸軍少佐に対する第３２軍牛島満軍司令
官　訓令書写

第３２軍

沖台-沖縄-52
第３２軍司令官から神参謀に渡された訓令（第３２軍司令官牛島中
将）昭．２０．５．中

第３２軍

沖台-沖縄-53 第３２軍長参謀長自筆釜井参謀に対する命令書　昭１９．９．１４ 第３２軍

沖台-沖縄-54 第３２軍（沖縄玉砕）司令官牛島満中将訓示　昭２０．５．３ 第３２軍

沖台-沖縄-55
第３２軍参謀長長勇少将書簡（独混第４５旅団長宮崎武之少将
宛）

第３２軍

沖台-沖縄-56
沖縄作戦における　附３／２３～３／２７日間の状況（神中佐の記
録）牛島長両中将の自決状況（元憲兵大尉．萩之内清述）

第３２軍　萩之内清

沖台-沖縄-57 新聞抜萃綴（第３２軍司令部） 第３２軍

沖台-沖縄-58 牛島満将軍追悼記（チェスト将軍を偲ぶ） 第３２軍

沖台-沖縄-59
沖縄作戦、元３２軍高級参謀陸軍大佐八原博通記述、元航空情
報隊長陸軍大佐塚本保次複写

第３２軍

沖台-沖縄-59_2 沖縄作戦　平成５年１２月作成 戦史部長　大東信祐

沖台-沖縄-60 回想録（陸軍中佐神直道） 第３２軍

沖台-沖縄-61
元．３２軍参謀八原大佐に対するＧＨＱ戦史課の質問並回答　昭２
４．４．１５

第３２軍

沖台-沖縄-62 元．３２軍参謀八原大佐に対する質問並に回答　昭２４．４．１５ 第３２軍

沖台-沖縄-63 第２４師団司令部史実資料 第２４師団

沖台-沖縄-64 第２４師団司令部史実資料 第２４師団

沖台-沖縄-65 第２４師団司令部史実資料 第２４師団

沖台-沖縄-66 第２４師団史実資料　昭２２．３．２５ 第３２軍残務整理部

沖台-沖縄-67 歩兵第８９連隊　鋸山野戦築城施設実施計画書 第２４師団　第８９連隊

沖台-沖縄-68
第２４師団歩兵第８９連隊第２中隊　陣中日誌　昭１６．７．２４～１
６．１１～２０

第２４師団　第８９連隊　第2中隊
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沖台-沖縄-69 歩兵第８９連隊第２中隊　陣中日誌　昭１９．７．６～２０．４．７ 第８９連隊　第2中隊

沖台-沖縄-70 歩兵第８９連隊第２中隊　陣中日誌　昭１９．７．６～２０．２．２８ 第８９連隊　第2中隊

沖台-沖縄-71
第２４師団歩兵第８９連隊第２大隊本部　陣中日誌　昭２０．４．２０
～２０．４．２４

第２４師団　第８９連隊　第２大
隊本部

沖台-沖縄-72 歩兵第８９連隊第２大隊　監視哨記録　昭２０．３．３０～２０．４．８ 第２４師団　第８９連隊

沖台-沖縄-73 歩兵第８９連隊第５中隊　陣中日誌　昭１９．７．６～１９．８．３１ 歩兵第８９連隊　第5中隊

沖台-沖縄-74 歩兵第８９連隊第５中隊　陣中日誌　昭１９．９．１～２０．４．１７ 第２４師団　第８９連隊　第5中隊

沖台-沖縄-75 歩兵第８９連隊第７中隊　陣中日誌　昭１９．８．１～２０．３．３１
第２４師団　第８９連隊　第７中
隊

沖台-沖縄-76
輜重兵第２４連隊第５中隊沖縄　陣中日誌　昭１９．７．６～２０．
３．３１

輜重兵第２４連隊第５中隊

沖台-沖縄-77
沖縄作戦野砲兵第４２連隊の行動の概要（仁位顕少佐回想手記）
第４２軍付

野砲兵第４２連隊

沖台-沖縄-79 歩兵第２２連隊第１０中隊　宮坂少尉日誌 歩兵第２２連隊　宮坂少尉

沖台-沖縄-80
野砲兵第４２連隊　西地区基準点成果表（山３４８０部隊　第１大
隊）

野砲兵第４２連隊第１大隊

沖台-沖縄-81
第２４師団通信隊無線小隊第６分隊　行動（通信）日誌　昭１９．
７．１２～２０．２．２

第２４師団

沖台-沖縄-87 第６２師団司令部　戦闘経過概要　昭１９．８．２０～２０．６．２２ 第６２師団

沖台-沖縄-88 第６２師団司令部　戦闘経過概要　昭２２．３．２５ 第６２師団

沖台-沖縄-89 第６２師団　史実資料（１）昭１８．６．２８～２０．６．２２ 第６２師団

沖台-沖縄-90 第６２師団　史実資料（２）昭２０．３．２２～２０．６．２０ 第６２師団

沖台-沖縄-91 第６２師団　史実資料（３）昭２０．３．２３～２０．６．１９ 第６２師団

沖台-沖縄-92 第６２師団司令部　戦闘経過概要　昭１９．８．２０～２０．６．２２ 第６２師団

沖台-沖縄-93 第６２師団司令部　戦闘経過概要　昭１９．８．２０～２０．６．２２ 第６２師団

沖台-沖縄-94 第６２師団司令部　戦闘経過概要　昭１９．８．２０～２０．６．２２ 第６２師団

沖台-沖縄-95
１、第６２師団戦闘経過要図　２、第６２師団戦闘開始時に於ける
陣地配備要図

第６２師団

沖台-沖縄-96
沖縄作戦に於ける第６２師団戦闘経過の概要　昭１９．８．２０～２
０．６．２２

第32軍残務整理部

沖台-沖縄-97 第６２師団副官部　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．２．２８ 第６２師団

沖台-沖縄-98
第６２師団司令部部内日々命令綴（石第１８８２部隊）　昭２０．１．
１～２０．５．１４

第６２師団

沖台-沖縄-99 恩賞関係書類綴（第６２師団）昭１９～２０ 第６２師団

沖台-沖縄-100 戦闘詳報（第６２師団司令部）昭２０．１．２２　空襲 第６２師団

沖台-沖縄-101 第６２師団会報綴（独立速射砲第２２大隊受領） 第６２師団

沖台-沖縄-102 第６２師団関係資料綴　昭１９．８．１０～１９．３．３０ 第６２師団

沖台-沖縄-103 第６２師団歴史　歩兵第６３旅団歴史　歩兵第６４旅団歴史 第６２師団

沖台-沖縄-104 独立歩兵第１１大隊歴史　昭１８．６．２８～２０．２．２８ 独立歩兵第１１大隊

沖台-沖縄-105 独立歩兵第１２大隊歴史　昭１８．６．２８～２０．２．２８ 独立歩兵第１２大隊

沖台-沖縄-106
独立歩兵第１２大隊　第５中隊陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３
１

独立歩兵第１２大隊

沖台-沖縄-107 独立歩兵第１３大隊歴史　昭１８．６．２８～２０．２．２８ 独立歩兵第１３大隊

沖台-沖縄-108 独立歩兵第１４大隊歴史 独立歩兵第１４大隊

沖台-沖縄-109 独立歩兵第１４大隊　歩兵砲中隊命令録 独立歩兵第１４大隊

沖台-沖縄-110 独立歩兵第１５大隊歴史 独立歩兵第１５大隊
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沖台-沖縄-111 沖縄関係資料独立歩兵第２１大隊略史　昭．１４．７～２０．６．１１
独立歩兵第２１大隊小隊長　山
中明少尉

沖台-沖縄-112 独立歩兵第２２大隊歴史　昭１８．６．３０～２０．３．１ 独立歩兵第２２大隊

沖台-沖縄-113 独立歩兵第２３大隊歴史 独立歩兵第２３大隊

沖台-沖縄-114 第６２師団　通信隊歴史 第６２師団　通信隊

沖台-沖縄-115
沖縄眞志喜　警備中隊陣中日誌（第６２師団．独立歩兵第１３大隊
第３中隊）昭１９．１０．１～２０．３．２６

眞志喜警備中隊

沖台-沖縄-117 沖縄部隊　情報綴（独立歩兵第１４大隊．沖縄部隊）昭１９ 沖縄部隊

沖台-沖縄-118 大隊日々命令録（沖縄独立歩兵第１５大隊）昭１９ 独立歩兵第１５大隊

沖台-沖縄-119
陣中日誌（沖縄独立歩兵第１５大隊本部）昭１９．１２．１～２０．１．
３０

独立歩兵第１５大隊

沖台-沖縄-120
陣中日誌（独立歩兵第１５大隊及各中隊・小隊）昭１９．１２．１～１
９．１２．３１

独立歩兵第１５大隊

沖台-沖縄-121
陣中日誌（独立歩兵第１５大隊第２中隊及び第３．第４．第５各中
隊）昭２０．１．１．２０．１．３１

独立歩兵第１５大隊

沖台-沖縄-122 江戸地区防衛計画（独立歩兵第１５大隊第１中隊）昭１９．１２．８ 独立歩兵第１５大隊

沖台-沖縄-123 雑記録（第６２師団工兵隊石３５９８部隊） 石３５９８部隊

沖台-沖縄-124 支那事変及沖縄作戦、独立歩兵第２２大隊松田克巳大尉手記 松田　克己

沖台-沖縄-125
独立歩兵第１５大隊第１中隊陣中日誌　昭１９．１２.１～２０．１．３
１

第６２師団

沖台-沖縄-126
陣中日誌（第６２師団工兵隊）８月北坂より沖縄へ転進　９月以
降．沖縄本島　昭１９．８（９．１０．１１）

第６２師団工兵隊

沖台-沖縄-127 沖縄作戦に於ける独立混成第４４旅団史実資料（１） 第３２軍残務整理部

沖台-沖縄-127_2 沖縄作戦に於ける独立混成第４４旅団史実資料　昭和２２．３ 第３２軍残務整理部

沖台-沖縄-128 沖縄作戦に於ける独立歩兵第４４旅団史実資料（２） 第３２軍残務整理部

沖台-沖縄-129 大東亜戦争（本土方面）富山丸遭難２０周年忌を迎えて　昭４０ 三角　光雄

沖台-沖縄-130 沖縄戦記　伊江島戦闘経過の概要 第７０７１部隊

沖台-沖縄-131
沖縄作戦伊江島守備隊児玉軍医手記（元独立混成第４４旅団第２
歩兵隊第１大隊本部付軍医児玉俊介）

児玉　俊介

沖台-沖縄-132 独立混成第４４旅団命令 独立混成第４４旅団

沖台-沖縄-133
沖縄陣中日誌　・第２歩兵隊第２大隊第４中隊（昭１９．１０～２０．
１）・独立混成第４４旅団砲兵隊第１中隊（昭２０．２）

・第２歩兵隊　・独立混成第４４
旅団

沖台-沖縄-134 球参動第１６号　重砲兵第７連隊発翰綴（球第４１５２部隊） 重砲兵第７連隊

沖台-沖縄-135
沖縄国頭支隊　国頭地区隊本部防空計画　関係部隊作命綴　指
揮下部隊作命綴　昭１９．１２～２０．３

国頭支隊　独立混成４４旅団

沖台-沖縄-136 独立混成第４４旅団第２歩兵隊第２大隊　機関銃中隊日命会報録
独立混成第４４旅団　第２歩兵
隊

沖台-沖縄-137 沖縄北地区隊戦闘計画書（独立混成第１５連隊） 沖縄地区隊本部

沖台-沖縄-138
独立混成第１５連隊　陣中日誌綴（独立混成第１５連隊本部　独立
混成第１５連隊第１大隊本部　独立混成第１５連隊第１大隊中隊
独立混成第１５連隊第２中隊　独立混成第１５連隊第３中隊　独立

-

沖台-沖縄-139
独立混成第１５連隊　陣中日誌綴（独立混成第１５連隊第２大隊
独立混成第１５連隊第４～第６中隊　独立混成第１５連隊第２機関
銃中隊　独立混成第１５連隊第３大隊　独立混成第１５連隊第７～

-

沖台-沖縄-140
独立混成第１５連隊　陣中日誌（独立混成第１５連隊　残置隊）昭
１９．６．３０～１９．７．３１

独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-141
独立混成第１５連隊　陣中日誌綴（独立混成第１５連隊本部　独立
混成第１５連隊第１大隊本部　独立混成第１５連隊第２中隊　独立
混成第１５連隊第３中隊　独立混成第１５連隊第１機関銃中隊）昭

独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-142
独立混成第１５連隊　陣中日誌綴（独立混成第１５連隊第２大隊本
部　独立混成第１５連隊第４中隊～第６中隊　独立混成第１５連隊
第２機関銃中隊）昭１９．８

独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-143
独立混成第１５連隊　陣中日誌綴（独立混成第１５連隊第３大隊
独立混成第１５連隊第７～第９中隊　独立混成第１５連隊第３機関
銃中隊）昭１９．８

独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-144
独立混成第１５連隊　陣中日誌綴（独立混成第１５連連隊砲中隊
独立混成第１５連連隊速射砲中隊工兵中隊　独立混成第１５連連
隊第３大隊配属連隊砲Ｃ小隊）昭１９．８

独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-145
独立混成第１５連隊　陣中日誌綴（独立混成第１５連隊本部　独立
混成第１５連隊第１大隊中隊　独立混成第１５連隊第２中隊　独立
混成第１５連隊第３中隊　独立混成第１５連隊第１機関銃中隊）昭

独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-146
独立混成第１５連隊　陣中日誌綴（独立混成第１５連隊第２大隊
独立混成第１５連隊第４．第６中隊　独立混成第１５連隊第６中隊
第１小隊　独立混成第１５連隊第２機関銃中隊）昭１９．９

独立混成第１５連隊
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沖台-沖縄-147
独立混成第１５連隊　陣中日誌綴（独立混成第１５連隊第３大隊
独立混成第１５連隊第７～第９中隊　独立混成第１５連隊第３機関
銃中隊）昭１９．９

独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-148
独立混成第１５連隊　陣中日誌綴（独立混成第１５連隊連隊砲中
隊　独立混成第１５連隊第３大隊配属連隊砲小隊　独立混成第１
５連隊速射砲中隊　独立混成第１５連隊工兵中隊　昭１９．９

独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-149
沖縄陣中日誌（独立混成第１５連隊本部及び各中隊）昭１９．１２．
１～１９．１２．３１

独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-150
沖縄陣中日誌（独立混成第１５連隊本部同配属部隊）昭２０．２．１
～２０．２．２８

独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-151 独立混成第１５連隊本部陣中日誌　昭２０．３．５～２０．４．２６ 独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-152
沖縄前地対戦車施設設置計画（独立混成第４４旅団の独立混成
第１５連隊の工兵中隊）

独立混成第１５連隊　工兵中隊

沖台-沖縄-153
独立混成第４４旅団砲兵隊第１中隊　陣中日誌　昭２０．３．１～２
０．３．１５

独立混成第４４旅団　伊津野隊

沖台-沖縄-154 沖縄脱出記第１巻（元第３２軍司令部附元陸軍中尉森脇弘二） 森脇　弘二

沖台-沖縄-155 沖縄脱出記第２巻（元第３２軍司令部附元陸軍中尉森脇弘二） 森脇　弘二

沖台-沖縄-156 沖縄脱出記第３巻（元第３２軍司令部附元陸軍中尉森脇弘二） 森脇　弘二

沖台-沖縄-157 沖縄国頭支隊関係聴取資料 宇土大佐

沖台-沖縄-158 沖縄作成における６２師団関係史実資料付図　昭３５．５ 陸上自衛隊幹部学校

沖台-沖縄-159 第３２軍　軍直部隊史実資料（１） 第３２軍

沖台-沖縄-160 第３２軍　軍直部隊史実資料（２） 第３２軍

沖台-沖縄-161 第３２軍　軍直部隊史実資料（３） 第３２軍

沖台-沖縄-162 第３２軍　軍直部隊史実資料（４） 第３２軍

沖台-沖縄-163 第３２軍　軍直部隊史実資料（５） 第３２軍

沖台-沖縄-164 第３２軍　軍直部隊史実資料（６） 第３２軍

沖台-沖縄-165 第３２軍　軍直部隊史実資料（７） 第３２軍

沖台-沖縄-166 第３２軍　軍直部隊史実資料（８） 第３２軍

沖台-沖縄-167 諸記録（第３２軍通信隊球１８８０２部隊）昭１９ 第３２軍

沖台-沖縄-168
沖縄戦記　独立機関銃第４大隊（元独立機関銃第４大隊副官元陸
軍中尉環正次）

環　正次

沖台-沖縄-169 沖縄戦記　独立速射砲第３大隊命命　昭２０．１．４～２０．５．３０ 独立速射砲第３大隊

沖台-沖縄-170
沖縄独立速射砲第３大隊第２中隊小隊長　広瀬義春少尉日記
昭．２０．３．２３～２０．９．２６

広瀬　義春

沖台-沖縄-171
独立速射砲第７大隊　第１中隊　陣中日誌　昭１９．８月．９月．１０
月

独立速射砲第７大隊

沖台-沖縄-172
独立速射砲第２２大隊大隊本部　陣中日誌　昭１９．８月．９月　昭
２０．１月

独立速射砲第２２大隊本部

沖台-沖縄-173
独立速射砲第２２大隊第１中隊　陣中日誌　昭１９．９月．１２月
昭和２０．１月．２月

独立速射砲第２２第１中隊

沖台-沖縄-174
独立速射砲第２２大隊第２中隊　陣中日誌　昭１９．９月　昭２０．１
月．２月

独立速射砲第２２第２中隊

沖台-沖縄-175
独立速射砲第２２大隊第３中隊　陣中日誌　昭１９．９月　昭２０．１
月

独立速射砲第２２第３中隊

沖台-沖縄-176 独立速射砲第３２中隊　陣中日誌　昭２０．１月～２月 独立速射砲第３２中隊

沖台-沖縄-177
妙山以南基準点成果表（砲兵情報第１連隊測地中隊）昭２０．１．
１０

砲兵情報第１連隊測地中隊

沖台-沖縄-178 犯罪情報綴（野戦重砲兵第２３連隊森川隊）昭１７ 野戦重砲第２３連隊　森川隊

沖台-沖縄-179
陣中日誌（野戦重砲兵第１連隊第６中隊）昭２０．３．１～昭２０．
３．２４

野戦重砲第１連隊第６中隊

沖台-沖縄-180
陣中日誌（野戦重砲兵第２３連隊第５中隊）昭２０．１．１～昭２０．
２．２８

野戦重砲第２３連隊　第５中隊

沖台-沖縄-181
陣中日誌（独立重砲兵第１００大隊第１中隊第２小隊　昭１９．９月
～昭２０．２月

独立重砲兵第１００大隊第１中
隊　第２小隊

沖台-沖縄-182 陣中日誌（独立重砲兵第１００大隊　昭１９．７．２６～１９．８．３１ 独立重砲兵第１００大隊
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沖台-沖縄-183
陣中日誌（重砲兵第７連隊第２中隊第２小隊）昭１９．１２．１～２
０．１．３１

重砲兵第７連隊第２中隊

沖台-沖縄-184 陣中日誌（独立迫撃砲第９中隊）昭和１９．８～１９．１２ 独立迫撃砲第９中隊

沖台-沖縄-185
兵器弾薬燃料現況表（独立重砲兵第１００大隊平山隊）昭１９．８．
３１～２０．３．２８

独立重砲兵第１００大隊　平山
隊

沖台-沖縄-186
独立重砲兵第１００大隊　平山隊　作命綴　昭１９．７．２７～２０．
４．８

独立重砲兵第１００大隊　平山
隊

沖台-沖縄-187 作戦命令録（独立迫撃砲第６中隊）昭１９．９～１９．１２ 独立迫撃砲第６中隊

沖台-沖縄-188 独立迫撃砲第９中隊　陣中日誌　昭１９．１０．１～１９．１２．３１ 独立迫撃砲第９中隊

沖台-沖縄-189 独立迫撃砲第９中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．２．２８ 独立迫撃砲第９中隊

沖台-沖縄-190 陸幕主催の沖縄戦史研究史料（計１９冊）目録　昭３６．３ 戦史室

沖台-沖縄-191 那覇分廠　第４類兵器初度備付表 -

沖台-沖縄-192
第５６飛行場大隊派遣班　陣中日誌　昭１９．９．２６～１９．１０．３
１

第５６飛行場大隊派遣班　重信
班

沖台-沖縄-193 作命綴（要塞建築勤務第６中隊） 要塞建築勤務第６中隊

沖台-沖縄-194 要塞建築勤務第７中隊　陣中日誌　昭２０．２．１～２０．２．２８ 要塞建築勤務第７中隊

沖台-沖縄-195
要塞建築勤務第６中隊　陣中日誌（１／７）昭１９．３．１６～１９．
４．３０

要塞建築勤務第６中隊

沖台-沖縄-196
要塞建築勤務第６中隊　陣中日誌（２／７）昭１９．５．１～１９．５．
３１

要塞建築勤務第６中隊

沖台-沖縄-197
要塞建築勤務第６中隊　陣中日誌（３／７）昭１９．６．１．１９．６．３
０

要塞建築勤務第６中隊

沖台-沖縄-198
要塞建築勤務第６中隊　陣中日誌（４／７）昭１９．７．１～１９．７．
３１

要塞建築勤務第６中隊

沖台-沖縄-199
要塞建築勤務第６中隊　陣中日誌（５／７）昭１９．１０．１～１９．１
０．３１

要塞建築勤務第６中隊

沖台-沖縄-200
要塞建築勤務第６中隊　陣中日誌（６／７）昭１９．１２．１～１９．１
２．３１

要塞建築勤務第６中隊

沖台-沖縄-201
要塞建築勤務第６中隊　陣中日誌（７／７）昭２０．１．１～２０．１．
３１

要塞建築勤務第６中隊

沖台-沖縄-202 要塞建築勤務第６中隊　陣中日誌　昭２０．３．１～２０．３．２２ 要塞建築勤務第６中隊

沖台-沖縄-203 北大東島地区隊戦闘指導計画（北大東島地区隊） 北大東島地区隊

沖台-沖縄-204 状況報告（歩兵第３６連隊第２大隊）昭．２０．５．１９ 歩兵第３６連隊第２大隊

沖台-沖縄-205 第３２軍第１１船舶団　船舶部隊史実資料（１） 第３２軍残務整理部

沖台-沖縄-206 第３２軍海上基地大隊　船舶部隊史実資料（２） 第３２軍残務整理部

沖台-沖縄-207 第３２軍海上基地大隊　船舶部隊史実資料（３） 第３２軍残務整理部

沖台-沖縄-209
沖縄作戦海上挺進第３戦隊記録　付人名簿（元海上挺進第３戦隊
長元陸軍少佐赤松嘉次）

赤松　嘉次

沖台-沖縄-210
知念海岸基地偵察報告（第１海上挺進基地大隊　第１港湾設定隊
長　小沢義広）

小沢　義広

沖台-沖縄-211
海上挺進基地第２大隊　第３中隊　陣中日誌　昭１９．８．２８～１
９．１１．３０

海上挺進基地第２大隊

沖台-沖縄-214 海上挺進基地第３大隊　死亡確認書 海上挺進基地第３大隊

沖台-沖縄-215
海上挺進第３０戦隊の回想（当時海上挺進第３０戦隊長富田稔少
佐手記）昭１９．１２～２０．９ 上旬

富田　稔

沖台-沖縄-216
海上挺進第２８戦隊勤務中隊　陣中日誌（海上挺進基地第２８大
隊より配属）

海上挺進基地第２８戦隊

沖台-沖縄-217
海上挺進第２大隊第３中隊　陣中日誌　昭１９．１２．１～２０．１．２
５

海上挺進基地第２大隊　第３中
隊

沖台-沖縄-218
独立第ニ大隊本部（海上挺進基地第２大隊を臨時編成したもの）
陣中日誌　昭２０．２．１７～２０．２．２８

独立第２大隊本部

沖台-沖縄-219
沖縄作戦における海上挺進基地第２大隊の行動（阿嘉島、慶留間
島）

海上挺進基地第２大隊

沖台-沖縄-220
独立第２９大隊（海上挺進基地第２９大隊）本部　陣中日誌　昭２
０．２．１７～２０．２．２８

独立第２９大隊本部

沖台-沖縄-221 第３２軍南西空襲戦闘詳報　昭１９．１０ 第３２軍司令部
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沖台-沖縄-222
第２１野戦高射砲隊司令部対空戦闘詳報　昭２０．１．３～２０．１．
４

第２１野戦高射砲

沖台-沖縄-223
第２１野戦高射砲隊司令部対空戦闘詳報　昭２０．２．２８～２０．
３．１

第２１野戦高射砲

沖台-沖縄-224
野戦高射砲第７９大隊第２中隊対空戦闘詳報　昭２０．１．３～２
０．１．４

野戦高射砲第７９大隊　第２中
隊

沖台-沖縄-225 野戦高射砲第７９大隊　第８０大隊対空戦闘詳報　昭２０．１
野戦高射砲第７９大隊　第８０大
隊

沖台-沖縄-226
野戦高射砲第８０大隊第８１大隊戦闘詳報　昭和２０．１．３～２０．
１．４

野戦高射砲第８０大隊　野戦高
射砲第８１大隊

沖台-沖縄-227 独立高射砲第２７大隊戦闘要報　昭２０．２．２８ 独立高射砲第２７大隊

沖台-沖縄-228
独立高射砲第２７大隊第３中隊　戦闘詳報　昭２０．１．２１～２０．
１．２２

独立高射砲第２２大隊　第３中
隊

沖台-沖縄-229 独立高射砲第２７大隊対空戦闘詳報　昭２０．１．３～２０．１．４ 独立高射砲第２７大隊

沖台-沖縄-230 高射砲司令部戦闘要報　昭２０．１．２２ 高射砲司令部

沖台-沖縄-231 沖縄戦記―白龍―
海上挺進　第２６戦隊　（岸本信
三郎）

沖台-沖縄-232 特設水上勤務第１０４中隊　陣中日誌　昭１９．９．１～２０．５．８ 特設水上勤務隊

沖台-沖縄-233
特設水上勤務第１０４中隊第２小隊　陣中日誌　昭１９．１１．１～１
９．１１．３０

特設水上勤務隊

沖台-沖縄-234 沖縄作戦　殉國日記 皆本　義博

沖台-沖縄-235 慶良間諸島、久米島、伊江島住民の沖縄戦記 -

沖台-沖縄-236
船舶工兵第２６連隊第１中隊　陣中日誌　昭１９．８．１～１９．１２．
３１

船舶工兵第２６連隊第１中隊

沖台-沖縄-237 電波警戒隊対空監視日誌 電波警戒隊

沖台-沖縄-238 第３２軍電波警戒隊　警戒月報　昭１９．１０～２０．１ 第３２軍　電波警戒隊

沖台-沖縄-239
台湾軍暗号業務関係史料（沖縄における通信戦訓）昭和２０．８．
１０

台湾軍司令部

沖台-沖縄-240 南西関係業務（戦闘）詳報綴　昭２０．２．２４ 第６２師団司令部

沖台-沖縄-241 歩兵第３６連隊第２大隊陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３１ 歩兵第３６連隊第２大隊

沖台-沖縄-242 北大東島守備隊配備要図　昭１９．１０．１ 北大東島守備隊　須永力之助

沖台-沖縄-243 北大東島守備隊関係　第１０軍司令官の指示に基く報告書 北大東島守備隊　須永力之助

沖台-沖縄-245
南大東島歩兵第３６連隊第１大隊長　原寿満夫日誌　第１巻　昭１
９．６．１８～１９．１１．３０

原　寿満夫

沖台-沖縄-246
南大東島歩兵第３６連隊第１大隊長　原寿満夫日誌　第２巻　昭１
９．１２．１～２０．５．１６

原　寿満夫

沖台-沖縄-247
南大東島歩兵第３６連隊第１大隊長　原寿満夫日誌　第３巻　昭２
０．５．１７～２０．１２．３１

原　寿満夫

沖台-沖縄-248 南大東島陣地図 -

沖台-沖縄-249 南大東島陣地図 -

沖台-沖縄-250 南大東島陣地図 -

沖台-沖縄-251 南大東島陣地図 -

沖台-沖縄-252 現地自活（大東島） 大東島守備隊長　田村権一

沖台-沖縄-253 沖縄戦記（座間味村．渡嘉敷村戦況報告書） -

沖台-沖縄-254 神日誌　其１
第３２軍参謀　陸軍中佐　神直
道

沖台-沖縄-254_2 神日誌　其２
第３２軍参謀　陸軍中佐　神直
道

沖台-沖縄-255 沖縄戦秘史（沖縄遊撃戦） 第３遊撃隊長　村上治夫

沖台-沖縄-256 うるまの〓（毒に它）（沖縄遊撃戦） 第３遊撃隊長　村上治夫

沖台-沖縄-257 山砲兵第２８連隊　宮古島戦史資料　昭２０．１２ 山砲兵第２８連隊本部
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沖台-沖縄-258 留守業務規定綴 独立混成第６４旅団

沖台-沖縄-259 独立混成第６４旅団　俘虜に関する書類綴　昭２０ 独立混成第６４旅団司令部

沖台-沖縄-260 奄美地区独立混成第６４旅団高級部員中佐　中溝猛氏日誌 -

沖台-沖縄-261 奄美諸島独立混成第６４旅団作戦関係資料 陸軍中佐　中溝猛

沖台-沖縄-262 驀進の栞（石垣島部隊将校名簿） 浅沼　紀平

沖台-沖縄-263 宿命の島沖縄視察記（千葉日報切抜） 野村　泰

沖台-沖縄-265 沖縄作戦の観察（主務者第２次案） -

沖台-沖縄-266 映画「大平洋戦争と姫ゆり部隊」　写真資料 大蔵映画（株）

沖台-沖縄-267 慰霊塔案内 山城　善三

沖台-沖縄-268 沖縄の戦跡（付．沖縄戦における学徒従軍記） 琉球政府社会局

沖台-沖縄-269 沖縄戦跡めぐり 沖縄観光協会

沖台-沖縄-270 京都の塔（京都府出身沖縄戦没者慰霊塔）
京都府出身沖縄戦没者　慰霊
塔建設奉讃会

沖台-沖縄-271 沖縄おおう巨大基地（朝日新聞）昭４４．８．２７ 朝日新聞

沖台-沖縄-272 あゞ沖縄（沖縄洞窟秘録） 小木曽　郁男

沖台-沖縄-273 あゞ沖縄（千葉日報） 千葉日報

沖台-沖縄-274 大平洋戦争と姫ゆり部隊（台本） 大蔵プロダクション富士映画ＫＫ

沖台-沖縄-275 大平洋戦争と姫ゆり部隊（台本） 大蔵プロダクション富士映画ＫＫ

沖台-沖縄-276 大平洋戦争と姫ゆり部隊（台本） 大蔵プロダクション富士映画ＫＫ

沖台-沖縄-277 大平洋戦争と姫ゆり部隊（台本） 大蔵プロダクション富士映画ＫＫ

沖台-沖縄-278 沖縄便覧 外務省アジア局

沖台-沖縄-279 沖縄方面陸軍作戦暦日表 伊藤　常男

沖台-沖縄-280 独立混成第１５連隊　陣中日誌　１／２　昭１９．７．１～１９．７．３１ 独立混成第１５連隊本部

沖台-沖縄-281 独立混成第１５連隊　陣中日誌　昭１９．７．１～１９．７．３１ 独立混成１５連隊

沖台-沖縄-282 沖縄方面陸軍部隊調査ノート（１／２） 伊藤　常男

沖台-沖縄-283 沖縄方面陸軍部隊調査ノート（２／２） 伊藤　常男

沖台-沖縄-284 海上挺進第３中隊陣中日誌　昭２０．４．３０～２０．７．４ 海上挺進第３中隊

沖台-沖縄-285 海上挺進第３戦隊　陣中日誌　昭１９．４．１１～２１．１．１０ 海上挺進第３戦隊

沖台-沖縄-286 米第２７師団初期沖縄作戦 柏田忠男訳

沖台-沖縄-287 高速輸送第１大隊歴史　昭１８．１２．２３～２０．７．１８ 高速輸送第１大隊

沖台-沖縄-288
陸軍船舶部隊特攻戦歿者名簿（沖縄関係）昭２０．３．２８～２０．
５．３

船舶部隊

沖台-沖縄-289 海上挺進戦隊資料　昭４７．４．複製 陸軍中尉　皆本義博

沖台-沖縄-290 第３２軍陣中日誌（案）昭１９．３．２７～２０．１．３１ 第３２軍参謀部

沖台-沖縄-291 第３２軍関係大陸命綴　昭１９．３．２２～２０．６．２０ 第３２軍

沖台-沖縄-292 第３２軍関係大陸指綴　昭１９．３．２２～２０．３．１ 第３２軍

沖台-沖縄-293 第３２軍参謀部日々命令録　昭２０．３．２９～２０．５．２２ 第３２軍参謀部

沖台-沖縄-294 独立歩兵第２７３大隊整理名簿　昭２０．６．１９
独立歩兵第２７３大隊　（三尾久
雄／保管）
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沖台-沖縄-295
歩兵第８９連隊第１機関銃隊　関係戦没者資料　昭２０．５．４～２
０．５末

歩兵第８９連隊第１機関銃隊
藤江正夫元少尉

沖台-沖縄-296 沖縄作戦　戦車第２７連隊資料　昭２０．３．２３～２０．６．２１
沖縄作戦戦車第２７連隊付　田
川昇

沖台-沖縄-297 白龍・・・海上挺進第２６戦隊追悼記　昭２０．３．２３～２０．６．末 ２６会

沖台-沖縄-298 富山丸遭難２０周忌を迎えて 三角　光雄

沖台-沖縄-299 秘録写真戦史　沖縄作戦 沖縄戦史刊行会

沖台-沖縄-300 秘録写真戦史　沖縄作戦 沖縄戦史刊行会

沖台-沖縄-301 長勇之像写真 -

沖台-沖縄-302 沖縄戦記「島民」の集団自決は軍命令だった。昭４４．８．１５ 週刊読売

沖台-沖縄-303 沖縄戦における島民の行動 -

沖台-沖縄-304 沖縄戦記 工兵中尉　谷野耕平遺稿

沖台-沖縄-305 先島群島作戦（宮古篇） 瀬名　波栄

沖台-沖縄-306 先島群島作戦（宮古篇） 瀬名　波栄

沖台-沖縄-307 須永史料　北大東島写景図 守備大隊　須永力之助寄贈

沖台-沖縄-308
独立混成第４５旅団中隊長　山下律彦手記　－南西諸島の思い出
－

独立混成第４５旅団　山下律彦

沖台-沖縄-311 大島本島守備隊空襲詳報　昭２０．３．１ 大島本島守備隊

沖台-沖縄-312
独立混成第１５連隊関係　陣中日誌　昭１９．１０．１～１９．１０．３
１

独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-313 独立混成第１５連隊　第３大隊　戦闘詳報　昭２０．１．２２ 独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-314 独立混成第６０旅団砲兵隊　戦闘詳報　昭２０．１．２２ 独立混成第６０旅団

沖台-沖縄-315 独立混成第４４旅団　南西空襲戦闘詳報　昭２０．１．２２ 独立混成第４４旅団

沖台-沖縄-316 独立混成第４４旅団　第２歩兵隊戦闘詳報　昭２０．１．２２ 独立混成第４４旅団

沖台-沖縄-317
独立混成第４４旅団　第２歩兵隊第１大隊史料　昭１９．９．５～２０
年

（独立混成第４４旅団）　三宅重
之

沖台-沖縄-318 独立混成第４５旅団　空襲戦闘詳報　昭２０．１．２２ 独立混成第４５旅団

沖台-沖縄-319 独立混成第６４旅団空襲戦闘詳報　昭２０．１．２２ 独立混成第６４旅団

沖台-沖縄-320 野戦重砲第１連隊関係史料 野戦重砲兵第１連隊

沖台-沖縄-321 第３２軍航空情報隊対空戦闘詳報　昭２０．１．３ 第３２軍航空情報隊

沖台-沖縄-322 第３２軍電波警戒隊　対空戦闘詳報　昭２０．１．４～２０．３．１ 第３２軍電波警戒隊

沖台-沖縄-323 歩兵第６３旅団空襲戦闘詳報　昭２０．１．２２ 歩兵第６３旅団司令部

沖台-沖縄-324 第２４師団戦闘詳報　昭２０．３．１ 第２４師団司令部

沖台-沖縄-325 第２８師団南西空襲戦闘詳報　昭２０．１．２１～２０．１．２２ 第２８師団司令部

沖台-沖縄-326 第６２師団空襲戦闘詳報　昭２０．３．１ 第６２師団司令部

沖台-沖縄-327 第６２師団司令部　戦闘詳報　昭２０．１．２２ 第６２師団司令部

沖台-沖縄-328 第２歩兵隊戦闘要報　昭１９．１０．１０ 第２歩兵隊

沖台-沖縄-329 第２歩兵隊第３大隊空襲状況報告　昭２０．１．２３ 第２歩兵隊

沖台-沖縄-330 奄美守備隊空襲詳報　昭２０．３．１ 奄美守備隊

沖台-沖縄-331 海上挺進基地第２７大隊　空襲戦闘詳報　昭２０．１．２２ 海上挺進基地第２７大隊

沖台-沖縄-332 海上挺進基地第２６大隊勤務　第３中隊戦闘詳報　昭２０．１．３
海上挺進基地第２６大隊　第３
中隊
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沖台-沖縄-333 独立海上輸送第３中隊戦闘詳報　昭２０．３．１ 独立海上輸送　第３中隊

沖台-沖縄-334 歩兵第３０連隊兵舎（沖縄）出火に関する件　昭２０．３．８ 歩兵第３０連隊

沖台-沖縄-335 独立歩兵第１４大隊戦闘詳報　昭１９．１０．１０ 独立歩兵第１４大隊

沖台-沖縄-336 独立歩兵第３９９大隊第２中隊　戦闘詳報　昭２０．１．２２ 独立歩兵第３９９大隊

沖台-沖縄-337 船舶工兵第２６連隊第３中隊　戦闘詳報　昭２０．１．２２ 船舶工兵第２６連隊　第３中隊

沖台-沖縄-338 第１船舶輸送司令部　平賀部隊大藪隊　戦闘詳報　昭２０．１．２２ 第１船舶輸送司令部

沖台-沖縄-339 機関砲第１０３大隊対空戦闘詳報　昭２０．１．３～２０．１．２２ 機関砲　第１０３大隊

沖台-沖縄-340
機関砲第１０４大隊　第１０５大隊　対空戦闘詳報　昭２０．１．３～
２０．１．４

機関砲　第１０４大隊　第１０５大
隊

沖台-沖縄-341 機関砲第１０５大隊戦闘詳報　昭２０．１．２１～２０．１．２２ 機関砲第１０５大隊

沖台-沖縄-342 沖縄戦　野重１連隊の最後　－内畑上等兵奮戦記－ 前川　正男

沖台-沖縄-343 沖縄における野戦重砲兵第１連隊関係資料 昭２０．４．～２０．６ 野戦重砲兵第１連隊

沖台-沖縄-344 黄塵と珊瑚礁（リーフ）独立歩兵第２１大隊第３中隊の記録 独立歩兵第２１大隊第３中隊

沖台-沖縄-345 石垣地区守備隊対空戦戦闘要報　昭２０．１．１
独立混成第４５旅団(石垣地区
守備隊)

沖台-沖縄-346 第３２軍南西諸島空襲詳報　昭２０．１．４ 第３２軍司令部

沖台-沖縄-347 第３２軍南西諸島空襲詳報　昭２０．１．２２～２０．１．２２ 第３２軍司令部

沖台-沖縄-348 独立歩兵第１５大隊戦闘詳報　昭１５．１．３１ 独立歩兵第１５大隊

沖台-沖縄-349 独立混成第１５連隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３１ 独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-350
独立混成第１５連隊　第１大隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．
３１

独立混成第１５連隊

沖台-沖縄-351
独立混成第１５連隊　第２大隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．
３１

独立混成第１５連隊　第２大隊

沖台-沖縄-352
独立混成第１５連隊　第３大隊本部　陣中日誌　昭２０．１．１～２
０．１．３１

独立混成第１５連隊　第３大隊

沖台-沖縄-353
独立混成第１５連隊第１中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３
１

独立混成第１５連隊　第１中隊

沖台-沖縄-354
独立混成第１５連隊第２中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３
１

独立混成第１５連隊　第２中隊

沖台-沖縄-355
独立混成第１５連隊第３中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３
１

独立混成第１５連隊　第３中隊

沖台-沖縄-356
独立混成第１５連隊第４中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３
１

独立混成第１５連隊　第４中隊

沖台-沖縄-357
独立混成第１５連隊第５中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３
１

独立混成第１５連隊　第５中隊

沖台-沖縄-358
独立混成第１５連隊第６中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３
１

独立混成第１５連隊　第６中隊

沖台-沖縄-359
独立混成第１５連隊第７中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３
１

独立混成第１５連隊　第７中隊

沖台-沖縄-360
独立混成第１５連隊第８中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３
１

独立混成第１５連隊　第８中隊

沖台-沖縄-361
独立混成第１５連隊第９中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３
１

独立混成第１５連隊　第９中隊

沖台-沖縄-362
独立混成第１５連隊第１機関銃中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２
０．１．３１

独立混成第１５連隊　第１機関
銃中隊

沖台-沖縄-363
独立混成第１５連隊　連隊砲中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．
１．３１

独立混成第１５連隊　連隊砲中
隊

沖台-沖縄-364
独立混成第１５連隊　速射砲中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．
１．３１

独立混成第１５連隊　速射砲中
隊

沖台-沖縄-365
独立混成第１５連隊工兵中隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．
３１

独立混成第１５連隊　工兵中隊

沖台-沖縄-366 沖縄作戦概史（第２案） 第１復員局　（服部資料）

沖台-沖縄-367 沖縄作戦記録　Ｓ２０．８ 第１復員局　（服部資料）

沖台-沖縄-368 独立混成第１５連隊　陣中日誌　昭和１９．１１．１～１９．１１．３０ 独立混成第１５連隊



令和５年１月１２日

沖台-沖縄-369 沖縄作戦概史　第３案 第１復員局　（服部資料）

沖台-沖縄-370 沖縄作戦史　第３案 第１復員局　（服部資料）

沖台-沖縄-371 沖縄作戦記録（第３２軍） 第１復員局（服部資料）

沖台-沖縄-372 沖縄作戦記録（改訂版） 第１復員局（服部資料）

沖台-沖縄-373
独立混成第１５連隊　第３機関銃中隊　陣中日誌　昭和２０．１．１
～２０．１．３１

独立混成第１５連隊　第３機関
銃中隊

沖台-沖縄-374 戦闘詳報　昭和２０．１ 独立混成第６０旅団　砲兵隊

沖台-沖縄-375 大東島兵要地誌図（陣地配備要図） -

沖台-沖縄-376 兵器関連参考書類 独立歩兵第１１大隊

沖台-沖縄-377 兵器返納證票綴　昭和１８～１９年 大刀洗航空廠那覇分廠

沖台-沖縄-378
１００式輸送機々体　９８式直協偵察機々体　第４類兵器現品補給
表　昭和１９．３

大刀洗陸軍航空廠

沖台-沖縄-379 兵器修理證票綴（受）昭和１９年度 球１８８０７部隊

沖台-沖縄-380 防毒面甲保管簿　昭和１９．６ 第７８０部隊る隊

沖台-沖縄-381 庶務来翰綴　昭和１９年度 球１８８０９部隊

沖台-沖縄-382 兵器に関する書類綴　昭和１９～２０年 球１８８０４部隊

沖台-沖縄-383 第３２軍参謀長　長勇中将碑文　昭和２０．６ 大川　周明

沖台-沖縄-384 沖縄作戦に於ける独立混成　第４４旅団史実資料　昭和２２．３ 第３２軍残務整理部

沖台-沖縄-385 第６２師団司令部戦闘経過概要　昭和２２～２４年 第３２軍残務整理部

沖台-沖縄-386
天号作戦に関する昭和２０．６．１軍令部　第１課の情報判断　昭
和２４．９

有来精三　中将

沖台-沖縄-387 沖縄戦史　昭和３２．４ ＨＥフックス陸軍中佐

沖台-沖縄-388 沖縄作戦（第１～２部） 保安隊幹部学校

沖台-沖縄-389 武第１５７３部隊連絡規定　昭和１９．９ -

沖台-沖縄-390 第３２軍部隊行動表　昭和２０．１２ 留守業務部第２整理課　島嶼班

沖台-沖縄-391 独立混成第６４旅団の概況 -

沖台-沖縄-392 建物授受証書綴　昭和２０．１１ 工兵第２８連隊

沖台-沖縄-393 戦史沖縄作戦　附図第1部 -

沖台-沖縄-394 戦史沖縄作戦　附図第1部 -

沖台-沖縄-395 戦史沖縄作戦　附図第1部 -

沖台-沖縄-396 遺骨還送に関する書類　昭和２０年 留守業務部

沖台-沖縄-398 我が家の戦争記録（沖縄戦）平成１年４月 瀬良垣　克夫

沖台-沖縄-399
沖縄３２軍　第１１船舶団長大町茂大佐の海上戦死（悲壮なり慶良
間列島巡視）昭和２０年３月

-

沖台-沖縄-400 沖縄本島中・南部地形図　１／２５，０００ -

沖台-沖縄-401 伊江島守備隊 児玉俊介軍医

沖台-沖縄-402 第２４師団沖縄作戦記録　復員局調整　昭和１９．７～
第２４師団司令部史実史料　第
３２軍残務整理部

沖台-沖縄-404
一復調整史実資料（昭和２２．３．２５）復刻　第２４師団史実資料
平成２．１１．５

防衛研究所　戦史部

沖台-沖縄-405 海上挺進第３戦隊陣中日誌 -

沖台-沖縄-408 陣中日誌　昭和１９年３～４月 大東島支隊第４中隊



令和５年１月１２日

沖台-沖縄-409 陣中日誌　昭和１９年７月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-410 陣中日誌　昭和１９年８月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-411 陣中日誌　昭和１９年９月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-412 陣中日誌　昭和１９年１０月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-413 陣中日誌　昭和１９年１１月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-414 陣中日誌　昭和１９年１２月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-415 陣中日誌　昭和２０年１月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-416 陣中日誌　昭和２０年２月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-417 陣中日誌　昭和２０年３月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-418 陣中日誌　昭和２０年４月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-419 陣中日誌　昭和２０年５月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-420 陣中日誌　昭和２０年６月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-421 陣中日誌　昭和２０年８月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-422 陣中日誌　昭和２０年９月 大東島支隊第４中隊

沖台-沖縄-425
海上挺進第２９戦隊行動経過概要（付　爆雷投下展示演習につい
て）昭和１９．１０．２６～２０．１１．５

-

沖台-沖縄-426
第３２軍長勇参謀長自筆　釜井参謀に対する命令書　昭和１９年９
月１４日

-

沖台-沖縄-427 南大東島兵要地誌図　昭和１９年～２０年 第２８師団歩兵第３６連隊

沖台-沖縄-428 渡嘉敷島及び座間味島における集団自決の真相　昭和２０年３月
渡嘉敷（島）村駐在所巡査　比
嘉喜順

沖台-沖縄-429 南大東島陣地図 -

沖台-沖縄-430 ラサ島（沖大東島）兵用地誌図　昭和１９年６月 -

沖台-沖縄-431 海上挺進第２９戦隊長訓示　昭和２０年１０月２６日 -

沖台-沖縄-432 陸密綴　昭和１８・２０年 第３１軍

沖台-沖縄-433 船舶団長　連絡艇隊教育に関する指示 中川少尉

沖台-沖縄-434 南西諸島兵力配備要図 -

沖台-台湾-1 台湾方面軍作戦記録　昭２１．８ 第１復員局

沖台-台湾-2 台湾方面軍作戦記録　昭２１．８ 第１復員局

沖台-台湾-3 台湾方面軍作戦記録　昭２１．８ 第１復員局

沖台-台湾-4 台湾方面軍作戦記録　昭２１．８ 第１復員局

沖台-台湾-5 台湾方面軍作戦記録　昭２１．８ 第１復員局

沖台-台湾-6 第１０方面軍態勢要図　昭２０．８．１５ 第１０方面軍

沖台-台湾-7 第４８師団（台湾混成旅団）戦史　昭和１５．１１．３０～２０．１０．３ 南星会

沖台-台湾-8 台湾軍将校職員表　昭１６年 台湾軍司令部

沖台-台湾-9 第１２師団戦史資料　昭１９．１２．２３～２０．２．６ 第１２師団

沖台-台湾-10 第１２師団戦史資料　昭１９．１２．２３～２０．２．６ 第１２師団

沖台-台湾-11 台湾統治終末報告書　昭２１．４ 台湾統督府残務整理事務所

沖台-台湾-12 高橋部隊（台湾歩兵第２連隊）情報　昭１３．４．８ 台湾歩兵第２連隊



令和５年１月１２日

沖台-台湾-13 平田部隊（台湾歩兵第２連隊）連絡報　昭１３．６～１３．７ 台湾歩兵第２連隊

沖台-台湾-14 澎湖島防備の変遷並歴史の大要 澎湖島要塞司令部

沖台-台湾-15 澎湖島防備の変遷並歴史の大要 澎湖島要塞司令部

沖台-台湾-16 台湾軍司令部情報記録　昭２０．５．２１～２０．５．３１ 台湾軍司令部

沖台-台湾-17 第９師団編成一覧表　昭１９ 第９師団

沖台-台湾-18 武第１５７３部隊（第９師団）連絡規定　昭和１９．９．２０ 第９師団

沖台-台湾-19 歩兵第３９連隊作命綴 第３９歩兵連隊

沖台-台湾-20 歩兵第３９連隊命令綴 第３９歩兵連隊

沖台-台湾-22 第１０師団兵器修理所陣中日誌　昭１９．７．２６ 第１０師団兵器修理所

沖台-台湾-23 第１０師団兵器勤務隊陣中日誌　昭１９．１２．１～２０．３．１４ 第１０師団兵器勤務隊

沖台-台湾-24 第５野戦航空修理廠作命綴　昭１９．１０．５ 第５野戦航空修理廠

沖台-台湾-25 第１２師団(剣部隊）関連史料 -

沖台-台湾-28 台湾歩兵第１連隊史資料　昭和１５．末～１６．１０ 台湾歩兵第１連隊　高嶋辰彦

沖台-台湾-29 歩兵第１９連隊第１大隊人員現況表　昭２０．９．３０ 歩兵第１９連隊第１大隊

沖台-台湾-30 歩兵第１９連隊「賀満会」名簿　昭和３８．４ 歩兵第１９連隊

沖台-台湾-31 終戦時における第９師団職員名簿 第９師団

沖台-台湾-32 飯田支隊海南島攻略戦闘詳報　昭１４．１．２６～１４．２．１５ 飯田支隊

沖台-台湾-33 霧社事件史 台湾軍司令部

沖台-台湾-34
第１０方面軍作戦準備並びに作戦記録（台湾及南西諸島）（案）昭
和２１年８月

第１復員局　（服部資料）

沖台-台湾-35
第１０方面軍作戦準備並びに作戦記録（台湾及南西諸島）（案）昭
和２１年８月

第１復員局　（服部資料）

沖台-台湾-36
第１０方面軍作戦準備並びに作戦記録（台湾及南西諸島）（案）昭
和２１年８月

第１復員局　（服部資料）

沖台-台湾-37 第１０方面軍作戦記録（台湾及南西諸島）昭和２１年８月 第１復員局　（服部資料）

沖台-台湾-38
第１０方面軍作戦準備並びに作戦記録（台湾及南西諸島）（案）昭
和２１年８月

第１復員局　（服部資料）

沖台-台湾-39 台湾方面関係部隊戦史資料　昭和１９～２０．８ 第１復員局　（服部資料）

沖台-台湾-40 台湾方面関係部隊戦史資料　第３巻その１　昭和２０年８月 第１復員局　（服部資料）

沖台-台湾-41 第９師団陣地編成図　１／５万 台湾軍司令部

沖台-台湾-42 台湾防衛計画　澎湖島要塞火砲配置図 -

沖台-台湾-43 台北西部地形図　１／５万 -

沖台-台湾-44 台湾混成旅団戦闘経過の概要　昭和１４．１．２６～１５．２．１０ -

沖台-台湾-45 台湾軍司令部　捕虜訊問書　昭１９．１０．２０ 台湾軍司令部

沖台-台湾-46 台湾方面関係部隊関係資料（その２）昭２０．８ 第１復員局

沖台-台湾-47 台湾防衛計画（第９師団陣地編成図） 台湾軍司令部

沖台-台湾-48 台湾方面関係部隊　戦史資料　第１巻　１／２ -

沖台-台湾-49 台湾方面関係部隊　戦史資料　第１巻　２／２ -

沖台-台湾-50 第１０方面軍関係戦史資料 -

沖台-台湾-51
昭和１６年３月北海作戦　陣中吟詠１８首（台湾歩兵第１連隊関係
資料）昭和３９年７月１３日

高嶋　辰彦



令和５年１月１２日

沖台-台湾-52 将校職員表　昭和１６．１０調 台湾歩兵第１連隊

沖台-台湾-53 輸送指揮命令綴（高雄港）昭和１９．９ -

沖台-台湾-54 台湾特設勤労団　昭和１９．２
第２中隊第１小隊　第２分隊朱
昌金

沖台-台湾-55 監視日誌　昭和１８．１０．１９～１９．７．２７ 威１０６５０部隊

沖台-台湾-56 汕頭日本居留民会資料　昭和１９～２０年 -

沖台-台湾-57 台湾空襲状況集計　昭和２０．１～８ 台湾総督府警務局防空課

沖台-台湾-58 農林関係雑件綴　昭和２０年度 第３７軍軍政部

沖台-台湾-59 台湾の状況　生活部門　精神部門　その他　昭和　年 -

沖台-台湾-60 第１０方面軍（台湾）通信調査部隊資料提供者名簿 第１復員局鮮台班

沖台-台湾-61 台湾人．人員統計表　方面別（部隊別）昭和２８．１．３１ 留守業務部

沖台-台湾-62 建築材料器材数量統計表　昭和２１．１ 台湾地区日本官兵善後連絡部

沖台-台湾-63 南方建築施設対策要領　昭和１６年 台湾軍研究部

沖台-台湾-64 事業要覧　昭和１９．２ 台湾拓殖（株）

沖台-台湾-65 台北市街図（１／１０．０００）昭和１５．１１ 謙光社複刻（Ｓ６１．１）

沖台-台湾-66
自．２月８日以降　作戦行動に関する部隊長注意事項　昭和１９．
２．７　高嶋少将史料

石．第３５９３部隊

沖台-台湾-67 台湾に関する綴(兵器軍需関係）森川史料 森川時夫中佐

沖台-台湾-68 陣中日誌（霧社事件） 台湾歩兵第２連隊通信班


