
令和４年８月２日

登録番号 史料名 部署等

戦役-戊辰戦役-1 駒場野大練記　岡本勝治郎筆写　（昭和２９．３．１４） 藤田清述　（陸軍省嘱託）

戦役-戊辰戦役-2 出軍日記　慶応４戊辰７月 薩摩藩加治木隊　赤崎直記

戦役-戊辰戦役-3
紀州藩天誅組討伐軍従軍日録　文久癸亥（文久３－１８６３）　８．
１８～１０．２５

紀州藩儒官　川合梅所

戦役-戊辰戦役-4 箱館戦史記事　昭和４２．６．６ 北部方面総監部

戦役-戊辰戦役-5 馬門戦顛末 -

戦役-戊辰戦役-6 越の山風　全　（山縣元師手記）　昭和５．１０ 陸軍省

戦役-戊辰戦役-7 祝砲之規則 幕府海軍関係者（推定）

戦役-戊辰戦役-8 発銃宣令 幕府海軍関係者（推定）

戦役-西南戦役-5 西南戦役衛生小史　明治１０ 陸軍１等軍医　西村文雄　編

戦役-西南戦役-6 西南戦争　前篇 平山蘆江　著

戦役-西南戦役-7 西南戦争　後篇　１／２分冊 平山蘆江　著

戦役-西南戦役-8 西南戦争　後篇　２／２分冊 平山蘆江　著

戦役-西南戦役-9 明治１０年西南の役　戦袍日記　全 佐々友房　著

戦役-西南戦役-10 西南役の軍需 黒石　勝

戦役-西南戦役-11 明治１０年　城山攻防戦の概要　明治１０．９ 田畑　国南

戦役-西南戦役-12
西南の役史料　（・官兵宿陣調帳・戦災・死傷扶助等）　明治１０．７
～１１．２

-

戦役-西南戦役-13 贈従５位　谷村計介伝 伴三千雄編

戦役-西南戦役-14
青年時代の乃木大将日記　第１～５巻　１／２　明治６．９．２０～１
０．２．２６

渡部求　編著

戦役-西南戦役-15
青年時代の乃木大将日記　第６～７巻　２／２　明治１０．２．２７～
１３．１．７

渡部求　編著

戦役-西南戦役-16 熊本鎮台戦闘日記　５巻中の１　明治１０．２．１４～１０．１０．６ 陸軍中将　谷干城　編

戦役-西南戦役-17 熊本鎮台戦闘日記　５巻中の２　明治１０．２．１４～１０．１０．６ 陸軍中将　谷干城　編

戦役-西南戦役-18 熊本鎮台戦闘日記　５巻中の３　明治１０．２．１４～１０．１０．６ 陸軍中将　谷干城　編

戦役-西南戦役-19
熊本鎮台戦闘日記　５巻中の付録（但１４連隊の部）　明治１０．
２．１４～１０．１０．６

陸軍中将　谷干城　編

戦役-西南戦役-20
熊本鎮台戦闘日記　５巻中の付録（諸表並死傷之部）　明治１０．
２．１４～１０．１０．６

陸軍中将　谷干城　編

戦役-西南戦役-21 歩兵第７連隊第１大隊　西南戦記綴　明治１０．３．１～１０．８．８ 歩兵第７連隊第１大隊

戦役-西南戦役-22
近衛工兵大隊大隊歴史　（西南賊徒追討日記）　附録巻１　明治１
０．２．１９～１０．１０．１７

近衛工兵大隊

戦役-西南戦役-23 近衛工兵第１小隊　戦闘報告表　明治１０．６．２４～１０．９．２４
別動隊第１旅団工兵隊長大尉
藤井包総

戦役-西南戦役-24 歩兵第１４連隊日誌　明治１０．２．１９～１０．３．１３ 歩兵第１４連隊本部

戦役-西南戦役-25 歩兵第１４連隊日誌　明治１０．３．１４～１０．４．１５ 歩兵第１４連隊本部

戦役-西南戦役-26 征西戦記稿　上　１／４　明治６．１０～１０．１０．３０ -

戦役-西南戦役-27 征西戦記稿　中　２／４　明治６．１０～１０．１０．３０ 参謀本部

戦役-西南戦役-28 征西戦記稿　下　３／４　明治６．１０～１０．１０．３０ 参謀本部

戦役-西南戦役-29 征西戦記稿附録　全　４／４ -

戦役-西南戦役-30 征西戦記稿　附録　全 -

戦役-西南戦役-31 西南戦袍誌　明治１０．２～２５．１０．８ 陸軍少将　亀岡泰辰
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戦役-西南戦役-32 鹿児島　城山賊巣攻撃立約　明治１０．９ 山県・河村参謀

戦役-西南戦役-33 歩兵第１４連隊軍旗喪失秘話　大正１１年記 乃木連隊長と櫟木軍曹

戦役-西南戦役-34 西南戦史研究記事（１／２）　昭和３４．３ 第８混成団本部

戦役-西南戦役-35 西南戦史研究記事　２／２　昭和３４．３ 第８混成団本部

戦役-西南戦役-36 西南戦史研究記事　付録及び別冊　昭和３４．３ 第８混成団本部

戦役-西南戦役-37 征西戦記稿附表　全 -

戦役-西南戦役-38 征討第４旅団戦記　全　明治１０年 -

戦役-西南戦役-39

別働第２旅団戦記　①巻之１２　熊本連絡人吉攻撃上　②巻之３４
人吉攻撃下肥日国境攻守　③巻之５６７　転戦入日州　④巻之８
脱賊追撃旅団総人名録　⑤別働第２旅団戦記附図　１　⑥別働第
２旅団戦記附図　２

-

戦役-西南戦役-40
西南の役　近衛歩兵第１連隊第１大隊戦闘日誌　（復刻）　明治１
０年

-

戦役-西南戦役-41 伊東元帥　西南戦討日誌 伊東祐亨

戦役-西南戦役-42 歩兵第９連隊西南戦死人名簿 大津勧善舎

戦役-西南戦役-43 江橋亮日記 -

戦役-日清戦役-1 明治２７～８年　日清戦争　歩兵第２連隊歴史 歩兵第２連隊

戦役-日清戦役-2 近衛歩兵第２連隊歴史附録　明治２７～８年戦史 近衛歩兵第２連隊

戦役-日清戦役-3 神田正富大尉　日清戦役従軍日誌及偵察報告 第１３連隊第１１中隊　神田正富

戦役-日清戦役-4 小林平治従軍日記　明治２８～３８年 陸軍歩兵上等兵　小林平治

戦役-日清戦役-5 日清戦争詔勅案 長嶺亀助少将　保持

戦役-日清戦役-7 日清戦役写真　明治２７．７月 -

戦役-日清戦役-8 第１軍司令部　小川又次少将書簡　明治２８．３．２４ 第１軍司令部　小川又次

戦役-日清戦役-9 田庄台の戦闘　明治２８．３．４～２８．３．９ 内山　英太郎

戦役-日清戦役-10 田庄台の戦闘　明治２８．３．４～２８．３．９ 内山　英太郎

戦役-日清戦役-11 日清戦史講究録　明治４０年　集録 譽田中佐

戦役-日清戦役-12
征台役　近衛師団の行動　北白川宮殿下の御遺跡　明治２８．５．
４～２８．１０．２１

-

戦役-日清戦役-13 歩兵第１旅団記事　全　明治２７～２８の役 -

戦役-日清戦役-14 史蹟　明治２７～８年戦役　広島大本営絵葉書 -

戦役-日清戦役-15 命令訓令　自明治２７年６月　至明治２８年６月 大本営副官部

戦役-日清戦役-16 日清戦袍誌　明治２７．９．２５～２８．５．２９ 陸軍少将　亀岡泰辰

戦役-日清戦役-17 単騎遠征報告　第１　明治２７～８年 海軍大臣官房記録

戦役-日清戦役-18 明治２７～８年役　日清戦争雑記　明治４５ -

戦役-日清戦役-19 明治２７～８年役　征清戦争及局外国評論　明治４５ -

戦役-日清戦役-20 明治２７～８年役　日清戦争　実記　上　明治４５ -

戦役-日清戦役-21 明治２７～８年役　日清戦争　実記　下　明治４５ -

戦役-日清戦役-22 日清戦史　明治４５ 朝久野歩兵中佐

戦役-日清戦役-23 日清戦史　明治４５．６ 伊丹歩兵中佐

戦役-日清戦役-24 義和団関係書類　明治３４年 小山史料
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戦役-日清戦役-25 ２７～８年　戦役に関する保存書類　明治１９～３９年 奥山義章史料

戦役-日清戦役-26 現役中履歴戦日記　明治２５．１２．１～３８．１０．２７ ２Ｇｉ　小林平治

戦役-日清戦役-27 日清戦役時における東京湾等の臨時守備隊編制表 -

戦役-日清戦役-28 戦闘詳報　（柝木城．缸瓦寨．海城）　明治２７．１２ 第１軍

戦役-日清戦役-29 戦闘詳報　（蓋平　附近）　第４号　明治２８．１ 第２軍

戦役-日清戦役-30 岫厳．鳳凰城．賽馬集　附近　戦闘詳報　明治２８．２　刊行 大本営製図部

戦役-日清戦役-31 第１師団　陣中日誌　巻７　明治２７～２８年役 -

戦役-日清戦役-32 陣中日誌（日清戦役）　明治２８年３月１８日～１２月１０日 近衛歩兵第３連隊

戦役-日清戦役-33 支那全図　（１／６９６９．６００）　明治２４年 日本帝国参謀本部

戦役-日清戦役-34 入韓日誌　その１　明治２７．６～１０ -

戦役-日清戦役-35 入韓日誌　その２　明治２７．１１～２８．２ -

戦役-日清戦役-36 従役日誌　明治２８．３～５ -

戦役-日清戦役-37 戦陣記要　明治２７～２８年戦役 小河原　秀博

戦役-日清戦役-38 近衛師団　軍医部　征台衛生彙報　明治２９．５ -

戦役-日清戦役-39 陸軍衛生事蹟　第１巻附録　明治２７～２８年役 -

戦役-日清戦役-40
陸軍衛生事蹟　第２巻　傷病者一般の景況及統計　明治２７～２８
年役

-

戦役-日清戦役-41 陸軍衛生事蹟　第３巻　伝染病及脚気（上）　明治２７～２８年役 -

戦役-日清戦役-42 陸軍衛生事蹟　第３巻　伝染病及脚気（中）　明治２７～２８年役 -

戦役-日清戦役-43 日清戦役軍馬衛生報告控　完　明治２８．８ 野戦砲兵第５連隊第３大隊

戦役-日清戦役-44 征清大総督府電報・電信訳文　明治２８．４～５月 大本営　外務省

戦役-日清戦役-45 日清戦史の概要　大正１４年度　２学年 陸軍大学校　加納少佐述

戦役-日清戦役-46 経理関係書類　明治２４～２６年 経理局

戦役-日清戦役-47 臨時攻城廠戦闘詳報　明治２７．１１．１０～２０ 第２軍参謀部第１課

戦役-日清戦役-48 雑集　明治２７～２８年 大本営

戦役-日清戦役-49 外務大臣宛電信訳文　明治２７．６．７～８．２７ -

戦役-日清戦役-50 威海衛南岸諸砲台戦闘詳報 -

戦役-日清戦役-51 山東作戦に関する　徒歩砲兵第２大隊戦闘詳報１号　２号 -

戦役-日清戦役-52 日清戦争　日露戦争　回顧緑 陸軍歩兵少佐　清水安太郎

戦役-日清戦役-53 朝鮮に関する書類 第１局

戦役-日清戦役-54 臨時事変に関する書類綴　（甲）　明治２７年６月 第１局　第２部

戦役-日清戦役-55 臨時事変に関する書類綴　（乙）　明治２７年６月 第１局　第２部

戦役-日清戦役-56 威海衛交代兵に関する書類　（朝鮮派遣隊に関する書類） 総務部編制主任

戦役-日清戦役-57 征清用兵　隔壁聴談 東條英教

戦役-日清戦役-57_2 隔壁聴談　完 東條英教

戦役-日清戦役-58
第６師団後備工兵第１中隊　陣中日誌　明治２７年７月２５日～２８
年６月３０日

後備工兵第１中隊

戦役-日清戦役-59 日清戦史講義摘要録　第１巻
陸軍大学校（陸軍歩兵　谷大
佐）
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戦役-日清戦役-60
ジャパンメール新聞抄訳　日清戦争に於ける万国公法　１８９５年
７月３１日　刊行

大本営副官部

戦役-日清戦役-61 凱旋紀念帖　天　明治２８年８月 陸海軍士官素養会事務所

戦役-日清戦役-62 凱旋紀念帖　地　明治２８年１０月 陸海軍士官素養会事務所

戦役-日清戦役-63 凱旋紀念帖　人　明治２８年１２月 陸海軍士官素養会事務所

戦役-日清戦役-64 征清戦記　全 -

戦役-日清戦役-65 北征詩集　明治３７年～３８年 生田清範

戦役-日清戦役-66 威海衛・芝栗港付近地図 -

戦役-日清戦役-67 威海衛兵備図　明治２７年 -

戦役-日清戦役-68 威海之戦役日誌　明治２８年１月２５日起　同７月尽日迄 -

戦役-日清戦役-69 北洋水師提督丁汝昌ノ自殺に就て -

戦役-日清戦役-70 週刊新聞「つはもの」「威海衛の会」誕生　昭和９年１１月７日 -

戦役-日清戦役-71 威海衛攻撃参与者生存者　明治２８年 -

戦役-日清戦役-72 征清従軍日誌　明治２７年９月２３日　〃２８年６月３日 根本満蔵

戦役-日清戦役-73 丁汝昌遺墨　明治２８年 -

戦役-日清戦役-74 日清戦役　平壌ノ戦闘 三宅幹生軍医

戦役-日清戦役-75 征清戦袍余滴附山岡金蔵　兵籍簿学歴書等 山岡金蔵

戦役-日清戦役-76_2 日清事件実行記 -

戦役-日清戦役-77 征台従軍報告 陸軍屯田騎兵大尉内田廣徳

戦役-日清戦役-78 日清戦争第１編第３章第３草按 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-79 日清戦争第１４章第２師団の残部並後備諸隊其他の増加 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-80 日清戦争第１５章南進軍の作戦計画 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-81 日清戦争第１７章南進軍の首力及常備艦隊澎湖島に集合 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-82 日清戦争第２０章台南附近の戦闘 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-83 日清戦争第２１章台湾南部残賊の戡定 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-84 日清戦争第２２章北部の騒擾　甲 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-85 日清戦争第１２編第４８章第３草按　上 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-86 日清戦争第１２編第４８章第３草按　下 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-87 日清戦争第１３編第５４章第３草按 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-88 日清戦争第１５編第６２章目次第３草按に據る第１草按 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-89 日清戦争第１５編第６５章第３草按 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-90
日清戦争第１５編第６８章第１草按第２軍栄城地方より進出後連
合艦隊の動作

参謀本部第４部

戦役-日清戦役-91 日清戦争第１６編第７２章目次第３草案に據る第２草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-92 日清戦争第１６編第７３章目次第３草案に據る第２草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-93 日清戦争第１６編第７５章目次第３草案に據る第２草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-94 日清戦争第１７編第８３章目次第３草案に據る第２草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-95 日清戦争第１９編第９５章目次第３草案に據る第２草案 参謀本部第４部
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戦役-日清戦役-96 日清戦争第１９編第９７章目次第３草案に據る第１草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-97 日清戦争第２０編第９８章目次第３草案に據る第１草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-98 日清戦争第２０編第９９章其２目次第３草案に據る第１草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-99 日清戦争第２３編第１1３章（甲）目次第３草案に據る第２草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-100 日清戦史　第１冊附録　自第２７至１２６　明治２７．８年 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-101 日清戦史　第２冊決定草案　自第１１章至第２４章　明治２７．８年 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-102 日清戦史　第３冊決定草案　自第２５章至２６章　明治２７．８年 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-103 日清戦争　第２章　地理　明治３５年７月８日案成る 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-104 日清戦争　第4章　三貂湾の上陸 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-105 日清戦争　第６章　台北の占領及賊軍の状況 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-106 日清戦争　第２篇　第６章　第３草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-107 日清戦争　第７章　新竹支隊の戦闘 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-108 日清戦争　第３篇　第７章　第３草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-109 日清戦争　第５篇　第１１章　第３草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-110 日清戦争　第５篇　第１３章　第３草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-111 日清戦争　第６篇　第１８章　第３草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-112 日清戦争　第６篇　第１９章　第３草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-113 日清戦争　第６篇　第２２章　第３草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-114 日清戦争　第６篇　第２４章　第３草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-115 日清戦争　第８篇　第３０章　第３草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-116 日清戦争　第９篇　第３６章　第３草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-117 日清戦争　第７０章　（第１草案） 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-118 日清戦争　第２５篇　第１１６章　第２草案 岡部編修調査参謀本部第４部

戦役-日清戦役-119 日清戦争　第２８篇　第１２１章　目次　第３草案に拠る第１草案 参謀本部第４部

戦役-日清戦役-120 日清戦争　第２９篇　第１２２章　目次　第３草案に拠る第２草案
丹羽歩兵大尉調査参謀本部第
４部

戦役-日清戦役-121 土城子戦闘の思出 騎兵少佐　山本米太郎

戦役-日清戦役-122 大熊鵬に対する大山巌の弔辞及び大熊氏関係者書簡 大山厳他

戦役-日清戦役-123 奉公偉績画巻（日清戦争戦勝記念絵画集） 保勲会

戦役-日清戦役-124 日清戦役関連錦絵史料 長谷川久義之助 他

戦役-日清戦役-125 近衛師団参謀緒方三郎中佐  明治２８年征清日記 緒方三郎

戦役-日清戦役-126 日記（日清戦争間） 斎藤佐平

戦役-日清戦役-127 日清戦争従軍日誌 草刈金之助

戦役-日露戦役-1 明治３７～８年　戦役従軍日誌　明治３７．５．１９～３８．３．２４
歩兵第１１旅団司令部書記　中
島荒治郎

戦役-日露戦役-2 日露戦役従軍記　明治３７．６．２６～３９．１
野戦砲兵第１１連隊第２大隊
塩崎瀬三郎

戦役-日露戦役-3 日露戦史講述摘要 村上啓作少将述

戦役-日露戦役-4 日露戦役関係書簡綴　明治３４．８．２２～３８．１０．２９ 中沢芳三郎　等
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戦役-日露戦役-5 日露戦争満洲義軍関係資料　明治３８年 -

戦役-日露戦役-6
旅順の開城　（第３軍従軍者．森林黒猿手記）　明治３８．１．７～３
８．１．８

-

戦役-日露戦役-7
旅順陣歿露軍将卒之碑　木口小平喇叭手記念碑　松崎大尉記碑
写真

安東貞雄氏より借用し複製す

戦役-日露戦役-8 白石七郎の戦記と追想 陸軍砲兵大尉　白石竹市　編

戦役-日露戦役-9 永沼挺進隊関係感状　明治３８．２．１～３８．３．２０ 満洲軍第２軍司令官

戦役-日露戦役-10 長谷川挺進隊資料　明治３８．１．１５～３８．３．２７ 騎兵伍長　矢野陽松

戦役-日露戦役-11 明治３７～８年戦役　戦傷死将校人名簿 -

戦役-日露戦役-12 水師営の会見電報　明治３８．１．８ -

戦役-日露戦役-13 日露戦役感状
騎兵第１４連隊　山内保次少尉
騎兵第９連隊　建川美次中尉
第２軍司令官

戦役-日露戦役-14 日露戦役外国観戦員取扱　明治３７．１０．１～３７．１０．２ 満洲軍総司令部

戦役-日露戦役-15
日露戦役に於ける　コザックと日本騎兵との戦闘　明治３７．６．１
５

-

戦役-日露戦役-16 日露戦争における満洲軍の編成並に兵站業務に関する上申 -

戦役-日露戦役-17 日露戦争と捕虜 大山　梓

戦役-日露戦役-18 南山付近の戦闘　明治３７．５．１７～３７．５．２６ 内山　英太郎

戦役-日露戦役-19
将校斥候長．陸軍騎兵中尉　建川義次の斥候談　明治３８．１．２
８

建川　義次

戦役-日露戦役-20 露西亜の歴史　鶏鳴狗盗記　明治３９．１ 陸軍大佐　明石元二郎

戦役-日露戦役-21 歩兵第４７連隊　第４中隊日露戦史　明治３７～８年 歩兵第４７連隊第４中隊

戦役-日露戦役-22
後備歩兵第５９連隊　第２大隊陣中日誌全
明治３７．１２．６～３８．１１．２１

後備歩兵第５９連隊第２大隊

戦役-日露戦役-23
日露戦役間騎兵第８連隊衛生調査事項
明治３７．１０．１０～３８．３．１０

騎兵第８連隊

戦役-日露戦役-24
野戦砲兵第２旅団戦闘詳報　第１号　１／２　明治３７．７．２６～
９．１０

野戦砲兵第２旅団司令部

戦役-日露戦役-25
野戦砲兵第２旅団戦闘詳報　第１号　２／２
明治３７．１０．１～３８．１．２

野戦砲兵第２旅団司令部

戦役-日露戦役-26
野戦砲兵第２旅団戦闘詳報　第２号　１／２　明治３８．２．２７～
５．２０

野戦砲兵第２旅団司令部

戦役-日露戦役-27
野戦砲兵第２旅団戦闘詳報　第２号　２／２　明治３８．２．２７～
５．２０

野戦砲兵第２旅団司令部

戦役-日露戦役-28
野戦砲兵第７連隊第２中隊　明治３８年戦役記念　（付　満洲各地
烈士顕彰碑）　明治３８．８．４～３９．１．１３

野戦砲兵第７連隊第２中隊

戦役-日露戦役-29 露国陣没将士忠魂碑　明治４０．６．１０ 安東貞美大将（所蔵）

戦役-日露戦役-30
大山巖満洲軍司令官送別会　（海軍主催．於築地水交社）
明治３７．７．４

寄贈　山村猛

戦役-日露戦役-31 岸治征露記念陣中日誌　明治３７．２．５～３８．１２．１０ 第１２師団第１４連隊　岸治

戦役-日露戦役-32 歩兵第１８連隊従軍銘感録　明治２７．８．２９～大正１１．９．１０ 歩兵第１８連隊本部

戦役-日露戦役-33 日露戦役　凱旋歓迎会招待人名簿　明治３９．４．３０開催 -

戦役-日露戦役-34 明治３７～８年　戦役戦闘死傷　明３７．４．２６～３８．３．１２ -

戦役-日露戦役-35 明治３７～８年戦役　給養史草按　第１編 -

戦役-日露戦役-36 明治３７～８年戦役　給養史草按　第２編 -

戦役-日露戦役-37 明治３７～８年戦役　給養史草按　第２編 -

戦役-日露戦役-38 明治３７～８年戦役　給養史草按　第５編 -

戦役-日露戦役-39 明治３７～８年戦役　給養史草案　第６編 -

戦役-日露戦役-40 明治３７～８年戦役　給養史草案　第７編 -
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戦役-日露戦役-41 明治３７～８年戦役　給養史草案　第８編 -

戦役-日露戦役-42 明治３７～８年戦役　給養史草案　第９編 -

戦役-日露戦役-43 明治３７～８年戦役　給養史草案　第１１編 -

戦役-日露戦役-44 明治３７～８年戦役　給養史草案　第１２編　第１３編 -

戦役-日露戦役-45 明治３７～８年戦役　給養史草案　第１３編 -

戦役-日露戦役-46 明治３７～８年戦役　給養史草案　第１４編 -

戦役-日露戦役-47 明治３７～８年戦役　給養史草案　第１６編 -

戦役-日露戦役-48 明治３７～８年戦役　給養史草案　第１７編 -

戦役-日露戦役-49 明治３７～８年戦役　給養史草案　第１８編 -

戦役-日露戦役-50 日露戦役に於ける我帝国の開戦準備の真相　中巻 -

戦役-日露戦役-51 日露戦役に於ける我帝国の開戦準備の真相　下巻 -

戦役-日露戦役-52 第５師団糧餉部　陣中日記　明３８．６．１６～３８．７．３１ -

戦役-日露戦役-53 営口軍政志稿　明３９．１０ 営口軍政官

戦役-日露戦役-54
明治３７～８年戦役　旅順戦蹟絵葉書　陸軍凱旋観兵式記念絵葉
書　等

三沢金重　寄贈

戦役-日露戦役-55 明治３７～８年　日露戦役従軍日誌　福知山連隊　１兵士記述 -

戦役-日露戦役-56 日露戦史講授摘録　昭６年２学年 鈴木砲兵中佐述　陸軍大学校

戦役-日露戦役-57 日露戦役感想録　未定稿 譽田中佐

戦役-日露戦役-58 ２０３高地要塞教育用断面図　明治４４．１２ 習志野原建設実物大

戦役-日露戦役-59 鶏林日誌 -

戦役-日露戦役-60 日露開戦事情　軍事関係明治天皇御伝記史料の一部 陸軍省

戦役-日露戦役-61 留守第７師団副官部　留守日記　明３７．８．４～３９．３．１６ -

戦役-日露戦役-62 日露戦争に観る戦闘の実相　（日本軍の能力特性観察） -

戦役-日露戦役-63 絶東露軍配置図　明治３６．１２ -

戦役-日露戦役-64
奉天会戦　黒溝台戦に於ける歩兵第４２連隊の行動　明治３８．
１．２５～３．１０

-

戦役-日露戦役-65 日露戦争における第３軍附図　２ -

戦役-日露戦役-66 日露戦役記念号　（附済南事変） -

戦役-日露戦役-67 旅順要塞攻撃作業図　明治３８年測定 第３軍工兵部

戦役-日露戦役-68 明治３７～８年戦役に於ける戦歴記事 歩兵第４４連隊第３大隊長

戦役-日露戦役-69 日露戦役史料　明治３７～８年戦役 第３軍参謀部

戦役-日露戦役-70 旅順戦蹟案内詳図　明治３７～８年戦役 -

戦役-日露戦役-71 日露戦役情報図　明治３８年 松井史料

戦役-日露戦役-72 満洲等露国地図　明治２５～３６年製 松井史料

戦役-日露戦役-73 分捕後調製　満洲図（１／２０万）　明治３８年 松井史料

戦役-日露戦役-74 時事新報．国民新聞号外　明治２５～３７年 -

戦役-日露戦役-75 日露戦史 亀安中佐述

戦役-日露戦役-76 日露戦役情報資料　明治３６～３８年 小山史料
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戦役-日露戦役-77 満洲軍総司令部関係書類　明治３７年 小山史料

戦役-日露戦役-78 征露陣中日誌　明治３７．４．１５～７．１４ 小山史料

戦役-日露戦役-79 戦闘一覧表　明治３７．８　戦役 近衛歩兵第３連隊

戦役-日露戦役-80 発着．行進時間　作業調査表　明治３７～８年戦役 第６師団各部隊

戦役-日露戦役-81 第４軍兵站監部経歴意見書　明治３７～８年戦役 -

戦役-日露戦役-82
日本主要産馬地種牡馬調　上　九州７県之部　明治３７～８年戦
役

-

戦役-日露戦役-83 日露役中九州馬之景況　上　明治３７～８年戦役 -

戦役-日露戦役-84 日露役中九州馬之景況　中　明治３７～８年戦役 -

戦役-日露戦役-85 日露役中九州馬之景況　下　明治３７～８年戦役 -

戦役-日露戦役-86 兵站病馬廠業務報告　明治３７～８年戦役 藤崎部長

戦役-日露戦役-87
第４軍第１０師団第１兵站糧食縦列　軍馬衛生報告　明治３７～８
年戦役

藤崎部長

戦役-日露戦役-88 明治３７～８年戦役　兵站病馬廠業務報告　明治３８．１１～３９．２ 藤崎部長

戦役-日露戦役-89 日誌案　明治３８．７ 奉天軍政署

戦役-日露戦役-90 満洲軍政部陣中日誌　巻１　明治３７．４．１８起 満洲軍政委員

戦役-日露戦役-91
野戦砲兵第２旅団　戦闘詳報　第１号　其１　明治３７．５．２９～３
８．１０．１６

-

戦役-日露戦役-92
野戦砲兵第２旅団　戦闘詳報　第１号　其２　明治３７．１０．１～３
８．１．２

-

戦役-日露戦役-93 野戦砲兵第２旅団　戦闘詳報　第２号　明治３８．２．２７～５．２０ -

戦役-日露戦役-94 日露戦争戦闘情報　明治３８．２．１～１５ 満洲軍総司令部　小山史料

戦役-日露戦役-95 日露戦争戦闘情報　明治３８．２．１６～３．３ 満洲軍総司令部　小山史料

戦役-日露戦役-96 奉天交渉事務総局公文透至　明治３８～３９年 奉天軍政署　小山史料

戦役-日露戦役-97 奉天軍政署書類綴　明治３８～３９年 小山史料

戦役-日露戦役-98 旅順口の攻略戦概要 -

戦役-日露戦役-99 陣中日誌 軍政委員部

戦役-日露戦役-100 日露戦争当時に於ける我戦術思想の一端に就て　昭和１２ 陸軍大学校

戦役-日露戦役-101 日露戦役情報資料　（私信関係）　明治３７～３８年 小山史料

戦役-日露戦役-102
新聞切抜綴　（東京．大阪朝日．毎日．中央）　明治３７．１１～３
８．１１

軍政部

戦役-日露戦役-103 日露戦役　第２作戦案　（私案原稿）　明治３７年 小山史料

戦役-日露戦役-104 備忘緑　明治３７．８ 参謀次長　長岡外史

戦役-日露戦役-105 満洲軍政関係雑書類　明治３７～３８年 満洲軍政委員（小山史料）

戦役-日露戦役-106 満洲軍総司令部発簡文書　明治３８年 小山史料

戦役-日露戦役-107 国防に関する私見　明治期 小山史料

戦役-日露戦役-108 奉天省砂金産地略図等 小山史料

戦役-日露戦役-109 交渉関係書類　明治３５～３６年 奉天軍政署

戦役-日露戦役-110 満洲内馬賊関係綴　明治３７年 小山史料

戦役-日露戦役-111 日露戦役情報資料（人員調）　明治３７．１０～１１ 小山史料

戦役-日露戦役-112 遼陽軍政署雑書類　明治３７～３８年 満洲軍総司令部（小山史料）
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戦役-日露戦役-113 奉天軍政署業務日誌　明治３８．３ 小山史料

戦役-日露戦役-114 交渉局からの照会書類　（翻訳文含む）　明治３８年 奉天軍政署（小山史料）

戦役-日露戦役-115 日露戦後の回想録 斉藤　恒

戦役-日露戦役-116 御沙汰書写　（奥山義章史料）　明治３８．８ 第４軍司令官伯爵　野津道貫

戦役-日露戦役-117
凱旋観兵式に伴う　主要戦利兵器種類名称及陳列図（各１）　明
治３７～８年戦役

-

戦役-日露戦役-118 奉天会戦　第１師団糧食縦列行動一覧表　明治３８年 第２課参考用

戦役-日露戦役-119 遼陽会戦　明治４０．１１ 荒木大尉（荒木史料）

戦役-日露戦役-120 日清韓露最新地図　（１／１２６０万）　明治３７年 民友社

戦役-日露戦役-121 倫敦市場に於ける我各種公債相場昂低表　明治３７．３８年 文学博士　大類伸氏保有

戦役-日露戦役-122 戦役検疫誌　明治３７～３８年 臨時陸軍検疫部

戦役-日露戦役-123 戦死傷者の統計等　明治３７～３８戦役 高木史料

戦役-日露戦役-124 明石歩兵大佐送附　「タイムス」新聞切抜　第１集　明治３８．３ -

戦役-日露戦役-125 陸軍衛生史　第１巻　衛生勤務　（第４冊）　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-126 陸軍衛生史　第２巻　統計　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-127 陸軍衛生史　第３巻　戦傷　（第２冊）　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-128 陸軍衛生史　第３巻　戦傷　（第３冊）　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-129 陸軍衛生史　第３巻　戦傷　（第４冊）　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-130 陸軍衛生史　第３巻　戦傷　（第５冊）　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-131 陸軍衛生史　第３巻　戦傷　（第６冊）　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-132 陸軍衛生史　第３巻　戦傷　（第７冊）　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-133
陸軍衛生史　第５巻　伝染病及主要疾患　（第２冊）　明治３７～３
８年戦役

-

戦役-日露戦役-134
陸軍衛生史　第５巻　伝染病及主要疾患　（第３冊）　明治３７～３
８年戦役

-

戦役-日露戦役-135
陸軍衛生史　第５巻　伝染病及主要疾患　（第４冊）　明治３７～３
８年戦役

-

戦役-日露戦役-136 検疫誌附図　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-137 陣中日誌　明治３７．２ 陸軍運送船北辰丸

戦役-日露戦役-138 明治３６年１２月　旅順要塞海陸両正面砲台全図 第１部調査

戦役-日露戦役-139 情報綴（乙）　第３軍通報　（陣中日誌附録挿入残）　明治３８．６ -

戦役-日露戦役-140 日露戦役の感想 元師　上原勇作

戦役-日露戦役-141 日露戦役に於ける　旅順要塞一般攻撃戦闘経過 -

戦役-日露戦役-142 日露戦史　加納少佐講述 陸軍大学校　木村中尉

戦役-日露戦役-143 日露戦史　前田中佐述　大正１５年　第３学年 陸軍大学校第３学年　木村大尉

戦役-日露戦役-144 騎兵第１３連隊　小林大尉　向後伍長　関係写真　明治３８．７ 江橋史料

戦役-日露戦役-145 大山総軍司令官以下　満洲軍主脳部の署名寄書　明治３８．１０ -

戦役-日露戦役-146 陸軍少尉　村治昭　日記抜萃　明治３７．４～８月 -

戦役-日露戦役-147 出征者人名簿　明治３７～３８年戦役 後備歩兵第２０連隊第８中隊

戦役-日露戦役-148 在独逸　大井大佐報告　明治３８．８ -
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戦役-日露戦役-149 日露戦史講義録　附録　大正１２年 陸軍大学校

戦役-日露戦役-150 満洲方面に於ける　明治３７～８年戦役経過の概要　大正１２年 -

戦役-日露戦役-151 日露陸海軍公報集　第１巻　明治３７．８ -

戦役-日露戦役-152 日露陸海軍公報集　第２巻　明治３９．１ -

戦役-日露戦役-153 日露陸海軍公報集　第３巻　明治３８．４ -

戦役-日露戦役-154 日露陸海軍公報集　第４巻　明治３８．８ -

戦役-日露戦役-155 日露陸海軍公報集　第５巻　明治３８．１２ -

戦役-日露戦役-156 独立第１０師団の行動　明治４１．４ 市川中佐

戦役-日露戦役-157 満洲方面部隊戦闘詳報集録　明治３８．２．２８～５．１９ 歩兵第２８連隊

戦役-日露戦役-158 臨時軍事費収支概況報告　（第５回）　明治３８．３ -

戦役-日露戦役-159 清特報　第１７号　明治３７．８
在北京陸軍砲兵大佐　青木宣
純

戦役-日露戦役-160 命令綴（日露戦史の研究） 森大佐

戦役-日露戦役-161
グリゴーリイ．ミサイロウイッチ．ラーフロフ　陣中日誌（第１１連隊
副官大尉）　明治３７．２～４

参謀本部第４部

戦役-日露戦役-162
在独逸大井大佐報告　第１７号　（日露戦争関係）　明治３８年９月
１２日

-

戦役-日露戦役-163 旅順攻城戦史　明治４３．４ 井上工兵中佐

戦役-日露戦役-164 日露事件要報　２　明治３７．７～９月 外務省臨時報告委員

戦役-日露戦役-165 日露事件要報　４　明治３７．１２～３８．３ 外務省臨時報告委員

戦役-日露戦役-166 日露事件要報　５　明治３８．５ 外務省臨時報告委員

戦役-日露戦役-167
西伯利鉄道及日露戦役間　輸送の概要　兵要地学附録　明治４
１．２

古川中佐

戦役-日露戦役-168 日露戦史史料　露国軍人による戦闘記事　（５冊） 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-169 北韓兵要地誌　明治３８．３ 大本営陸軍幕僚

戦役-日露戦役-170 忠勇美譚　第１編　明治３７～３８年戦役 教育総監部

戦役-日露戦役-171 忠勇美譚　第２編　明治３７～３８年戦役 教育総監部

戦役-日露戦役-172 忠勇美譚　第３編　明治３７～３８年戦役 教育総監部

戦役-日露戦役-173 忠勇美譚　第４編　明治３７～３８年戦役 教育総監部

戦役-日露戦役-174 忠勇美譚　第５編　明治３７～３８年戦役 教育総監部

戦役-日露戦役-175 露軍之行動　第１巻　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-176 露軍之行動　第１巻　附図（３面）　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-177 露軍之行動　第２巻　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-178 露軍之行動　第２巻　附図（３面）　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-179 露軍之行動　第３巻　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-180 露軍之行動　第３巻　附図（８面）　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-181 露軍之行動　第４巻　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-182 露軍之行動　第４巻　附図（１０面）　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-183 露軍之行動　第５巻　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-184 露軍之行動　第５巻　附図（６面）　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部
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戦役-日露戦役-185 露軍之行動　第６巻　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-186 露軍之行動　第６巻　附図（６面）　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-187 露軍之行動　第７巻　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-188 露軍之行動　第７巻　附図（１０面）　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-189 露軍之行動　第８巻　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-190 露軍之行動　第８巻　附図（１７面）　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-191 露軍之行動　第９巻　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-192 露軍之行動　第９巻　附図（９面）　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-193 露軍之行動　第１０巻　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-194 露軍之行動　第１０巻　附図（５面）　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-195 露軍之行動　第１１巻　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-196 露軍之行動　第１１巻　附図（１５面）　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-197 露軍之行動　第１２巻　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-198 露軍之行動　第１２巻　附図（１４面）　明治３７～３８年役 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-199 戦闘詳報　明治３７年 近衛歩兵第３連隊

戦役-日露戦役-200
楡樹林子及様子嶺附近に於ける　第１軍戦闘詳報　明治３７．７．
３１～８．１

-

戦役-日露戦役-201
楡樹林子及様子嶺附近に於ける　第１軍戦闘詳報　明治３７．７．
３１～８．１

-

戦役-日露戦役-202 遼陽附近に於ける　第１軍戦闘詳報　明治３７．８．２３～９．５ -

戦役-日露戦役-203 遼陽附近に於ける　第１軍戦闘詳報　明治３７．８．２３～９．５ -

戦役-日露戦役-204 沙河会戦に於ける　第１軍戦闘詳報　明治３７．１０．８～１５ -

戦役-日露戦役-205 沙河会戦に於ける　第１軍戦闘詳報　明治３７．１０．８～１５ -

戦役-日露戦役-206 出征以来９月５日に至る　第１軍死傷表　明治３７年 -

戦役-日露戦役-207 沙河会戦に於ける　第２軍戦闘詳報　明治３７．１０．１０～１６ -

戦役-日露戦役-208
奉天附近会戦に於ける　第２軍戦闘詳報　第８号　明治３８．２．２
７～３．１１

-

戦役-日露戦役-209
遼陽附近に於ける　第２軍戦闘詳報　追加　明治３７．８．２９～９．
４

-

戦役-日露戦役-210 第３軍戦闘詳報　第１号　明治３７．６．２６ -

戦役-日露戦役-211 第３軍戦闘詳報　第２号　明治３７．７．３～５ -

戦役-日露戦役-212 第３軍戦闘詳報　第３号　明治３７．７．２６～２８日 -

戦役-日露戦役-213 第３軍戦闘詳報　第３号　明治３７．７．２６～２８日 -

戦役-日露戦役-214 第３軍戦闘詳報　第３号　明治３７．７．２６～２８日 -

戦役-日露戦役-215 第３軍戦闘詳報　第４号　明治３７．７．３０ -

戦役-日露戦役-216 第３軍戦闘詳報　第４号　明治３７．７．３０ -

戦役-日露戦役-217 旅順方面に於ける　第３軍戦闘詳報　明治３７．８．１９～２４日 -

戦役-日露戦役-218
旅順方面に於ける　第３軍戦闘詳報　第７号　明治３７．８．１９～２
４日

-

戦役-日露戦役-219 第３軍戦闘詳報　第７号　明治３７．８．１９～２４日 -

戦役-日露戦役-220
旅順方面に於ける　第３軍戦闘詳報　第１０号　明治３７．１０．２６
～１２．６

-



令和４年８月２日

戦役-日露戦役-221 第３軍戦闘詳報　第１０号　明治３７．１１．２６～１２．６ -

戦役-日露戦役-222
旅順方面に於ける　第３軍戦闘詳報　第１０号　明治３７．１１．２６
～１２．６

-

戦役-日露戦役-223
旅順方面に於ける　第３軍死傷表並に准士官以上死傷者名簿
明治３７．１１．２６～１２．６

-

戦役-日露戦役-224
第３軍死傷表並に准士官以上死傷者名簿　明治３７．１１．２６～１
２．６

-

戦役-日露戦役-225
析木城附近に於ける　第４軍戦闘詳報　第１号　明治３７．７．３０
～８．１

-

戦役-日露戦役-226
析木城附近に於ける　第４軍戦闘詳報　第１号　明治３７．７．３０
～８．１

-

戦役-日露戦役-227
遼陽附近に於ける　第４軍戦闘詳報　第２号　明治３７．８．２６～
９．４

-

戦役-日露戦役-228
遼陽附近に於ける　第４軍戦闘詳報　第２号　明治３７．８．２６～
９．４

-

戦役-日露戦役-229
遼陽附近に於ける　第４軍戦闘詳報　第２号　明治３７．８．２６～
９．４

-

戦役-日露戦役-230
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第２～４号　明治３７．
８．２５～９．２０

-

戦役-日露戦役-231
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第２～４号　明治３７．
８．２５～９．２０

-

戦役-日露戦役-232
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第６号　明治３７．１０．
１～１０日

-

戦役-日露戦役-233
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第６号　明治３７．１０．
１～１０日

-

戦役-日露戦役-234
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第７号　明治３７．１０．
１１～２０日

-

戦役-日露戦役-235
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第７号　明治３７．１０．
１１～２０日

-

戦役-日露戦役-236
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第８号　明治３７．１０．
２１～２５日

-

戦役-日露戦役-237
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第８号　明治３７．１０．
２１～２５日

-

戦役-日露戦役-238
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第８号　明治３７．１０．
２１～２５日

-

戦役-日露戦役-239
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第９号　明治３７．１０．
２６～３１日

-

戦役-日露戦役-240
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第９号　明治３７．１０．
２６～３１日

-

戦役-日露戦役-241
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第９号　明治３７．１０．
２６～３１日

-

戦役-日露戦役-242
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第１０号　明治３７．１
１．１～１０日

-

戦役-日露戦役-243
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第１０号　明治３７．１
１．１～１０日

-

戦役-日露戦役-244
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第１０号　明治３７．１
１．１～１０日

-

戦役-日露戦役-245
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第１１号　明治３７．１
１．１１～２０日

-

戦役-日露戦役-246
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第１２号　明治３７．１
１．２１～３０日

-

戦役-日露戦役-247
旅順方面に於ける　攻城砲兵隊戦闘詳報　第１２号　明治３７．１
１．２１～３０日

-

戦役-日露戦役-248
奉天附近之会戦に於ける　田村支隊戦闘詳報　明治３８．２．２７
～３．２

-

戦役-日露戦役-249
奉天附近之会戦に於ける　田村支隊戦闘詳報　明治３８．２．２７
～３．２

-

戦役-日露戦役-250 鴨緑軍関係戦闘詳報附図　明治３８．２～３月 陸軍省

戦役-日露戦役-251
奉天附近之会戦に於ける　第７師団戦闘詳報　明治３８．２．２７～
３．１

-

戦役-日露戦役-252
大旬子附近に於ける　第１２師団木越支隊戦闘詳報　明治３８．
７．５～６日

-

戦役-日露戦役-253 陣中日誌　（１）　明治３７．２～８月 近衛歩兵第３連隊

戦役-日露戦役-254 陣中日誌　（２）　明治３７．７．２７～１０．２５ 近衛歩兵第３連隊

戦役-日露戦役-255 陣中日誌　（２）　明治３７．８．２１～１０．６ 近衛歩兵第３連隊

戦役-日露戦役-256 陣中日誌　（３）　明治３７．１０．７～１６日 近衛歩兵第３連隊
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戦役-日露戦役-257 陣中日誌　（４）　明治３７．１０．１７～１２．３１ 近衛歩兵第３連隊

戦役-日露戦役-258 沙河会戦　戦闘詳報　３　明治３７．１０～１２ 近衛歩兵第３連隊

戦役-日露戦役-259 陣中日誌　（５）　明治３８．１．１～２．２０ 近衛歩兵第３連隊

戦役-日露戦役-260 陣中日誌　（５）　明治３８．２．２５～３．１９ 近衛歩兵第３連隊

戦役-日露戦役-261 陣中日誌　（６）　明治３８．２．２１～３．２５ 近衛歩兵第３連隊

戦役-日露戦役-262 陣中日誌　附録（復員業務）　明治３８年 近衛歩兵第３連隊

戦役-日露戦役-263 日露戦役　陣中日誌　明治３７．２．５～６．２７ 近衛歩兵第３連隊

戦役-日露戦役-264 自沙河滯陣　至復員　日露戦役史 近衛歩兵第３連隊

戦役-日露戦役-265 日露戦争に於ける旅順要塞の攻防　永久築城攻防戦例 -

戦役-日露戦役-266 戦闘詳報　明治３７．１１．２４～２８日 後備歩兵第１旅団

戦役-日露戦役-267 臨時気球隊気球昇謄に関する報告　明治３７．８．１３～１０．３ -

戦役-日露戦役-268 臨時気球隊気球昇謄に関する報告　明治３７．８．～１０月 -

戦役-日露戦役-269 近衛歩兵第３連隊第３大隊　征露誌（前・後編）　明治３８．８ -

戦役-日露戦役-270 動員下令　明治３７．２．５ -

戦役-日露戦役-271 日露戦役に於ける衛生業務の大要　明治３９．４ -

戦役-日露戦役-272 日露兵站史　（第１２師団独立作戦期間の兵站）　昭和７．２～３月 佐々木輜重兵大佐講述

戦役-日露戦役-273 満洲土語案内　明治３７．３ 第１軍司令部編纂

戦役-日露戦役-274 兵站病馬廠業務概況及報告　明治３７～３８年戦役 第４軍　藤崎部長

戦役-日露戦役-275 日露戦史史料　日露戦争　第１巻　１～５ 露国バイオフ大佐編

戦役-日露戦役-276 日露戦史史料　日露戦争　第２巻　２～５ 露国バイオフ大佐編

戦役-日露戦役-277 日露戦史史料　日独仏露　各国軍人による旅順攻囲戦記 参謀本部　第４部

戦役-日露戦役-278 日露戦史史料　日露戦術鑑等 仏国陸軍参謀著

戦役-日露戦役-279 日露戦史史料　露国満洲軍１８箇月従軍記（第１～２巻） 独逸フォン・テッタゥ少佐著

戦役-日露戦役-280 日露戦史史料　日露戦争梗概　１．４．５巻 露国軍事彙報摘訳

戦役-日露戦役-281 日露戦史史料　日露戦争の経験 露国参謀著

戦役-日露戦役-282 日露戦争　附属地図　明治３７～３８年役 -

戦役-日露戦役-283 戦争の実験　第１～５号　明治３８．９ 露国兵事新聞連続

戦役-日露戦役-284 日露戦史　明治４０年 陸軍砲工学校

戦役-日露戦役-285
日露戦史　（４）　遼陽沙河黒溝台会戦日本軍の決戦準備　大正１
２年

陸軍大学校

戦役-日露戦役-286 隣邦戦史講義録 -

戦役-日露戦役-287 外国軍人の見た日露戦役　（１４冊） 参謀本部編

戦役-日露戦役-288 日露戦役回想談 陸軍中将　大島健一

戦役-日露戦役-289 旅順攻城戦史 金子砲兵少佐

戦役-日露戦役-290 露国陸軍省令並に叙任及辞令　明治３７～３８年 参謀本部第１部

戦役-日露戦役-291 最近の露軍　第２．３号　明治３８．２～３月 大本営陸軍参謀部

戦役-日露戦役-292 日露戦史史料　日露戦争　第１～６巻 独国インマヌエル大尉著
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戦役-日露戦役-293 日露戦史史料　帥兵上に於ける日露戦争の実験及教訓　（２．３） 独逸インマヌエル大尉著

戦役-日露戦役-294 日露戦史史料　独逸軍事週報　附冊等 参謀本部第４部

戦役-日露戦役-295 日露戦史史料　露国軍事彙報所載記事 参謀本部第４部

戦役-日露戦役-296
日露戦史史料　墺国軍人による日露戦役記　（「ストレツフロイル」
墺国軍事雑誌所載）

参謀本部第４部

戦役-日露戦役-297 日露戦史史料　遼陽方面戦記（露国軍事彙報所載） 参謀本部第４部

戦役-日露戦役-298
日露戦史史料　日露戦争の詳細（旅順の部２～７巻）　（墺国．スト
レツフロイル社出版）

参謀本部第４部

戦役-日露戦役-299
日露戦史史料　独逸参謀本部編纂戦史叢書　鴨緑江．得利寺．遼
陽戦

参謀本部第４部

戦役-日露戦役-300 第１師団第１４補助輸卒隊の行動　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-301 輜重兵第２大隊行動史　明治３７～３８年戦役 輜重兵研究会

戦役-日露戦役-302 輜重兵第２大隊行動史　明治３７～３８年戦役 輜重兵研究会

戦役-日露戦役-303 歩兵第１１連隊歴史　巻１　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-304 歩兵第１１連隊歴史　巻２　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-305 歩兵第１１連隊歴史　巻３　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-306
歩兵第１１連隊歴史　附録第１　経理．衛生．補充大隊業務　明治
３７～３８年戦役

-

戦役-日露戦役-307
歩兵第１１連隊歴史　附録第２　戦死病歿将校准士官小伝等　明
治３７～３８年戦役

-

戦役-日露戦役-308 歩兵第１１連隊歴史　附図　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-309 後備歩兵第３６連隊第２大隊戦史　明治３７～３８年戦役 -

戦役-日露戦役-310 大民屯附近に派遣されたる斥候報告　明治３８．１ 騎兵中尉　国生清二

戦役-日露戦役-311 旅順要塞攻撃作業詳報　明治３９．６ 第３軍司令部

戦役-日露戦役-312 防備隊告示写　明治３７．２以降 餅原鎮海湾防備隊司令官

戦役-日露戦役-313 陣中日誌　其２　明治３７．１２ 広島湾要塞司令部

戦役-日露戦役-314 留守日誌　明治３７．２～３８．１２ 野戦砲兵第１２連隊補充大隊

戦役-日露戦役-315 詔勅　明治３７．２～３９．１ -

戦役-日露戦役-316 今回戦役の実験に基き将来に関する意見　明治３８．１１ 第７師団

戦役-日露戦役-317 第１篇　陣地攻撃の研究 小沼大佐

戦役-日露戦役-318 日露戦役．詔勅．勅語．兵站関係史料　明治３８．１０ -

戦役-日露戦役-319 干洪屯の強襲　明治３８．３ 歩兵第１６連隊長　岡本忠雄

戦役-日露戦役-320 旅順小戦史 旅順　小林部隊

戦役-日露戦役-321 古城めぐり　２０３高地 -

戦役-日露戦役-322 大庭二郎中佐日記 -

戦役-日露戦役-323 大庭二郎大将　難攻の旅順港 -

戦役-日露戦役-324 旅順開城記念　展覧会写真帖 -

戦役-日露戦役-325 第３軍の旅順攻略関係史料 第３軍参謀副長　大庭二郎中佐

戦役-日露戦役-326 大庭二郎大将　旅順口近傍図．遼東半島図 -

戦役-日露戦役-327 日露戦役等における通信関係綴 -

戦役-日露戦役-328 日露戦史編纂綱領・規定・注意等　明治３９年２月 -
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戦役-日露戦役-329 旅順戦話　白玉山にささぐ 鍋島五郎編

戦役-日露戦役-330 松山収容　露国俘虜 松山俘慮収容所編

戦役-日露戦役-331 旅順攻城戦の梗概 -

戦役-日露戦役-332 伏見宮貞愛親王殿下　戦袍日誌　明治３７．３～７ -

戦役-日露戦役-333 １９０４～１９０５年．１９０８年　日露戦争に関する北欧の新聞報道 -

戦役-日露戦役-334 日露戦史　附録　附図 陸軍大学校

戦役-日露戦役-335 日露戦史　第２巻　（沙河合戦） 陸軍大学校

戦役-日露戦役-336 野戦砲兵第１６連隊　明治３７～８年戦史 -

戦役-日露戦役-337 野戦砲兵第１６連隊　明治３７～８年戦史　附録 -

戦役-日露戦役-338 野戦砲兵第１６連隊　明治３７～８年戦史　附図 -

戦役-日露戦役-344
攻城工兵廠　陣中日誌　（其１）　明治３７年５月１日～３７年７月３
１日

-

戦役-日露戦役-345
攻城工兵廠　陣中日誌　（其２）　明治３７年８月１日～３７年８月３
１日

-

戦役-日露戦役-346 攻城工兵廠　陣中日誌　（其３）　明治３７年９月１日～９月３０日 -

戦役-日露戦役-347
攻城工兵廠　陣中日誌　（其４）　明治３７年１０月１日～１０月３１
日

-

戦役-日露戦役-348
攻城工兵廠　陣中日誌　（其５）　明治３７年１１月１日～１１月３０
日

-

戦役-日露戦役-349
攻城工兵廠　陣中日誌　（其６）　明治３７年１２月１日～３７年１２
月３１日

-

戦役-日露戦役-350 攻城工兵廠　陣中日誌　（其７）　明治３８年１月１日～１月３１日 -

戦役-日露戦役-351 攻城工兵廠関係史料綴　明治３７～３８年 攻城工兵廠

戦役-日露戦役-352 日清露韓精細全図　明治３７年３月 日清露韓精細全図研究所

戦役-日露戦役-353 旅順要塞攻略後の残務処理関係資料綴　明治３９年１月～１２月 -

戦役-日露戦役-354 騎兵課業務詳報 -

戦役-日露戦役-355 旅順写真帳及旅順戦跡絵葉書　昭和１４年 -

戦役-日露戦役-356 日露戦争開戦の詔勅 -

戦役-日露戦役-357 日露征戦日記　１／４　（原本　軍隊手牒）　明治３７年～３８年 -

戦役-日露戦役-358 日露征戦日記　２／４　（原稿Ⅰ）　明治３７年～３８年 -

戦役-日露戦役-359 日露征戦日記　３／４　（原稿Ⅱ．Ⅲ）　明治３７年～３８年 -

戦役-日露戦役-360 日露征戦日記　４／４　（ノート４冊）　明治３７年～３８年 -

戦役-日露戦役-361 陣中日誌明治３７年自８月１日至１０月３１日第貳号甲共二 歩兵第２１連隊

戦役-日露戦役-362 野戦砲兵団隊長召集記事 野戦砲兵射撃学校

戦役-日露戦役-363 南山戦闘詳報 野戦砲兵第１４連隊第１大隊

戦役-日露戦役-364 日露戦争参戦地図 佐藤敏三

戦役-日露戦役-365 沈旦堡之籠城 -

戦役-日露戦役-366 戦闘附図
騎兵第４連隊長陸軍騎兵大佐
内田廣徳

戦役-日露戦役-367 戦友名簿 第４師団騎兵第４連隊

戦役-日露戦役-368 陣中日誌第１号M37.5.1～38.3.31第２号M38.4.1～12.31 内田廣徳

戦役-日露戦役-369 秘陣中冬季作業 内田廣徳
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戦役-日露戦役-370 戦地よりの書信（廣徳より其の妻へ）３１通 内田廣徳

戦役-日露戦役-371 旅順攻略戦の梗概　森川史料 旅順要塞司令部

戦役-日露戦役-372 旅順市内露治時代主要建物配置図　森川史料 財団法人関東州戦跡保存会

戦役-日露戦役-373
陣中日誌其の１野戦砲兵第１６連隊第１大隊　明治３７．５．１４～
３８．２．２５

野戦砲兵１６連隊第１大隊

戦役-日露戦役-374
陣中日誌其の２野戦砲兵第１６連隊第１大隊　明治３８．２．２６～
１１．１９

野戦砲兵第１６連隊第１大隊

戦役-日露戦役-375 浜寺捕虜収容所職員名簿 浜寺捕虜収容所

戦役-日露戦役-376 歩兵第１４連隊第３大隊陣中日誌 歩兵第１４連隊第３大隊

戦役-日露戦役-377 茂沢祐作　明治３７・８年戦役従軍日誌　全 茂沢祐作

戦役-日露戦役-378 西山杢吉「日露戦争従軍記」 上  附  西山杢吉軍隊手帳 西山杢吉

戦役-日露戦役-379 西山杢吉「日露戦争従軍記」 中 西山杢吉

戦役-日露戦役-380 西山杢吉「日露戦争従軍記」 下 西山杢吉

戦役-日露戦役-381 明治３７～８年　日露戦役従軍日誌 河邊義熙

戦役-日露戦役-382_2 紀念　日露戦遇記 島上幸次郎

戦役-日露戦役-383 明治３７年４月より　日露戦役従軍日誌 梶尾兼太郎

戦役-日露戦役-384 旅順砲台背面見取図 小島伊之吉

戦役-日露戦役-385 東京工廠日露戦役に於ける工業動員摘記 小松八四郎

戦役-日露戦役-386
陣中日誌　第２繋駕機関砲隊　第１号 明治３７年５月１４日～３７
年１０月１３日

第２繋駕機関砲隊

戦役-日露戦役-387
陣中日誌　第２繋駕機関砲隊　第２号 明治３７年１０月１４日～３７
年１２月３１日

第２繋駕機関砲隊

戦役-日露戦役-388
陣中日誌　第２繋駕機関砲隊　第３号 明治３８年１月１日～３８年
２月２７日

第２繋駕機関砲隊

戦役-日露戦役-389
陣中日誌　第２繋駕機関砲隊　第４号 明治３８年２月２８日～３８
年４月５日

第２繋駕機関砲隊

戦役-日露戦役-390
陣中日誌　騎兵第１２連隊第３中隊 明治３７年７月１９日～１２月３
１日

騎兵第１２連隊第３中隊

戦役-日露戦役-391
陣中日誌　騎兵第４連隊第２中隊　第１冊 明治３７年３月６日～９
月１２日

騎兵第４連隊第２中隊

戦役-日露戦役-392
陣中日誌　騎兵第４連隊第２中隊　第２冊 明治３７年１０月６日～
３８年１２月２３日

騎兵第４連隊第２中隊

戦役-日露戦役-393
陣中日誌　騎兵第４連隊第３中隊 明治３７年９月６日～３８年１２
月１２日

騎兵第４連隊第３中隊

戦役-日露戦役-394
陣中日誌　騎兵第４連隊第１大隊 明治３７年９月１１日～３８年１２
月２１日

騎兵第４連隊第１大隊

戦役-日露戦役-395
陣中日誌　第６師団第２２補助輸卒隊　第１ 明治３８年２月１０日
～７月３１日

第６師団第２２補助輸卒隊

戦役-日露戦役-396
陣中日誌　第６師団第２２補助輸卒隊　第２ 明治３８年８月１日～
３９年２月１０日

第６師団第２２補助輸卒隊

戦役-日露戦役-397
陣中日誌　第６師団第２３補助輸卒隊 明治３８年２月１１日～３９
年２月１１日

第６師団第２３補助輸卒隊

戦役-日露戦役-398 陣中日誌　工兵第１０大隊　第２冊 明治３７年８月１日～９月３０日 工兵第１０大隊

戦役-日露戦役-399
陣中日誌　工兵第１０大隊　第３冊 明治３７年１０月１日～１２月３
１日

工兵第１０大隊

戦役-日露戦役-400 陣中日誌　工兵第１０大隊　第４冊 明治３８年１月１日～２月２８日 工兵第１０大隊

戦役-日露戦役-401 陣中日誌　工兵第１０大隊　第５冊 明治３８年３月１日～３月３１日 工兵第１０大隊

戦役-日露戦役-402 陣中日誌　工兵第１０大隊　第６冊 明治３８年４月１日～５月３１日 工兵第１０大隊

戦役-日露戦役-403 陣中日誌　工兵第１０大隊　第７冊 明治３８年６月１日～７月３１日 工兵第１０大隊

戦役-日露戦役-404 陣中日誌　工兵第１０大隊　第８冊 明治３８年８月１日～９月３０日 工兵第１０大隊

戦役-日露戦役-405
陣中日誌　工兵第１０大隊　第９冊 明治３８年１０月１日～３９年２
月１２日

工兵第１０大隊
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戦役-日露戦役-406
陣中日誌　後備第２師団工兵第１中隊 明治３７年１０月３０日～３
８年８月２０日

後備第２師団工兵第１中隊

戦役-日露戦役-407 征露日誌
池清魚（後備歩兵第2連隊第2大
隊副官）

戦役-日露戦役-408 日露戦役　大正3、4年戦役　陣中日誌 古賀三喜蔵

戦役-日露戦役-409 第1師団第3野戦病院　業務報告綴　明治37年7月～38年11月 第1師団第3野戦病院

戦役-欧州大戦-1_1 欧洲戦争叢書索引　大正１２．６ 偕行社記事５８６号附録

戦役-欧州大戦-1_2
欧州戦争叢書　特第１号　１９１４．８　Ｌｉｅｇｅ　及　Ｎａｍｕｒ要塞の
攻略　大．８．１．３０

参謀本部

戦役-欧州大戦-2
欧州戦争叢書　特第１号　１９１４．８　Ｌｉｅｇｅ　及　Ｎａｍｕｒ要塞の
攻略　大．８．１．３０

参謀本部

戦役-欧州大戦-3
欧州戦争叢書　特第１号　１９１４．８　Ｌｉｅｇｅ　及　Ｎａｍｕｒ要塞の
攻略　大．８．１．３０

参謀本部

戦役-欧州大戦-4 欧州戦争叢書　特第２号　英国埃及遠征軍の沙漠作戦　大８．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-5 欧州戦争叢書　特第２号　英国埃及遠征軍の沙漠作戦　大８．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-6
欧州戦争叢書　特第２号　英国埃及遠征軍の沙漠作戦　大８．３．
３０

参謀本部

戦役-欧州大戦-7 欧州戦争叢書　特第２号　英国埃及遠征軍の沙漠作戦　大８．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-8 欧州戦争叢書　特第３号　１９１４年　フランドル会戦　大８．８ 参謀本部

戦役-欧州大戦-9 欧州戦争叢書　特第３号　１９１４年　フランドル会戦　大８．８ 参謀本部

戦役-欧州大戦-10 欧州戦争叢書　特第３号　１９１４年　フランドル会戦　大８．８ 参謀本部

戦役-欧州大戦-11 欧州戦争叢書　特第３号　１９１４年　フランドル会戦　大８．８ 参謀本部

戦役-欧州大戦-12 欧州戦争叢書　特第３号　１９１４年　フランドル会戦　大８．８ 参謀本部

戦役-欧州大戦-13
欧州戦争叢書　特第４号　１９１４．１１．１２　「ロッヅ」附近の会戦
大８．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-14
欧州戦争叢書　特第４号　１９１４．１１．１２　「ロッヅ」附近の会戦
大８．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-15
欧州戦争叢書　特第４号　１９１４．１１．１２　「ロッヅ」附近の会戦
大８．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-16
欧州戦争叢書　特第５号　大局より見たる世界戦史　１９１４年　大
８．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-17 欧州戦争叢書　特第５号　大局より見たる世界戦史　大８．１２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-18 欧州戦争叢書　特第５号　大局より見たる世界戦史　大８．１２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-19 欧州戦争叢書　特第５号　大局より見たる世界戦史　大８．１２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-20 欧州戦争叢書　特第６号　大局より見たる世界戦史　大９．２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-21 欧州戦争叢書　特第６号　大局より見たる世界戦史　大９．２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-22 欧州戦争叢書　特第６号　大局より見たる世界戦史　大９．２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-23 欧州戦争叢書　特第６号　大局より見たる世界戦史　大９．２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-24 欧州戦争叢書　特第７号　大局より見たる世界戦史　大９．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-25 欧州戦争叢書　特第７号　大局より見たる世界戦史　大９．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-26 欧州戦争叢書　特第７号　大局より見たる世界戦史　大９．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-27 欧州戦争叢書　特第７号　大局より見たる世界戦史　大９．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-28 欧州戦争叢書　特第８号　大局より見たる世界戦史　大９．４ 参謀本部

戦役-欧州大戦-29 欧州戦争叢書　特第８号　大局より見たる世界戦史　大９．４ 参謀本部

戦役-欧州大戦-30 欧州戦争叢書　特第８号　大局より見たる世界戦史　大９．４ 参謀本部

戦役-欧州大戦-31 欧州戦争叢書　特第９号　大局より見たる世界戦史　大９．６ 参謀本部
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戦役-欧州大戦-32 欧州戦争叢書　特第９号　大局より見たる世界戦史　大９．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-33 欧州戦争叢書　特第９号　大局より見たる世界戦史　大９．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-33_2
欧州戦争叢書　特第９号　大局より見たる世界戦史　１９１８年（大
正９年）

-

戦役-欧州大戦-34
欧州戦争叢書　特第１０号　西方戦場における統帥の真相　大９．
１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-35
欧州戦争叢書　特第１０号　西方戦場における統帥の真相　大９．
１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-36 欧州戦争叢書　特第１０号　西方戦場における統帥の真相　大９ 参謀本部

戦役-欧州大戦-37
欧州戦争叢書　特第１０号　西方戦場における統帥の真相　大９．
１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-38
欧州戦争叢書　特第１０号　西方戦場における統帥の真相　大９．
１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-39 欧州戦争叢書　特第１１号　殱滅戦　大１０．５ 参謀本部

戦役-欧州大戦-40 欧州戦争叢書　特第１１号　殱滅戦　大１０．５ 参謀本部

戦役-欧州大戦-40_2 欧州戦争叢書　特第１１号　殱滅戦 参謀本部

戦役-欧州大戦-41
欧州戦争叢書　特第１２号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　（其の１）　大１０．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-42
欧州戦争叢書　特第１２号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　（其の１）　大１０．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-43
欧州戦争叢書　特第１２号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の１　大１０．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-44
欧州戦争叢書　特第１２号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の１　大１０．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-45
欧州戦争叢書　特第１２号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究（其の１）　大１０．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-46
欧州戦争叢書　特第１３号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の２　大１０．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-47
欧州戦争叢書　特第１３号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の２　大１０．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-48
欧州戦争叢書　特第１３号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の２　大１０．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-49
欧州戦争叢書　特第１３号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の２　大１０．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-50
欧州戦争叢書　特第１４号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の３　大１０．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-51
欧州戦争叢書　特第１４号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の３　大１０．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-52
欧州戦争叢書　特第１４号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の３　大１０．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-53
欧州戦争叢書　特第１４号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の３　大１０．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-54
欧州戦争叢書　特第１４号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の３　大１０．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-55
欧州戦争叢書　特第１５号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の４　大１０．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-56
欧州戦争叢書　特第１５号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の４　大１０．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-57
欧州戦争叢書　特第１５号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の４　大１０．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-58
欧州戦争叢書　特第１５号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の４　大１０．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-59
欧州戦争叢書　特第１５号　開戦前における仏軍の作戦計画及
「マルヌ」会戦に至る研究　其の４　大１０．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-60
欧州戦争叢書　特第１６号　１９１４．８～９　露墺第１会戦に於ける
墺軍総司令部　及　第４軍の行動　大１１．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-61
欧州戦争叢書　特第１６号　１９１４．８～９　露墺第１会戦に於ける
墺軍総司令部　及　第４軍の行動　大１１．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-62
欧州戦争叢書　特第１６号　１９１４．８～９　露墺第１会戦における
墺軍総司令部　及　第４軍の行動　大１１．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-63
欧州戦争叢書　特第１６号　１９１４．８～９　露墺第１会戦における
墺軍総司令部　及　第４軍の行動　大１１．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-64
欧州戦争叢書　特第１６号　１９１４．８～９　露墺第１会戦における
墺軍総司令部　及　第４軍の行動　大１１．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-65
欧州戦争叢書　特第１６号　１９１４．８～９　露墺第１会戦における
墺軍総司令部　及　第４軍の行動　大１１．２

参謀本部
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戦役-欧州大戦-66
欧州戦争叢書　特第１６号　１９１４．８～９　露墺第１会戦における
墺軍総司令部　及　第４軍の行動　大１１．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-67
欧州戦争叢書　特第１７号　１９２１～２２　希土戦争経過の概要
（大戦後における運動戦）

参謀本部

戦役-欧州大戦-68
欧州戦争叢書　特第１７号　１９２１～２２　希土戦争経過の概要
（大戦後における運動戦）

参謀本部

戦役-欧州大戦-69
欧州戦争叢書　特第１７号　１９２１～２２　希土戦争経過の概要
大１２．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-70
欧州戦争叢書　特第１７号　１９２１～２２　希土戦争経過の概要
（大戦後に於ける運動戦）　大１２．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-71
欧州戦争叢書　特第１７号　１９２１～２２　希土戦争経過の概要
（大戦後に於ける運動戦）　大１２．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-72 欧州戦争叢書　特第１８号　熱き地に戦する概念　大１２．８ 参謀本部

戦役-欧州大戦-73 欧州戦争叢書　特第１８号　熱き地に戦する概念　大１２．８ 参謀本部

戦役-欧州大戦-74 欧州戦争叢書　特第１８号　熱き地に戦する概念　大１２．８ 参謀本部

戦役-欧州大戦-75 欧州戦争叢書　特第１８号　熱き地に戦する概念　大１２．８ 参謀本部

戦役-欧州大戦-76 欧州戦争叢書　特第１８号　熱き地に戦する概念　大１２．８ 参謀本部

戦役-欧州大戦-77
欧州戦争叢書　特第１９号　世界大戦の戦術的観察　（第１巻）
大１３．５

参謀本部

戦役-欧州大戦-78
欧州戦争叢書　特第１９号　世界大戦の戦術的観察　第１巻　大１
３．５

参謀本部

戦役-欧州大戦-79
欧州戦争叢書　特第１９号　世界大戦の戦術的観察　（第１巻）
大１３．５

参謀本部

戦役-欧州大戦-80
欧州戦争叢書　特第１９号　世界大戦の戦術的観察　（第１巻）
大１３．５

参謀本部

戦役-欧州大戦-81
欧州戦争叢書　特第１９号　世界大戦の戦術的観察　（第１巻）
大１３．５

参謀本部

戦役-欧州大戦-82 欧州戦争叢書　特第１９号　世界大戦の戦術的観察　大１３．５ 参謀本部

戦役-欧州大戦-83
欧州戦争叢書　特第１９号　世界大戦の戦術的観察　（第１巻）
大１３．５

参謀本部

戦役-欧州大戦-84
欧州戦争叢書　特第２０号　世界大戦の戦術的観察　（第２巻）
大１３．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-85
欧州戦争叢書　特第２０号　世界大戦の戦術的観察　（第２巻）
大１３．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-86
欧州戦争叢書　特第２０号　世界大戦の戦術的観察　第２巻　大１
３．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-87
欧州戦争叢書　特第２０号　世界大戦の戦術的観察　（第２巻）
大１３．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-88
欧州戦争叢書　特第２０号　世界大戦の戦術的観察　（第２巻）
大１３．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-89
欧州戦争叢書　特第２０号　世界大戦の戦術的観察　（第２巻）
大１３．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-90
欧州戦争叢書　特第２０号　世界大戦の戦術的観察　（第２巻）
大１３．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-91
欧州戦争叢書　特第２１号　世界大戦の戦術的観察　（第３巻）
大１３．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-92
欧州戦争叢書　特第２１号　世界大戦の戦術的観察　第３巻　大１
３．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-93
欧州戦争叢書　特第２１号　世界大戦の戦術的観察　第３巻　大１
３．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-94
欧州戦争叢書　特第２１号　世界大戦の戦術的観察　第３巻　大１
３．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-95
欧州戦争叢書　特第２１号　世界大戦の戦術的観察　第３巻　大１
３．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-96
欧州戦争叢書　特第２２号　世界大戦の戦術的観察　第４巻　大１
４．４

参謀本部

戦役-欧州大戦-97
欧州戦争叢書　特第２２号　世界大戦の戦術的観察　第４巻　大１
４．４

参謀本部

戦役-欧州大戦-98
欧州戦争叢書　特第２２号　世界大戦の戦術的観察　第４巻　大１
４．４

参謀本部

戦役-欧州大戦-99
欧州戦争叢書　特第２２号　世界大戦の戦術的観察　第４巻　大１
４．４

参謀本部

戦役-欧州大戦-100
欧州戦争叢書　特第２２号　世界大戦の戦術的観察　（第４巻）
大１４．４

参謀本部

戦役-欧州大戦-101
欧州戦争叢書　特第２２号　世界大戦の戦術的観察　第４巻　大１
４．４

参謀本部
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戦役-欧州大戦-102
欧州戦争叢書　特第２３号　世界大戦の戦術的観察　第５巻　大１
５．３

参謀本部

戦役-欧州大戦-103
欧州戦争叢書　特第２３号　世界大戦の戦術的観察　第５巻　大１
５．３

参謀本部

戦役-欧州大戦-104
欧州戦争叢書　特第２３号　世界大戦の戦術的観察　第５巻　大１
５．３

参謀本部

戦役-欧州大戦-105
欧州戦争叢書　特第２３号　世界大戦の戦術的観察　第５巻　大１
５．３

参謀本部

戦役-欧州大戦-106
欧州戦争叢書　特第２３号　世界大戦の戦術的観察　第５巻　大１
５．３

参謀本部

戦役-欧州大戦-107
欧州戦争叢書　特第２４号　大戦間における英仏露連合作戦　大
１４．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-108
欧州戦争叢書　特第２４号　大戦間における英仏露連合作戦　大
１４．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-109
欧州戦争叢書　特第２４号　大戦間における英仏露連合作戦　大
１４．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-110
欧州戦争叢書　特第２４号　大戦間における英仏露連合作戦　大
１４．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-111 欧州大戦叢書　大戦間に於ける英仏露連合作戦　大１４．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-112
１９１５．５　独墺軍の「ゴルリッツ」突破戦　同会戦における予備
第４１軍団の攻撃　大１５．３

参謀本部

戦役-欧州大戦-113 独墺軍の「ゴルリッツ」突破戦　大４ 参謀本部

戦役-欧州大戦-114
１９１５．５．３　独墺軍の「ゴルリッツ」突破戦　同会戦における予
備　第４１軍団の攻撃　大１５．３

参謀本部

戦役-欧州大戦-115
１９１５．５．３　独墺軍の「ゴルリッツ」突破戦　同会戦における予
備　第４１軍団の攻撃　大１５．３

参謀本部

戦役-欧州大戦-116 欧州戦争叢書　第１巻　欧州大戦外交史　大５．７ 参謀本部

戦役-欧州大戦-117
欧州戦争叢書　第２巻　１９１４．西方戦場作戦に関る評論　大５．
８

参謀本部

戦役-欧州大戦-118 欧州戦争叢書　自　第１巻　至　第５巻　大６．１２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-119 欧州戦争叢書　第１巻～第５巻　大６．１２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-120
欧州戦争叢書　第５巻　１９１４．西方戦場の作戦に関する評論
大５．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-121 欧州戦争叢書　第７巻～第１１巻　大６．１２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-122 欧州戦争叢書　第７巻～第１１巻　大６．１２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-123 欧州戦争叢書　第７巻　大５．９ 参謀本部

戦役-欧州大戦-124 欧州戦争叢書　第８巻　大５．９ 参謀本部

戦役-欧州大戦-125 欧州戦争叢書　第８巻　大５．９ 参謀本部

戦役-欧州大戦-126
欧州戦争叢書　第９巻　開戦より陣地戦の生起に至る仏軍の作戦
評論　大５．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-127
欧州戦争叢書　第１０巻　飛行機用法に関する欧州戦争の教訓
大５．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-128
欧州戦争叢書　第１１巻　１．欧州戦争と独逸　２．現在及将来の
戦争と攻撃精神　大６．５

参謀本部

戦役-欧州大戦-129
欧州戦争叢書　第１２巻　１９１６．６　「ヴェルダン」要塞．「ヴォー」
堡塁陥落の情況　大６．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-130
欧州戦争叢書　第１２巻　１９１６．６　「ヴェルダン」要塞．「ヴォー」
堡塁陥落の情況　大６．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-131
欧州戦争叢書　第１２巻　１９１６．６　「ヴェルダン」要塞．「ヴォー」
堡塁陥落の情況　大６．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-132
欧州戦争叢書　第１２巻　１９１６．６　「ヴェルダン」要塞．「ヴォー」
堡塁陥落の情況　大６．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-133
欧州戦争叢書　第１２巻　１９１６．６　「ヴェルダン」要塞．「ヴォー」
堡塁陥落の情況　大６．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-134
欧州戦争叢書　第１２巻　１９１６．６　「ヴェルダン」要塞．「ヴォー」
堡塁陥落の情況　大６．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-135
欧州戦争叢書　第１３巻　欧州戦争に於ける包囲及中央突破　大
６．７

参謀本部

戦役-欧州大戦-136
欧州戦争叢書　第１３巻　欧州戦争における包囲及中央突破　大
６．７

参謀本部

戦役-欧州大戦-137
欧州戦争叢書　第１３巻　欧州戦争における包囲及中央突破　大
６．７

参謀本部
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戦役-欧州大戦-138
欧州戦争叢書　第１３巻　欧州戦争における包囲及中央突破　大
６．７

参謀本部

戦役-欧州大戦-139
欧州戦争叢書　第１３巻　欧州戦争における包囲及中央突破　大
６．７

参謀本部

戦役-欧州大戦-140
欧州戦争叢書　第１３巻　欧州戦争における包囲及中央突破　大
６．７

参謀本部

戦役-欧州大戦-141 欧州戦争叢書　第１３巻　大６．７ 参謀本部

戦役-欧州大戦-142
欧州戦争叢書　第１４巻　西方戦場における捕虜を獲んか為の小
部隊奇襲の戦例　１９１６年欧米外交１班　大６．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-143
欧州戦争叢書　第１４巻　西方戦場における捕虜を得んが為の小
部隊奇襲の戦例　１９１６年欧米外交１班　大６．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-144
欧州戦争叢書　第１４巻　西方戦場における捕虜を得んが為の小
部隊奇襲の戦例　１９１６年欧米外交１班　大６．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-145
欧州戦争叢書　第１４巻　西方戦場における捕虜を得んが為の小
部隊奇襲の戦例　１９１６年欧米外交１班　大６．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-146
欧州戦争叢書　第１５巻　１９１５．５～６．「マッケンゼン」軍突破作
戦の評論　大６．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-147
欧州戦争叢書　第１５巻　１９１５．５～６．「マッケンゼン」軍突破作
戦の評論　大６．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-148
欧州戦争叢書　第１５巻　１９１５．５～６．「マッケンゼン」軍突破作
戦の評論　大６．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-149
欧州戦争叢書　第１５巻　１９１５．５～６．「マッケンゼン」軍突破作
戦の評論　大６．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-150
欧州戦争叢書　第１５巻　１９１５．５～６．「マッケンゼン」軍突破作
戦の評論　大６．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-151
欧州戦争叢書　第１５巻　１９１５．５～６．「マッケンゼン」軍突破作
戦の評論　大６．１０

参謀本部

戦役-欧州大戦-152
欧州戦争叢書　第１６巻　１．１９１６　伊墺．バルカン．アジア．土
耳其方面作戦経過の要略並評論　２．欧州戦争における中立侵
犯問題　大６．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-153
欧州戦争叢書　第１６巻　１．１９１６　伊墺．バルカン．アジア．土
耳其方面作戦経過の要略並評論　２．欧州戦争における中立侵
犯問題　大６．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-154
欧州戦争叢書　第１６巻　１．１９１６　伊墺．バルカン．アジア．土
耳其方面作戦経過の要略並評論　２．欧州戦争における中立侵
犯問題　大６．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-155
欧州戦争叢書　第１６巻　１．１９１６　伊墺．バルカン．アジア．土
耳其方面作戦経過の要略並評論　２．欧州戦争における中立侵
犯問題　大６．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-156
欧州戦争叢書　第１６巻　１．１９１６　伊墺．バルカン．アジア．土
耳其方面作戦経過の要略並評論　２．欧州戦争における中立侵
犯問題　大６．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-157
欧州戦争叢書　第１６巻　１．１９１６　伊墺．バルカン．アジア．土
耳其方面作戦経過の要略並評論　２．欧州戦争における中立侵
犯問題　大６．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-158
欧州戦争叢書　第１６巻　１．１９１６　伊墺．バルカン．アジア．土
耳其方面作戦経過の要略並評論　２．欧州戦争における中立侵
犯問題　大６．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-159
欧州戦争叢書　第１７巻　１９１４　仏日戦場における英軍の行動．
英軍の動員よりマルヌ河南方への退却まで　大６．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-160
欧州戦争叢書　第１７巻　１９１４　仏日戦場における英軍の行動．
英軍の動員よりマルヌ河南方への退却まで　大６．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-161
欧州戦争叢書　第１７巻　１９１４年　仏日戦場における英軍の行
動．英軍の動員よりマルヌ河南方への退却まで　大６．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-162
欧州戦争叢書　第１７巻　１９１４　仏日戦場における英軍の行動．
英軍の動員よりマルヌ河南方への退却まで　大６．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-163
欧州戦争叢書　第１７巻　１９１４年　仏日戦場における英軍の行
動．英軍の動員よりマルヌ河南方への退却まで　大６．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-164 欧州戦争叢書　第１８巻　１９１６年　羅馬尼作戦評論　大７．２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-165 欧州戦争叢書　第１８巻　１９１６年　羅馬尼作戦評論　大７．２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-166 欧州戦争叢書　第１８巻　１９１６年　羅馬尼作戦評論　大７．２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-167 欧州戦争叢書　第１８巻　１９１６年　羅馬尼作戦評論　大７．２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-168 欧州戦争叢書　第１８巻　１９１６年　羅馬尼作戦評論　大７．２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-169 欧州戦争叢書　第１８巻　１９１６年　羅馬尼作戦評論　大７．２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-170
欧州戦争叢書　第１９巻　１．１９１４．１１～１９１６．５　メソポタミヤ
における英軍の苦戦　２．英国概観　大７．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-171
欧州戦争叢書　第１９巻　１．１９１４．１１～１９１６．５　メソポタミヤ
における英軍の苦戦　２．英国概観　大７．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-172
欧州戦争叢書　第１９巻　１．１９１４．１１～１９１６．５　メソポタミヤ
における英軍の苦戦　２．英国概観　大７．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-173
欧州戦争叢書　第１９巻　１．１９１４．１１～１９１６．５　メソポタミヤ
における英軍の苦戦　２．英国概観　大７．２

参謀本部
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戦役-欧州大戦-174
欧州戦争叢書　第１９巻　１．１９１４．１１～１９１６．５　メソポタミヤ
における英軍の苦戦　２．英国概観　大７．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-175
欧州戦争叢書　第１９巻　１．１９１４．１１～１９１６．５　メソポタミヤ
における英軍の苦戦　２．英国概観　大７．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-176
欧州戦争叢書　第１９巻　１．１９１４．１１～１９１６．５　メソポタミヤ
における英軍の苦戦　２．英国概観　大７．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-177
欧州戦争叢書　第２０巻　１．１９１５．９～１９１６．６　加奈太軍団
の行動　２．１９１５　「カルパーテン」山地における冬季戦評論　大
７．４

参謀本部

戦役-欧州大戦-178
欧州戦争叢書　第２０巻　１．１９１５．９～１９１６．６　加奈太軍団
の行動　２．１９１５　「カルパーテン」山地における冬季戦評論　大
７．４

参謀本部

戦役-欧州大戦-179
欧州戦争叢書　第２０巻　１．１９１５．９～１９１６．６　加奈太軍団
の行動　２．１９１５　「カルパーテン」山地における冬季戦評論　大
７．４

参謀本部

戦役-欧州大戦-180
欧州戦争叢書　第２０巻　１．１９１５．９～１９１６．６　加奈太軍団
の行動　２．１９１５　「カルパーテン」山地における冬季戦評論　大
７．４

参謀本部

戦役-欧州大戦-181
欧州戦争叢書　第２０巻　１．１９１５．９～１９１６．６　加奈太軍団
の行動　２．１９１５　「カルバーテン」山地における冬季戦評論　大
７．４

参謀本部

戦役-欧州大戦-182
欧州戦争叢書　第２０巻　１．１９１５．９～１９１６．６　加奈太軍団
の行動　２．１９１５　「カルパーテン」山地における冬季戦評論　大
７．４

参謀本部

戦役-欧州大戦-183 欧州戦争叢書　第２１巻　軍の素質に関する戦史的観察　大７．５ 参謀本部

戦役-欧州大戦-184 欧州戦争叢書　第２１巻　軍の素質に関する戦史的観察　大７．５ 参謀本部

戦役-欧州大戦-185 欧州戦争叢書　第２１巻　軍の素質に関する戦史的観察　大７．５ 参謀本部

戦役-欧州大戦-186 欧州戦争叢書　第２１巻　軍の素質に関する戦史的観察　大７．５ 参謀本部

戦役-欧州大戦-187 欧州戦争叢書　第２１巻　軍の素質に関する戦史的観察　大７．５ 参謀本部

戦役-欧州大戦-188 欧州戦争叢書　第２１巻　軍の素質に関する戦史的観察　大７．５ 参謀本部

戦役-欧州大戦-189 欧州戦争叢書　第２１巻　軍の素質に関する戦史的観察　大７．５ 参謀本部

戦役-欧州大戦-190
欧州戦争叢書　第２２巻　「ゴンメクール」村の防禦　附録　陸上敵
国財産に関する研究　大７．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-191
欧州戦争叢書　第２２巻　「ゴンメクール」村の防禦　附録　陸上敵
国財産に関する研究　大７．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-192
欧州戦争叢書　第２２巻　「ゴンメクール」村の防禦　附録　陸上敵
国財産に関する研究　大７．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-193
欧州戦争叢書　第２２巻　「ゴンメクール」村の防禦　附録　陸上敵
国財産に関する研究　大７．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-194
欧州戦争叢書　第２２巻　「ゴンメクール」村の防禦　附録　陸上敵
国財産に関する研究　大７．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-195
欧州戦争叢書　第２２巻　「ゴンメクール」村の防禦　附録　陸上敵
国財産に関する研究　大７．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-196
欧州戦争叢書　第２３巻　１．１９１７．７．３１　セルニー高地附近
仏軍陣地に対する独軍歩兵第１３師団の攻撃　２．欧州戦争梗概
大７．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-197
欧州戦争叢書　第２３巻　１．１９１７．７．３１　セルニー高地附近
仏軍陣地に対する独軍歩兵第１３師団の攻撃　２．欧州戦争梗概
大７．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-198
欧州戦争叢書　第２３巻　１．１９１７．７．３１　セルニー高地附近
仏軍陣地に対する独軍歩兵第１３師団の攻撃　２．欧州戦争梗概
大７．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-199
欧州戦争叢書　第２３巻　１．１９１７．７．３１　セルニー高地附近
仏軍陣地に対する独軍歩兵第１３師団の攻撃　２．欧州戦争梗概
大７．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-200
欧州戦争叢書　第２３巻　１．１９１７．７．３１　セルニー高地附近
仏軍陣地に対する独軍歩兵第１３師団の攻撃　２．欧州戦争梗概
大７．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-201
欧州戦争叢書　第２３巻　１．１９１７．７．３１　セルニー高地附近
仏軍陣地に対する独軍歩兵第１３師団の攻撃　２．欧州戦争梗概
大７．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-202
欧州戦争叢書　第２３巻　１．１９１７．７．３１　セルニー高地附近
仏軍陣地に対する独軍歩兵第１３師団の攻撃　２．欧州戦争梗概
大７．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-203
欧州戦争叢書　第２３巻　１．１９１７．７．３１　セルニー高地附近
仏軍陣地に対する独軍歩兵第１３師団の攻撃　２．欧州戦争梗概
大７．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-204
欧州戦争叢書　第２４巻　１．１９１７．１１　カムブレーの戦闘　２．
欧州戦争中の交戦手段に関する研究　大７．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-205
欧州戦争叢書　第２４巻　１．１９１７．１１　カムブレーの戦闘　２．
欧州戦争中の交戦手段に関する研究　大７．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-206
欧州戦争叢書　第２４巻　１．１９１７．１１　カムブレーの戦闘　２．
欧州戦争中の交戦手段に関する研究　大７．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-207
欧州戦争叢書　第２４巻　１．１９１７．１１　カムブレーの戦闘　２．
欧州戦争中の交戦手段に関する研究　大７．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-208
欧州戦争叢書　第２４巻　１．１９１７．１１　カムブレーの戦闘　２．
欧州戦争中の交戦手段に関する研究　大７．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-209
欧州戦争叢書　第２４巻　１．１９１７．１１　カムブレーの戦闘　２．
欧州戦争中の交戦手段に関する研究　大７．９

参謀本部
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戦役-欧州大戦-210
欧州戦争叢書　第２４巻　１．１９１７．１１　カムブレーの戦闘　２．
欧州戦争中の交戦手段に関する研究　大７．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-211
欧州戦争叢書　第２５巻　１．１９１７　秋季　伊太利軍の敗退　２．
露国革命乱の顛末と露独間の単独媾和　大７．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-212
欧州戦争叢書　第２５巻　１．１９１７　秋季　伊太利軍の敗退　２．
露国革命乱の顛末と露独間の単独媾和　大７．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-213
欧州戦争叢書　第２５巻　１．１９１７　秋季　伊太利軍の敗退　２．
露国革命乱の顛末と露独間の単独媾和　大７．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-214
欧州戦争叢書　第２５巻　１．１９１７　秋季　伊太利軍の敗退　２．
露国革命乱の顛末と露独間の単独媾和　大７．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-215
欧州戦争叢書　第２５巻　１．１９１７　秋季　伊太利軍の敗退　２．
露国革命乱の顛末と露独間の単独媾和　大７．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-216
欧州戦争叢書　第２５巻　１．１９１７　秋季　伊太利軍の敗退　２．
露国革命乱の顛末と露独間の単独媾和　大７．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-217
欧州戦争叢書　第２５巻　１．１９１７　秋季　伊太利軍の敗退　２．
露国革命乱の顛末と露独間の単独媾和　大７．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-218
欧州戦争叢書　第２５巻　１．１９１７　秋季　伊太利軍の敗退　２．
露国革命乱の顛末と露独間の単独媾和　大７．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-219
欧州戦争叢書　第２５巻　１．１９１７　秋季　伊太利軍の敗退　２．
露国革命乱の顛末と露独間の単独媾和　大７．１１

参謀本部

戦役-欧州大戦-220
欧州戦争叢書　第２６巻　１９１６並１９１７における　リガ附近の戦
闘　大８．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-221
欧州戦争叢書　第２６巻　１９１６～１９１７年における　リガ附近の
戦闘　大８．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-222
欧州戦争叢書　第２６巻　１９１６～１９１７における　リガ附近の戦
闘　大８．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-223
欧州戦争叢書　第２７巻　１９１５．２　東普「マズール」地方におけ
る冬季作戦　大７．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-224
欧州戦争叢書　第２７巻　１９１５．２　東普「マズール」地方におけ
る冬季作戦　大７．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-225
欧州戦争叢書　第２７巻　１９１５．２　東普「マズール」地方におけ
る冬季作戦　大７．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-226
欧州戦争叢書　第２７巻　１９１５．２　東普「マズール」地方におけ
る冬季作戦　大７．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-227
欧州戦争叢書　第２７巻　１９１５．２　東普「マズール」地方におけ
る冬季作戦　大７．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-228
欧州戦争叢書　第２８巻　１９１７．１０．２３　「マルメーゾン」におけ
る仏軍の攻撃　大８．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-229
欧州戦争叢書　第２８巻　１９１７．１０．２３　「マルメーゾン」におけ
る仏軍の攻撃　大８．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-230
欧州戦争叢書　第２８巻　１９１７．１０．２３　「マルメーゾン」におけ
る仏軍の攻撃　大８．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-231
欧州戦争叢書　第２８巻　１９１７．１０．２３　「マルメーゾン」におけ
る仏軍の攻撃　大８．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-232
欧州戦争叢書　第２９巻　「マルメーゾン」会戦における仏軍歩兵
第３８師団攻撃計画　大８．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-233
欧州戦争叢書　第２９巻　「マルメーゾン」会戦における仏軍歩兵
第３８師団攻撃計画　大８．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-234
欧州戦争叢書　第２９巻　「マルメーゾン」会戦における仏軍歩兵
第３８師団攻撃計画　大８．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-235
欧州戦争叢書　第２９巻　「マルメーゾン」会戦における仏軍歩兵
第３８師団攻撃計画　大８．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-236
欧州戦争叢書　第２９巻　「マルメーゾン」会戦における仏軍歩兵
第３８師団攻撃計画　大８．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-237 欧州戦争叢書　第３０巻　自動戦車隊の戦闘　大８．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-238 欧州戦争叢書　第３０巻　自動戦車隊の戦闘　大８．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-239 欧州戦争叢書　第３０巻　自動戦車隊の戦闘　大８．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-240 欧州戦争叢書　第３０巻　自動戦車隊の戦闘　大８．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-241 欧州戦争叢書　第３０巻　自動戦車隊の戦闘　大８．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-242
欧州戦争叢書　第３１巻　「ダーダネルス」に対する　英．仏軍の作
戦（巻１）　大８．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-243
欧州戦争叢書　第３１巻　「ダーダネルス」に対する　英仏軍の作
戦（巻１）　大８．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-244
欧州戦争叢書　第３１巻　「ダーダネルス」に対する　英仏軍の作
戦（巻１）　大８．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-245
欧州戦争叢書　第３１巻　「ダーダネルス」に対する　英仏軍の作
戦（巻１）　大８．６

参謀本部
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戦役-欧州大戦-246
欧州戦争叢書　第３２巻　「ダーダネルス」に対する　英仏軍の作
戦（巻２）　大８．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-247
欧州戦争叢書　第３２巻　「ダーダネルス」に対する　英仏軍の作
戦　大８．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-248
欧州戦争叢書　第３２巻　「ダーダネルス」に対する　英仏軍の作
戦　（巻２）　大８．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-249
欧州戦争叢書　第３２巻　「ダーダネルス」に対する　英仏軍の作
戦　（巻２）　大８．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-250
欧州戦争叢書　第３２巻　「ダーダネルス」に対する　英仏軍の作
戦　（巻２）　大８．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-251
欧州戦争叢書　第３２巻　「ダーダネルス」に対する　英仏軍の作
戦　（巻２）　大８．６

参謀本部

戦役-欧州大戦-252 欧州戦争叢書　第３３巻　欧州戦争における河川戦　大８．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-253 欧州戦争叢書　第３３巻　欧州戦争における河川戦　大８．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-254 欧州戦争叢書　第３３巻　欧州戦争における河川戦　大８．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-255 欧州戦争叢書　第３３巻　欧州戦争における河川戦　大８．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-256 欧州戦争叢書　第３３巻　欧州戦争における河川戦　大８．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-257
欧州戦争叢書　第３４巻　開戦前に於ける独軍作戦計画及「マル
ヌ」会戦の研究　大９．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-258
欧州戦争叢書　第３４巻　開戦前に於ける独軍作戦計画及「マル
ヌ」会戦の研究　大９．９

参謀本部

戦役-欧州大戦-259
欧州戦争叢書　第３４巻　開戦前に於ける独軍作戦計画及「マル
ヌ」会戦の研究　大９．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-260
欧州戦争叢書　第３４巻　開戦前に於ける独軍作戦計画及「マル
ヌ」会戦の研究　大９．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-261
欧州戦争叢書　第３４巻　開戦前に於ける独軍作戦計画及「マル
ヌ」会戦の研究　大９．８

参謀本部

戦役-欧州大戦-262
欧州戦争叢書　第３５巻　欧州戦争における山地戦　（其の１）　大
１０．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-263
欧州戦争叢書　第３５巻　欧州戦争における山地戦　（其の１）　大
１０．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-264
欧州戦争叢書　第３５巻　欧州戦争における山地戦　（其の１）　大
１０．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-265
欧州戦争叢書　第３５巻　欧州戦争における山地戦　（其の１）　大
１０．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-266
欧州戦争叢書　第３５巻　欧州戦争における山地戦　（其の１）　大
１０．２

参謀本部

戦役-欧州大戦-267 欧州戦争叢書　第３６巻　欧州戦争における山地戦　（其の２） 参謀本部

戦役-欧州大戦-268
欧州戦争叢書　第３６巻　欧州戦争における山地戦　（其の２）　大
１０．３

参謀本部

戦役-欧州大戦-269
欧州戦争叢書　第３６巻　欧州戦争における山地戦　（其の２）　大
１０．３

参謀本部

戦役-欧州大戦-270
欧州戦争叢書　第３６巻　欧州戦争における山地戦　（其の２）　大
１０．３

参謀本部

戦役-欧州大戦-271
欧州戦争叢書　第３６巻　欧州戦争における山地戦　（其の２）　大
１０．３

参謀本部

戦役-欧州大戦-272
欧州戦争叢書　第３６巻　欧州戦争における山地戦　（其の２）　大
１０．３

参謀本部

戦役-欧州大戦-273 欧州戦争叢書　第３７巻　欧州戦争における米国陸軍　大１０．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-273_2
欧州戦争叢書　第３７巻　欧州戦争に於ける米国陸軍　大正１０．
８

参謀本部

戦役-欧州大戦-274 欧州戦争叢書　第３７巻　欧州戦争における米国陸軍　大１０．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-275 欧州戦争叢書　第３８巻　他山の石　大１１．１０ 参謀本部

戦役-欧州大戦-276 欧州戦争叢書　第３８巻　他山の石　大１１．１０ 参謀本部

戦役-欧州大戦-277 欧州戦争叢書　第３８巻　他山の石　大１１．１０ 参謀本部

戦役-欧州大戦-278 欧州戦争叢書　第３８巻　他山の石　大１１．１０ 参謀本部

戦役-欧州大戦-279 １９１８年　西方戦場における作戦　大１５．５ 参謀本部

戦役-欧州大戦-280 １９１８年　西方戦場における作戦　大１５．５ 参謀本部
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戦役-欧州大戦-281 １９１８年　西方戦場における作戦 参謀本部

戦役-欧州大戦-282 西方戦場における作戦　大７ 参謀本部

戦役-欧州大戦-283 西方戦場における作戦　戦史叢書　第１号 参謀本部

戦役-欧州大戦-284 戦史叢書　第２号　鴨緑江の会戦　大１５．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-285 戦史叢書　第２号　鴨緑江の会戦　大１５．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-286 戦史叢書　第２号　鴨緑江の会戦　大１５．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-287 戦史叢書　第２号　鴨緑江の会戦　大１５．６ 参謀本部

戦役-欧州大戦-288
戦史叢書　第３号　世界大戦に於ける米軍の数字的記録　大１５．
７

参謀本部

戦役-欧州大戦-289
戦史叢書　第３号　世界大戦に於ける米軍の数字的記録　大１５．
７

参謀本部

戦役-欧州大戦-290
戦史叢書　第３号　世界大戦に於ける米軍の数字的記録　大１５．
７

参謀本部

戦役-欧州大戦-291
戦史叢書　第４号　第２軍作戦の初期　（南山の戦闘まで）　大１
５．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-292
戦史叢書　第４号　第２軍作戦の初期　（南山の戦闘まで）　大１
５．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-293
戦史叢書　第４号　第２軍作戦の初期　（南山の戦闘まで）　大１
５．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-294
戦史叢書　第５号　１９１４．８　東普「グンビンネン」附近　露独第１
会戦　昭２．５

参謀本部

戦役-欧州大戦-295 戦史叢書　第６号　瓦斯戦史　昭２．８ 参謀本部

戦役-欧州大戦-296
戦史叢書　第７号　西伯利出兵期の経験に基く寒地の冬季作戦
昭２．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-297
戦史叢書　第７号　西伯利出兵期の経験に基く寒地の冬季作戦
昭２．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-298 戦史叢書　第８号　１９１４．８　「タンネンベルヒ」　殱滅戦　昭３．９ 参謀本部

戦役-欧州大戦-299 欧州戦における遭遇戦の趨勢　昭４．１２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-300 戦史叢書　第９号　欧州戦における遭遇戦の趨勢　昭４．１２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-301 戦史叢書　第１１号　日本古戦史講話集　昭５．８ 参謀本部

戦役-欧州大戦-302 戦史叢書　第１３号　欧州戦争における騎兵の行動 参謀本部

戦役-欧州大戦-303 欧州戦争経過便覧図　大６．７ 参謀本部

戦役-欧州大戦-304
欧州戦争叢書　第１４．１６．１７．２０．２２．２３．２４．２５巻　大６．
７

参謀本部

戦役-欧州大戦-305 欧州戦争研究資料（４）　第２６．２７．２８．２９輯　昭８．１０ 参謀本部

戦役-欧州大戦-306 欧州戦争研究資料 参謀本部

戦役-欧州大戦-307 世界大戦概史附図　昭７．１２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-309
世界戦争の経験に基く戦術　中巻　砲兵、騎兵、工兵、空軍、交通
兵、輜重及び陣地戦の部　大９．１２

参謀本部

戦役-欧州大戦-310
世界戦争の経験に基く戦術　下巻　運動戦、局地戦、小戦の部
大１０．７

参謀本部

戦役-欧州大戦-311 欧州戦争研究資料　第１５輯　昭６．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-312 世界大戦間の軍隊及故国　昭８．３ 参謀本部

戦役-欧州大戦-313 独逸最高統師 参謀本部

戦役-欧州大戦-314 欧州戦史図解　西方戦場の部 参謀本部

戦役-欧州大戦-315 欧州戦争叢書　特第５号　大局より見たる世界戦史　大８．１２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-316 欧州戦争叢書　第１～第５　大６．１２ 参謀本部

戦役-欧州大戦-317
欧州戦争叢書　第１７巻　１９１４年　仏白戦場における英軍の行
動　英軍の動員よりマルヌ河南方への退却まで　大６．１２

参謀本部
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戦役-欧州大戦-318 欧州戦争研究資料（１）　第４．５．７．８輯　昭和３～４発行 参謀本部

戦役-欧州大戦-319
欧州戦争研究資料（２）　第１２．１３．１４．１６輯　昭和５～６年発
行

参謀本部

戦役-欧州大戦-320 シュタインメッツ欧州大戦の特色　昭和１３．１２ 高嶋少将史料

戦役-欧州大戦-321 欧洲戦細部の研究綴　大正３～８年 内山騎兵大尉

戦役-欧州大戦-322 欧洲戦乱に関する講話案　大正５．５ 小畑中尉

戦役-欧州大戦-323 大正３年戦役衛生史　第２編　患者統計　大正５．１０ 陸軍省

戦役-欧州大戦-324 欧洲戦争研究資料　昭和３年６．８．１０．１２月　４年３月 参謀本部

戦役-欧州大戦-325 欧州戦争叢書　特第１１号　殱滅戦 -

戦役-欧州大戦-326
戦史叢書第３号　世界大戦に於ける　米軍の数字的記録　大正１
５年７月

参謀本部

戦役-欧州大戦-327
欧州戦争叢書特第２５号　１９１５年５月　独墺軍の「ゴルリッツ」突
破戦同会戦に於ける予備第４１軍団の攻撃

-

戦役-欧州大戦-328 欧州戦争研究資料第４１輯 参謀本部

戦役-欧州大戦-329 欧州戦争研究資料 第１７輯及１８輯 参謀本部

戦役-欧州大戦-330 欧洲戦争研究資料　第１０輯　第１１輯　参謀本部 参謀本部

戦役-西伯利出兵-1 露西亜瞥見記 第１１師団参謀部（保管）

戦役-西伯利出兵-2 「カッペリ」騎兵隊戦闘概要　大正７．夏～大正８．１１．６ 第１１師団参謀部（保管）

戦役-西伯利出兵-3 「カッペリ」軍騎兵隊の編成　大正８～９ 第１１師団参謀部

戦役-西伯利出兵-4 第１３師団北部守備隊　尼市戦闘詳報　大正９．４．５～９．４．９ 第１３師団北部守備隊

戦役-西伯利出兵-5 「マンゾフカ」北方に於ける戦闘詳報　大正１０．７．２６ 第１１師団司令部

戦役-西伯利出兵-6 尼港のことども 真田　玉造

戦役-西伯利出兵-7 シベリア出兵写真集 -

戦役-西伯利出兵-8 シベリア出兵写真集　（薩吟嗹出征記念写真帖） 陸軍少将　桜井鐐三

戦役-西伯利出兵-9 行動詳報　大正８．６．２９～８．７．１０ 騎兵第３連隊第２中隊

戦役-西伯利出兵-10 騎兵第３連隊第２中隊行動詳報　大正８．６．２９～８．７．１０ 騎兵第３連隊第２中隊

戦役-西伯利出兵-11 西比利亜出兵関係綴　大正９．４ 加藤少尉

戦役-西伯利出兵-12 西比利亜漫遊管見　（第３） -

戦役-西伯利出兵-13 総戦費統計　大正３～１４年 陸軍省経理局長

戦役-西伯利出兵-14 功績名簿　大正８．３ 歩兵第１４連隊第１機関銃隊

戦役-西伯利出兵-15 功績名簿　（将校下士）　大正８．３ 歩兵第１４連隊第１機関銃隊

戦役-西伯利出兵-16 功績名簿　（兵卒）　大正８．３ 歩兵第１４連隊第１機関銃隊

戦役-西伯利出兵-17 第６９連隊西伯利派遣記事　大正１０．４～１１．１０ -

戦役-西伯利出兵-18 集成部隊示威行軍詳報　大正１０．８．５～８．１２ 歩兵第６９連隊

戦役-西伯利出兵-19 第１大隊行動詳報　大正１０．１２．１５～１２．１７ 歩兵第６９連隊第１大隊

戦役-西伯利出兵-20
大正７～１１年　西伯利出兵　野戦交通部業務提要　（通信之部
下巻）　大正１３．４調製

参謀本部

戦役-西伯利出兵-21 西伯利出兵衛生史　（続篇）　第１巻　衛生勤務　大正９．１１以後 -

戦役-西伯利出兵-22 西伯利出兵衛生史　第２巻　患者統計　大正７．８～９．１０ -

戦役-西伯利出兵-23
西伯利出兵衛生史　（続編）　第２巻　患者統計　大正７．８～９．１
０

-
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戦役-西伯利出兵-24 西伯利出兵衛生史　第３巻　衛生材料　大正９．１２～１０．２ -

戦役-西伯利出兵-25
西伯利出兵衛生史　（続篇）　第３巻　衛生材料　大正７．８～９．１
０

-

戦役-西伯利出兵-26 西伯利出兵衛生史　第４巻　戦傷及凍傷　大正７．８～９．１０ -

戦役-西伯利出兵-27
西伯利出兵衛生史　（続篇）　第４巻　戦傷戦病及衛生情況　大正
９．１１～１１．１０

-

戦役-西伯利出兵-28 西伯利出兵衛生史　第５巻　戦病　大正７．８～９．１０ -

戦役-西伯利出兵-29 西伯利出兵衛生史　第５巻　戦病　大正７．８～９．１０ -

戦役-西伯利出兵-30 西伯利出兵衛生史　第６巻　衛生情況　大正 -

戦役-西伯利出兵-31 西伯利出兵に関する往復書信綴　大正７年 陸軍省　荒木貞夫等

戦役-西伯利出兵-32 露軍関係書類　大正７．４ 黒木大尉

戦役-西伯利出兵-33 東方来電綴　第３号　大正７．８ 武藤機関

戦役-西伯利出兵-34 発電綴　大正７．８．１～７．９．６ 武藤機関

戦役-西伯利出兵-35 哈作綴　大正７．９ 武藤機関

戦役-西伯利出兵-36
西伯利出兵に関する関東軍参謀長　斎藤中将等書簡　大正７年３
月下旬以降

-

戦役-西伯利出兵-37 クラエフスキー附近の戦闘について　大正８．５ 第１２師団司令部

戦役-西伯利出兵-38 「露国繋留将校」業務経過概要　大正８．８．１
浦潮特務機関　陸軍歩兵大佐
荒木貞夫

戦役-西伯利出兵-39 尼港事件の顛末　大正９．６ 陸．海軍省

戦役-西伯利出兵-40 機密作戦日誌　大正７．８～８．４ 第７師団参謀部

戦役-西伯利出兵-41 シベリア出兵関係発信綴　大正７．９ 特務班　武藤少将

戦役-西伯利出兵-42 西伯利政変略解附図　（反過激派興亡詳細図等）　大正７～１１年 -

戦役-西伯利出兵-43
西伯利出兵　野戦交通部業務提要　（通信之部　上巻）　大正７～
１１年

参謀本部

戦役-西伯利出兵-44
西伯利出兵　野戦交通部業務提要　（通信之部　下巻）　大正７～
１１年

参謀本部

戦役-西伯利出兵-45 第１３師団作戦計画綴　（１）　大正９年度 第１３師団参謀部

戦役-西伯利出兵-46 浦潮派遣軍兵站に関する報告　大正９．１１ 高木文庫

戦役-西伯利出兵-47 歩兵第４７連隊綜合報告　大正８．４．１～５．３１ -

戦役-西伯利出兵-48 歩兵第４７連隊　第１大隊関係資料　大正８．３～６月 -

戦役-西伯利出兵-49 歩兵第４７連隊　第２大隊関係資料　大正８．３～５月 -

戦役-西伯利出兵-50 歩兵第４７連隊　第３大隊関係資料　大正８．２～５月 -

戦役-西伯利出兵-51 騎兵第１２連隊　関係資料 -

戦役-西伯利出兵-52 西伯利亜の情況　大正１０．１ 陸軍大尉　林大八　等

戦役-西伯利出兵-53 西伯利亜野戦交通情報　大正９．１０月 -

戦役-西伯利出兵-54_2 陣中日誌　第１号　大正７年８月２日～１２月３１日 歩兵第７２連隊

戦役-西伯利出兵-55_2 陣中日誌　第２号　大正８年１月１日～３月３１日 歩兵第７２連隊

戦役-西伯利出兵-56 陣中日誌　第３号　大正８年４月１日～７月８日 歩兵第７２連隊

戦役-西伯利出兵-57 陣中日誌　附録　第１号 歩兵第７２連隊

戦役-西伯利出兵-58 陣中日誌　第１号　大正７年８月２日～９月２１日 歩兵第７２連隊　第３大隊本部

戦役-西伯利出兵-59 陣中日誌　第２号　大正８年１月１日～３月３１日 歩兵第７２連隊　第３大隊
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戦役-西伯利出兵-60 陣中日誌　第３号　大正８年４月１日～７月８日 歩兵第７２連隊　第３大隊

戦役-西伯利出兵-61 戦死者名簿 田中大隊他

戦役-西伯利出兵-62 戦死者名簿　（シベリアユフタ）　大正８年２月２６日 歩兵第７２連隊第３大隊

戦役-西伯利出兵-63 シベリア出兵所感録　大正８～９年 陸軍歩兵上等兵　小新田数登

戦役-西伯利出兵-64 シベリア撤兵声明前後の軍事電報　大正１１年 -

戦役-西伯利出兵-65 西伯利派遣軍　兵站に関する所見　大正９年８月
浦潮派遣軍兵站参謀　入江仁
六郎

戦役-西伯利出兵-66 尼港方面情況報告　（尼港事件以降）　大正１０年 薩哈嗹州派遣軍

戦役-西伯利出兵-67 尼港３月事変之顛末　大正９年７月３日 陸軍省　海軍省

戦役-西伯利出兵-68 尼港事件の顛末　大正９年６月２３日 陸軍省　海軍省

戦役-西伯利出兵-69 第１０東部西伯利狙撃連隊諸報告　明治３７年 -

戦役-西伯利出兵-70
戦史叢書　第７号　西伯利出兵間の経験に基く　寒地の冬季作戦
明治３８年

-

戦役-西伯利出兵-71 西伯利派遣軍作戦経過概見図　大正１３年７月 -

戦役-西伯利出兵-72 西伯利出征私史　全　大正１４年 西川陸軍中将

戦役-西伯利出兵-73 西伯利出征私史　全　大正１４年 西川陸軍中将

戦役-西伯利出兵-74 戦史叢書　第１０号　西伯利に於ける第５師団　昭和５年 参謀本部

戦役-西伯利出兵-74_2 戦史叢書第１０号　西伯利に於ける第５師団 参謀本部第４部

戦役-西伯利出兵-75 哈府新聞抜粋　１９１９．９．４～１１．２６ -

戦役-西伯利出兵-76 哈府新聞抜粋　１９１９．１２．２５～１９２０．２．１８ -

戦役-西伯利出兵-76_2 哈府新聞抜粋　１９１９．１２．２６～１９２０．２．８ 東部旅団司令部付通訳

戦役-西伯利出兵-77 露語通訳記録 中村幸助　等

戦役-西伯利出兵-78 陸軍露語通訳　中村幸助履歴書 -

戦役-西伯利出兵-79
第１２師団長　大井成元中将宛　感謝文新聞発表之件　（シベリア
出兵関連）

-

戦役-西伯利出兵-80 在尼市各部隊将校　同相当官高等文官職員表　大正９年１０月 第１３師団　司令部

戦役-西伯利出兵-81 労農西伯利に於ける反乱　１９２０．２～１９２１．５ １１Ｄ　参謀部

戦役-西伯利出兵-82 浦潮政変詳報　大正１０．５．２６～１０．５．２７ ９Ｄ　司令部

戦役-西伯利出兵-83 ウリチーヘ附近馬賊討伐戦闘詳報　大正１０．７．１２～１０．７．１４
第１１師団第６２連隊第１１中隊
長　プチロフカ駐屯　高木繁

戦役-西伯利出兵-84 第１１師団会報　大正１０．７．１２～１０．８．２６ -

戦役-西伯利出兵-85 装甲列車遭難顛末の通報　大正１０．８．２８
野戦交通部　浦潮支部長　小池
八十次

戦役-西伯利出兵-86
歩兵第１３旅団　陣中日誌　第１巻　自．大正７年８月９日　至．〃
７年９月３０日

歩兵第１３旅団司令部

戦役-西伯利出兵-87
歩兵第１３旅団　陣中日誌　附録　第１巻　自．大正７年８月９日
至．〃７年９月３０日

歩兵第１３旅団司令部

戦役-西伯利出兵-88
歩兵第１３旅団　陣中日誌　第２巻　自．大正７年１０月１日　至．
〃８年４月３０日

歩兵第１３旅団司令部

戦役-西伯利出兵-89
歩兵第１３旅団　陣中日誌　附録　第２巻　自．大正７年１０月１日
至．〃８年４月３０日

歩兵第１３旅団司令部

戦役-西伯利出兵-90
歩兵第１３旅団　陣中日誌　自．大正９年７月２９日　至．〃１０年７
月１７日

歩兵第１３旅団司令部

戦役-西伯利出兵-91
歩兵第１３旅団　陣中日誌　附録　自．大正９年７月２９日　至．〃
１０年７月１７日

歩兵第１３旅団司令部

戦役-西伯利出兵-92 西伯利通貨住谷悌史資料 陸軍1等主計長屋信三

戦役-西伯利出兵-93
歩兵第７４連隊第１１中隊シベリア出兵戦闘賞詞及び参加者名簿
(写真)

-
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戦役-西伯利出兵-94 廃墟尼港を偲ふ（尼港事件之史実）山田軍太郎 山田軍太郎

戦役-西伯利出兵-95 浦塩派遣軍参考書類 浦塩派遣軍司令部高級副官

戦役-西伯利出兵-96 カムチャッカ半島写真 不詳

戦役-西伯利出兵-97 西伯利出征間第１２師団作戦経過概要附図　その１ 第１２師団

戦役-西伯利出兵-98 西伯利出征間第１２師団作戦経過概要附図　その２ 第１２師団

戦役-西伯利出兵-99 西伯利出征間第１２師団作戦経過概要附図　その３ 第１２師団

戦役-北清事変-1
清国義和団匪事変に関する広島地方状勢一班　（第１）　明治３３
年

-

戦役-北清事変-2 命令綴　明治３３．６ 臨時派遣隊監督部

戦役-北清事変-3 機密作戦日誌　明治３３．６～７月 臨時派遣隊司令部

戦役-北清事変-4 北清従征日誌　明治３３．７ 花人小室　主人

戦役-北清事変-5 北清に於ける列国の兵力　明治３３～３４年 -

戦役-北清事変-6 故太田大尉に関する書類　明治３３年 参謀本部総務部

戦役-北清事変-7 北清事変に関する書類　明治３３．４ 行賞書等

戦役-北清事変-8 臨時事務掛附属員に関する規定　明治３３．７ 参謀本部副官

戦役-北清事変-9 北清事変　功績者進達書　明治３４．５ 田村総務部長

戦役-北清事変-10 人特勲号書類綴　明治３４．９　起 -

戦役-北清事変-11 臨時派遣隊　機密外交作戦日誌　明治３３．６．２９～７．２１ 陸軍少将　福嶋安正

戦役-北清事変-12 歩兵第２１旅団戦闘詳報　明治３３．８．５～１６ 参謀本部

戦役-北清事変-15
明治３３年　清国義和団事変太沽より天津を経て北京に至る騎兵
第５聯隊行動略図

藤村俊太郎

戦役-第１次大戦-1 俘虜将校以下に就き　調査したる要件 名古屋俘慮収容所

戦役-第１次大戦-2 臨時軍事調査委員月報　第２０号　大正６．６．１０ 陸軍省

戦役-第１次大戦-3 臨時軍事調査委員月報　第２４号　大正６．１０．１ 陸軍省

戦役-第１次大戦-4 臨時軍事調査委員月報　第２５号　大正６．１１．１ 陸軍省

戦役-第１次大戦-5 臨時軍事調査委員月報　第２６号　大正６．１２．１ 陸軍省

戦役-第１次大戦-6 臨時軍事調査委員　第２年報　大正７．１．２０ 陸軍省

戦役-第１次大戦-7 臨時軍事調査委員月報　第６７号　大正１０．１０．１ 陸軍省

戦役-第１次大戦-8 臨時軍事調査委員月報　第６７号　大正１０．１０．１ 陸軍省

戦役-第１次大戦-9 敗戦下に於ける愛国者の言葉　大正１２．１１ -

戦役-第１次大戦-10 敗戦下に於ける愛国者の言葉　昭和１年 -

戦役-第１次大戦-11 大正３年戦役の観察　（主として騎兵の行動に関し） 三好騎兵中佐

戦役-第１次大戦-12 大正３年戦役　業務詳報　附録 建築課

戦役-第１次大戦-13
青島要塞攻撃に於ける野戦砲兵の用法に関する講話案　大正４．
９

金山中佐

戦役-第１次大戦-14 膠州湾征独地図 大阪朝日新聞社

戦役-第１次大戦-15 第１次大戦におけるドイツ思想戦の敗因　高嶋少将史料 -

戦役-第１次大戦-16
第１次欧州大戦に於ける独逸の総力戦（未完）附録年表（１９１４
年～１８年）　昭和１７年３月２５日

参謀本部第４部

戦役-第１次大戦-17 研究録 内田廣徳



令和４年８月２日

戦役-第１次大戦-18 内田廣徳宛一戸兵衛書簡 -

戦役-写真-1 日清戦争写真図　第１～２２　明治２７．９．１５～１１．２１ 陸地測量部

戦役-写真-2 北清事変　写真帖　明治３５．４ 小川一眞製版

戦役-写真-3 日露戦役写真帖　第１巻　明治３７．１０ 検閲用

戦役-写真-4 日露戦役写真帖　第２巻　明治３７．１０ 検閲用

戦役-写真-5 日露戦役写真帖　第３巻　明治３７．１０ 検閲用

戦役-写真-6 日露戦役写真帖　第４巻　明治３７．１０ 検閲用

戦役-写真-7 日露戦役写真帖　第１軍　明治３８年 検閲用

戦役-写真-8 日露戦役写真帖　第１軍　第１号　明治３７．１２ 検閲用

戦役-写真-9 日露戦役写真帖　第２軍　明治３８年 検閲用

戦役-写真-10 日露戦役写真帖　第２軍　第５巻　明治３７．１０ 検閲用

戦役-写真-11 日露戦役写真帖　第２軍　第６巻　明治３７．１０ 検閲用

戦役-写真-12 日露戦役写真帖　第３軍　第１巻　明治３７．１０ 検閲用

戦役-写真-13 日露戦役写真帖　第３軍　第２巻　明治３７．１０ 検閲用

戦役-写真-14 日露戦役写真帖　第３軍　第３巻　明治３７．１０ 検閲用

戦役-写真-15 日露戦役写真帖　第３軍　第４巻　明治３７．１０ 検閲用

戦役-写真-16 日露戦役写真帖　第３軍　第５巻　明治３７．１０ 検閲用

戦役-写真-17 日露戦役写真帖　第３軍　第６巻　明治３８．５ 検閲用

戦役-写真-18 日露戦役写真帖　第３軍　第７巻　明治３８．６ 検閲用

戦役-写真-19 日露戦役写真帖　第３軍　第８巻　明治３８．６ 検閲用

戦役-写真-20 日露戦役写真帖　第４軍　明治３９．２ 検閲用

戦役-写真-21 日露戦役写真帖　第４軍　第１巻　明治３８．６ 検閲用

戦役-写真-22 日露戦役写真帖　第４軍　第２巻　明治３８．８ 検閲用

戦役-写真-23 日露戦役写真帖　第４軍　第３巻　明治３８．８ 検閲用

戦役-写真-24 日露戦役写真帖　鴨緑江軍　雑之部　明治３８．１１ 検閲用

戦役-写真-25 日露戦役写真帖　鴨緑江軍　第２巻　明治３８．３ 検閲用

戦役-写真-26 日露戦役写真帖　樺太軍　第１巻　明治３８．１０ 検閲用

戦役-写真-27 日露戦役写真帖　樺太軍　第２巻　明治３８．１０ 検閲用

戦役-写真-28 日露戦役写真帖　第１巻　明治３７．１０ 陸地測量部

戦役-写真-29 日露戦役写真帖　第２巻　明治３７．１０ 陸地測量部

戦役-写真-30 日露戦役写真帖　第３巻　明治３７．１０ 陸地測量部

戦役-写真-31 日露戦役写真帖　第４巻　明治３７．１０ 陸地測量部

戦役-写真-32 日露戦役写真帖　第１軍　第１号　明治３８．１ 陸地測量部

戦役-写真-33 日露戦役写真帖　第１軍　第２号　明治３８．２ 陸地測量部

戦役-写真-34 日露戦役写真帖　第１軍　第３号　明治３８．９ 陸地測量部

戦役-写真-35 日露戦役写真帖　第２軍　第１号　明治３７．１０ 陸地測量部



令和４年８月２日

戦役-写真-36 日露戦役写真帖　第２軍　第２号　明治３７．１１ 陸地測量部

戦役-写真-37 日露戦役写真帖　第２軍　第３号　明治３７．１２ 陸地測量部

戦役-写真-38 日露戦役写真帖　第２軍　第４号　明治３７．１２ 陸地測量部

戦役-写真-39 日露戦役写真帖　第２軍　第５号　明治３８．９ 陸地測量部

戦役-写真-39_2 日露戦役写真帖　第２軍　第５号　明治３８年９月 陸地測量部

戦役-写真-40 日露戦役写真帖　第２軍　第６号　明治３８．１０ 陸地測量部

戦役-写真-41 日露戦役写真帖　第３軍　第１号　明治３８．３ 陸地測量部

戦役-写真-42 日露戦役写真帖　第３軍　第２号　明治３８．３ 陸地測量部

戦役-写真-43 日露戦役写真帖　第３軍　第３号　明治３８．４ 陸地測量部

戦役-写真-44 日露戦役写真帖　第３軍　第４号　明治３８．５ 陸地測量部

戦役-写真-45 日露戦役写真帖　第３軍　第５号　明治３８．５ 陸地測量部

戦役-写真-46 日露戦役写真帖　第３軍　第６号　明治３８．６ 陸地測量部

戦役-写真-47 日露戦役写真帖　第３軍　第７号　明治３８．６ 陸地測量部

戦役-写真-48 日露戦役写真帖　第３軍　第８号　明治３８．７ 陸地測量部

戦役-写真-49 日露戦役写真帖　第４軍　第１号　明治３８．７ 陸地測量部

戦役-写真-50 日露戦役写真帖　第４軍　第２号　明治３８．８ 陸地測量部

戦役-写真-51 日露戦役写真帖　第４軍　第３号　明治３８．９ 陸地測量部

戦役-写真-52 日露戦役写真帖　樺太軍　第１号　明治３８．１０ 陸地測量部

戦役-写真-53 日露戦役写真帖　樺太軍　第２号　明治３８．１１ 陸地測量部

戦役-写真-54 日露戦役写真帖　鴨緑江軍　雑　明治３８．１２ 陸地測量部

戦役-写真-55 日露戦役写真帖　鴨緑江軍　第２号　明治３９．３ 陸地測量部

戦役-写真-56
騎兵第１３連隊　小林大尉　向後伍長　写真帳　明治３８．７頃にお
ける

-

戦役-写真-57 日独戦役写真帖　大正３年 東京偕行社

戦役-写真-59 鉄道連隊出征記念写真帖　大正４．４ -

戦役-写真-60
青島要塞戦に於ける我射弾の効力調査報告附属写真帖　大正
４．１１

-

戦役-写真-62 西伯利事変記念写真帖　大正９．９ 西伯利連合軍総司令部特命

戦役-写真-63 西伯利出征写真帖　大正１０．４
第１陸軍病院及臨時野戦防疫
部

戦役-写真-63_2 第１陸軍病院及臨時野戦防疫部　西伯利出征写真帖
浦潮陸軍（元第1）病院長　倉林
香三

戦役-写真-64 西伯利出征記念絵葉書 歩兵第５８連隊

戦役-写真-65 西比利亜　第４号 -

戦役-写真-66 西伯利派遣記念写真帖　大正１１．８ 第９師団

戦役-写真-67 西伯利亜の思出　第１号　大正９年 -

戦役-写真-68 西伯利亜の思出　第２号　大正９年 -

戦役-写真-69 日清戦役記念写真集　明治２８．１．３０～２８．５．１４ -

戦役-写真-70 シベリア戦役記念写真帖　大正８年 騎兵第１２連隊第３中隊

戦役-写真-71 西比利亜派遣軍　記念写真帖　大正７年１２月 -



令和４年８月２日

戦役-写真-72 奉公偉績画巻　（日清戦役） -

戦役-写真-73 北清事変写真帖　明治３４年 -

戦役-写真-74 北清事変写真帖　明治３５年 -

戦役-写真-75 第１３師団　西伯利派遣記念帖 -

戦役-写真-76 日清戦況写真　上 -

戦役-写真-77 日清戦況写真　下 -

戦役-写真-78 ３０周年記念　（昭和１０年）　日露戦役回顧写真帖 東京日日新聞社

戦役-写真-79 辛亥革命以後の中国の状況　（写真帖）　明治３３年 -

戦役-写真-80 日露戦役記念写真帖 偕行社

戦役-写真-81 第９師団　西伯利派遣記念写真帖　大正１０．１１年 -

戦役-写真-82 ３０周年記念　日露戦役回顧写真帖　昭和１０年３月 -

戦役-写真-83 大本営写真班撮影　日露戦役写真帖　第一軍第一　第五巻 陸地測量部蔵版

戦役-写真-84 大本営写真班撮影　日露戦役写真帖　第一軍第二　第六巻 陸地測量部蔵版

戦役-写真-85 大本営写真班撮影　日露戦役写真帖　第三軍第四　第十巻 陸地測量部蔵版

戦役-写真-86 第６師団参謀記念写真（旅順口）　明治２８年３月３０日 -

戦役-写真-87 満州軍総司令官一行送別記念写真　明治３８年 -

戦役-写真-88 日露戦役写真帖第１軍 陸地測量部

戦役-写真-89 日露戦役写真帖第２軍 陸地測量部

戦役-写真-90 日露戦役写真貼第３軍 陸地測量部

戦役-写真-91 日露戦役写真貼第４軍 陸地測量部

戦役-写真-92 日露戦役写真貼鴨緑江軍及樺太軍 陸地測量部

戦役-写真-93 井口省吾アルバム 井口省吾

戦役-写真-94 日露戦争戦場写真（１） -

戦役-写真-95 日露戦争戦場写真（２） -

戦役-写真-96 松山俘虜収容関連写真（１） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-97 松山俘虜収容関連写真（2） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-98 松山俘虜収容関連写真（3） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-99 松山俘虜収容関連写真（4） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-100 松山俘虜収容関連写真（5） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-101 松山俘虜収容関連写真（６） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-102 日露戦争樺太戦関連写真（１） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-103 日露戦争樺太戦関連写真（2） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-104 日露戦争樺太戦関連写真（3） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-105 日露戦争樺太戦関連写真（4） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-106 日露戦争樺太戦関連写真（5） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-107 日露戦争樺太戦関連写真（6） 大本営陸軍部写真班



令和４年８月２日

戦役-写真-108 日露戦争樺太戦関連写真（7） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-109 日露戦争樺太戦関連写真（8） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-110 日露戦争樺太戦関連写真（9） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-111 日露戦争樺太戦関連写真（１0） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-112 日露戦争樺太戦関連写真（１1） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-113 日露戦争樺太戦関連写真（１2） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-114 日露戦争樺太戦関連写真（１3) 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-115 日露戦争樺太戦関連写真（１4） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-116 日露戦争樺太戦関連写真（１5） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-117 日露戦争樺太戦関連写真（１6） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-118 日露戦争樺太戦関連写真（１７） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-119 対独青島戦関連写真 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-120 日露講和後の凱旋（１） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-121 日露講和後の凱旋（2） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-122 日露講和後の凱旋（3） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-123 日露講和後の凱旋（4） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-124 日露講和後の凱旋（５） 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-125 旅順口水雷艇引揚船渠に備ふる遊動桟橋 従軍写真班

戦役-写真-126 鴨緑江軍橋架設 従軍写真班

戦役-写真-127 日露戦争関連写真集 大本営陸軍部写真班

戦役-写真-128 明治三十七八年戦役３０周年記念写真帳 晴山英二郎

戦役-写真-129 シベリア出兵関係　Ｐｈｏｔｏ　Ａｌｂｕｍ　Ｎｏ．１
第12師団（第14師団）司令部付
谷新工兵大尉

戦役-写真-130 シベリア出兵関係　Ｐｈｏｔｏ　Ａｌｂｕｍ　Ｎｏ．２
第12師団（第14師団）司令部付
谷新工兵大尉

戦役-写真-131 シベリア出兵関係　Ｐｈｏｔｏ　Ａｌｂｕｍ　Ｎｏ．３
第12師団（第14師団）司令部付
谷新工兵大尉

戦役-写真-132 諸戦役絵はがき等（明治～昭和） 東京築地ジーチーサン商会　他

中央-全般統帥-1 明治天皇御聖徳（将帥伝記）　昭１３年１１月 -

中央-全般統帥-3 統帥参考書草案　其１　昭４年９月 陸軍大学校　荒木貞夫

中央-全般統帥-4 統帥権問題　昭５年７月 蜷川　新

中央-全般統帥-5 統帥大権に就て　昭５．５月上 陸軍中将　築紫熊七述

中央-全般統帥-6 師団及軍の統帥　明治４１．５．２９ 干城堂発行

中央-全般統帥-7 師団及軍の統帥　明治４１．５．２９ 干城堂発行

中央-全般統帥-8 統帥参考書　第１巻 陸軍大学校

中央-全般統帥-9 統帥参考書　第１巻 陸軍大学校

中央-全般統帥-10 統帥参考書　第２巻 陸軍大学校

中央-全般統帥-11 統帥参考書　第２巻 陸軍大学校

中央-全般統帥-12 統帥参考書　第３巻 陸軍大学校
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中央-全般統帥-13 統帥参考書　第３巻 陸軍大学校

中央-全般統帥-14 主として統帥　教育等に関する資料　其１ 小島龍己氏収集

中央-全般統帥-15 主として統帥　教育等に関する資料　其２ 小島龍己氏収集

中央-全般統帥-16 主として統帥　教育等に関する資料　其３ 小島龍己氏収集

中央-全般統帥-17 小島龍己ノート　１／５ 小島　龍己

中央-全般統帥-18 小島龍己ノート　２／５　昭５．６～８ 小島　龍己

中央-全般統帥-19 小島龍己ノート　３／５ 小島　龍己

中央-全般統帥-20 小島龍己ノート　４／５ -

中央-全般統帥-21 小島龍己ノート　５／５ 小島　龍己

中央-全般統帥-22 フワルケンハイン将軍の最高統帥 -

中央-全般統帥-22_2 独逸最高統帥　大正１２
独逸参謀総長　ファルケンハイ
ン将軍

中央-全般統帥-23 武力戦的見地に基く中央部の統帥　昭１５．４．２６ 遠藤三郎少将

中央-全般統帥-24 参謀総長保管書類　対上陸作戦に関する　統帥の参考書 -

中央-全般統帥-31 統帥並に之に関連する事項に就て -

中央-全般統帥-32 統帥並に之に関連する事項に就て -

中央-全般統帥-33 統帥並に之に関連する事項に就て -

中央-全般統帥-34 御前講演関係綴　昭和１５．６．１７ -

中央-全般統帥-35 仏国大兵団の統帥　１９１３．１０．２８ -

中央-全般統帥-36 大本営陸軍統帥記録　昭和２１．１２～２７．９ 第１復員局

中央-全般統帥-37 大本営陸軍統帥記録　昭和２１．１１ 第１復員局

中央-全般統帥-38 大本営陸軍統帥記録　昭和２１．１２～２７．９ 第１復員局

中央-全般統帥-42 大本営統帥記録（第４編～第６編） -

中央-全般統帥-43 大東亜戦争統帥史（陸軍航空） 参謀本部第４部

中央-全般統帥-48 大本営陸軍統帥記録　第２巻（案） 第１復員局

中央-全般統帥-49
大東亜戦争　大本営陸軍統帥記録（第３巻）原稿　昭２０．２～２
０．８．１５

第１復員局

中央-全般統帥-50 大本営統帥記録（航空）　原稿 第１復員局

中央-全般統帥-51 大本営統帥概史（兵站）案 第１復員局

中央-全般統帥-54
大東亜戦争　大本営陸軍部関係統帥概史（第１案）　昭１５．７～２
０．１

第１復員局

中央-全般統帥-55 大東亜戦争　大本営陸軍部関係統帥概史　昭１５．７～２０．１ 第１復員局

中央-全般統帥-56 大東亜戦争　大本営陸軍部関係統帥概史 第１復員局

中央-全般統帥-57 作１のＢ　戦争準備（陸軍の部作戦準備を除く）案　昭和６～１６ 第１復員局

中央-全般統帥-58
大東亜戦争に於ける大本営陸軍統帥史（案）（第１巻）　昭１２年～
１７年１２月

第１復員局

中央-全般統帥-59
大東亜戦争に於ける大本営陸軍統帥史（案）（第１巻）　昭１２年～
１７年１２月

第１復員局

中央-全般統帥-60
大東亜戦争に於ける大本営陸軍統帥史（案）（第１巻）　昭１２年～
１７年１２月

第１復員局

中央-全般統帥-61 大本営統帥記録　第２巻（案）　昭１８年末～１９年１２月 陸軍部　第１復員局

中央-全般統帥-62 大本営統帥記録　第２巻（案）　昭１８年末～１９年１２月 陸軍部　第１復員局
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中央-全般統帥-63 大本営統帥記録　第３巻（案）　昭２０年２月～２０年８月 陸軍部　第１復員局

中央-全般統帥-64 大本営統帥記録　第３巻（案）　昭２０年２月～２０年８月 陸軍部　第１復員局

中央-全般統帥-65 大本営統帥記録　第３巻（案）　昭２０年２月～２０年８月 陸軍部　第１復員局

中央-全般統帥-66 大本営陸軍統帥記録　第１案（１部）　昭１２年～１７年１２月 陸軍部　第１復員局

中央-全般統帥-67 大本営陸軍統帥記録　第１編　昭１５～１６年 陸軍部　第１復員局

中央-全般統帥-68 大本営陸軍統帥記録（原本）　昭１５～２０年 陸軍部　第１復員局

中央-全般統帥-69 大本営陸軍統帥記録　昭１５～２０年 陸軍部　第１復員局

中央-全般統帥-70 大本営陸軍統帥記録　昭１５～２０年 陸軍部　第１復員局

中央-全般統帥-73 統帥要論　第１部　第２部　昭和４２．３ 陸上自衛隊幹部学校

中央-全般統帥-75 昭和１８年以降の関東軍関係統帥概史　第１巻 第１復員局

中央-全般統帥-76 昭和１８年以降の関東軍関係統帥概史　第２巻 第１復員局

中央-全般統帥-90 統帥機関と統帥業務の梗概　昭４．８～９．８ 岡部直三郎大佐稿

中央-全般統帥-93 大本営統帥概史（兵站）案　昭１６～１９年 第１復員局

中央-全般統帥-94 統帥綱領目次表　欧州戦争叢書早見表 -

中央-全般統帥-95 統帥要論　昭１８年 島村大佐

中央-全般統帥-96 統帥綱領（写） 参謀総長　鈴木荘六

中央-全般統帥-97 統帥権関係資料 中村菊男・黒石勝

中央-全般統帥-98 大本営陸軍統帥関係資料綴　昭１６．９．１０～２０．８．１５ -

中央-全般統帥-99 支那方面作戦記録　－支那派遣軍の統帥－ 第１復員局

中央-全般統帥-100 大本営陸軍統帥記録　昭１５．８～２０．８ 第１復員局

中央-全般統帥-101 大本営陸軍統帥史（案）　昭１５．８～１７．１２ 第１復員局

中央-全般統帥-102 大本営陸軍統帥記録　昭１６年初～２０年８月 第１復員局

中央-全般統帥-103 大本営陸軍統帥記録　昭１７．３～２０．８ -

中央-全般統帥-104 大本営陸軍統帥記録　昭１５．８～２０．８ -

中央-全般統帥-105 統帥綱領案　大正１５．１２．２２ 参謀本部

中央-全般統帥-106 統帥綱領（第３案）　昭３年 -

中央-全般統帥-107 「統帥綱領改訂に関する根本方針に就て」　外綴　大１４～１５年 -

中央-全般統帥-108 帝国国防上の見地を以てする　平時経済関係諸対策外　昭８．３ 陸軍砲兵少佐　橋本秀信

中央-全般統帥-109 対上陸作戦に関する統帥の参考書　昭２０．３．１０ 大本営陸軍部

中央-全般統帥-110 統帥綱領草案　昭１８年改正案 参謀本部

中央-全般統帥-111 統帥参考書　第２巻　昭７．７ 陸軍大学校

中央-全般統帥-112 統帥参考書　第３巻　昭７．７ 陸軍大学校

中央-全般統帥-114 兵站綱要　昭５．３．３１ 参謀本部

中央-全般統帥-116 統帥綱領　大正７年改訂 -

中央-全般統帥-118 統帥綱領　昭３．３．２０ 参謀総長　鈴木荘六

中央-全般統帥-119 鈴木重康関係資料綴　１／２　大正１４．２．１９～１４．１２．１０ 鈴木　重康
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中央-全般統帥-120 鈴木重康関係資料綴　２／２　大正１４．１２．１２～昭和７．９ 鈴木　重康

中央-全般統帥-121 統帥綱領　大正７年 参謀本部

中央-全般統帥-122 統帥綱領（写）　大正１０年８月 参謀本部

中央-全般統帥-123 統帥綱領　昭３．３．２０ 参謀本部

中央-全般統帥-124 兵站綱要改正の経過等綴　昭３．昭５ -

中央-全般統帥-125 兵站綱要（写）　大正１１年３月 -

中央-全般統帥-126 兵站綱要（抜萃） -

中央-全般統帥-127 大本営統帥記録に関する　白井中佐意見 第１復員局

中央-全般統帥-128 支那派遣軍の統帥　昭２４．８ 第１復員局

中央-全般統帥-129
支那事変における　軍の統帥指揮に関する　一部の研究　昭１４
年９月

大本営陸軍部　研究班

中央-全般統帥-131 作戦統帥関係　情報要求の件回答 第１復員局

中央-全般統帥-132 統帥権問題に関する綴　其１　大正９～１５年度 -

中央-全般統帥-133 大本営統帥概史（兵站）案 -

中央-全般統帥-134 統帥綱領草案（試案） -

中央-全般統帥-135 戦史に基く方面軍統帥の研究 四手井少将

中央-全般統帥-136 軍の統帥指揮に関する意見集　昭和１５．７ 大本営陸軍部研究班

中央-全般統帥-137 統帥綱領（改正案）　昭和１８年成案 -

中央-全般統帥-138 統帥参考書　第３巻 陸軍大学校

中央-全般統帥-139 統帥権．勤務令其他　参考資料綴　昭和２０以降 総務課総務班

中央-全般統帥-140 統帥参考書草案第３案　第１編一般統帥　昭和４．９ 陸軍大学校

中央-全般統帥-141 統帥関係史料　昭和４～１５ 陸大教官　森赳大佐

中央-全般統帥-142 統帥の参考 -

中央-全般統帥-143 軍統帥と輔弼の責任 法博　上杉慎吉

中央-全般統帥-144 皇軍に於ける軍統帥方式発達の跡を顧みて　昭和１３．８ 村上少将

中央-全般統帥-145 陸軍大臣訓示　昭和１７．１０ -

中央-全般統帥-146 統帥綱領改正案　昭和１８年成案 陸軍大学校

中央-全般統帥-147 参謀長会議に於ける統帥の研究　大正９．５ -

中央-全般統帥-148 国家統制原理としての　統帥独立に関する概論的研究　昭和５．４ 片岡董　騎兵大尉

中央-全般統帥-149 ヘルマン・オンケン講政治と統帥　昭和１７．９ 総力戦研究所

中央-全般統帥-150 大本営陸軍統帥記録　昭和２１．１１ 陸軍大学校

中央-全般統帥-151 大本営陸軍統帥記録　昭和２１．１１ 陸軍大学校

中央-全般統帥-152
モンテンルパとフォート・リチャードソン　太平洋戦争に於ける我統
帥を難す

-

中央-全般統帥-153 参謀総長の命令権に関する往復書　明治３８．８ 大本営陸軍参謀部

中央-全般統帥-154 大本営陸軍統帥記録　昭和２１．１１ 第１復員局

中央-全般統帥-155 大東亜戦争　航空作戦に関する統帥概史（案） 田中中佐

中央-全般統帥-157 仏国の最高統帥部（欧洲戦役前の部） 岡部歩兵少佐
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中央-全般統帥-158 研究報告　第１０号　陸軍大臣論　昭和６年４月 騎兵少佐　片岡董

中央-全般統帥-159 大本営陸運統帥記録　昭和２１年１１月 第１復員局

中央-全般年表-1 西力東漸史表　第１冊　１４９０～１５９９年 東亜研究所

中央-全般年表-2 西力東漸史表　第２冊　１６００～１７１５年 東亜研究所

中央-全般年表-3 ニューギニア探検年表　１５１１～１９５２年 持田　三郎

中央-全般年表-4 ニューギニア探検年表　１５１１～１９５２年 持田　三郎

中央-全般年表-5 日露戦役経過歴日表　偕行社記事７１４号付　昭９．３ 偕行社

中央-全般年表-6 経済情勢年表　昭６～２０年 第１復員局

中央-全般年表-7 無線関係年表　明治１０～昭和２０年 引揚援護局

中央-全般年表-8 陸軍航空史年譜（大東亜戦争迄）　明治３７．６～昭和１５年 第１復員局

中央-全般年表-9 最近４年間に於ける　満蒙関係事件一覧表　昭２．１～５．１２ 関東軍参謀部

中央-全般年表-10 満洲年表（第１部～第２部）　昭１５．１２ -

中央-全般年表-11 関東軍関連年表－満洲事変以降－ 第１復員局

中央-全般年表-13 重要日誌　１／５部中　昭１年～２０．８．３１ 第１復員局

中央-全般年表-14 重要日誌　２／５部中　昭１年～２０．８．３１ 第１復員局

中央-全般年表-15 重要日誌　３／５部中　昭１年～２０．８．３１ 第１復員局

中央-全般年表-18
自満州事変　至大東亜戦争間　歴日表　昭６．９．１８～２０．８．１
４

参謀本部

中央-全般年表-19
自満州事変　至大東亜戦争（昭１９．１２迄）間　歴日表　昭６．９．
１８～１９．１２．１５

参謀本部

中央-全般年表-20 歴日表（満洲事変～大東亜戦争間） 参謀本部史実部總務班

中央-全般年表-21 史実年表　昭２年～１６年 復員省史実部

中央-全般年表-22 史実年表　昭２年～１６年 復員省史実部

中央-全般年表-23 史実年表　昭２年～１６年 復員省史実部

中央-全般年表-24
歴日表（自支那事変～至大東亜戦争終戦）　昭１２．７．７～１９．１
２．１５

史実部　田中耕二

中央-全般年表-25 大東亜戦争重要史実一覧表（第１～第４巻）　昭１５．７～２０．１１ -

中央-全般年表-26 大東亜戦争重要史実一覧表（第１～第４巻）　昭１５．７～２０．１１ -

中央-全般年表-27 大東亜戦争重要史実一覧表（第２巻）　昭１６．１１～１８．１２ -

中央-全般年表-28 大東亜戦争重要史実一覧表（第３巻）　昭１９．１～２０．２ -

中央-全般年表-29 大東亜戦争重要史実一覧表（第４巻）　昭２０．１～２０．１１ -

中央-全般年表-30 年次歴日一覧表（支那事変～大東亜戦争）　昭１７．１２ -

中央-全般年表-31 太平洋戦争歴日表　昭１６．１．１～２０．９．２ 第１復員局史実部

中央-全般年表-32 太平洋戦争歴日表　昭１６．１．１～２０．９．２ 第１復員局史実部

中央-全般年表-33 太平洋戦争歴日表　昭１６．１．１～２０．９．２ 第１復員局史実部

中央-全般年表-34 太平洋戦争歴日表　昭１６．１．１～２０．９．２ 第１復員局史実部

中央-全般年表-35 太平洋戦争歴日表　昭１６．１．１～２０．８．２８ 第１復員局史実部

中央-全般年表-36 太平洋戦争歴日表（原稿） -

中央-全般年表-37 太平洋戦争　関係史実概見表　昭１５～２０年 -



令和４年８月２日

中央-全般年表-38 太平洋戦争　関係史実概見表　昭１５～２０年 第１復員局

中央-全般年表-39 太平洋戦争　関係史実概見表　昭１５～２０年 第１復員局

中央-全般年表-40 太平洋戦争　関係史実概見表　昭１５～２０年 第１復員局

中央-全般年表-41 太平洋戦争　関係史実概見表　昭１５．７～２０．８ 第１復員局史実部

中央-全般年表-42 昭和１４年～１５年６月　年表 戦史室調製

中央-全般年表-43 昭和１４年～１５年６月　年表 戦史室調製

中央-全般年表-47 満洲事変歴日表（附．上海事件）　昭２０．１１．２ 陸軍省軍務課

中央-全般年表-48 近衛師団　旧第１師団主要行動年表　昭４１年 陸上自衛隊１師団

中央-全般年表-49
建軍～大東亜戦争間　近衛師団　旧第１師団主要行動年表　昭４
１

陸上自衛隊１師団

中央-全般年表-50 抗日運動年表 -

中央-全般年表-51 イギリスの在支権益年表 -

中央-全般年表-53 陸軍年表沿革変遷　明治１年～昭和１２年 偕行社記事

中央-全般年表-54 陸軍年表沿革変遷　明治１年～昭和１２年 偕行社記事

中央-全般年表-55 大日本戦史年表　１／２ 高柳　光寿

中央-全般年表-56 大日本戦史年表　２／２ 高柳　光寿

中央-全般年表-57 支那事変～大東亜戦争間　陸軍動員史年表　昭１２．７～２０．８ 第１復員局総務課

中央-全般年表-58 陸軍火薬史年表覚　昭４３．９ 長谷川　治良

中央-全般年表-59 中国年表 -

中央-全般年表-60 満洲事変以後重要人事　及　事件一覧 -

中央-全般年表-61 大東亜戦争歴日表　昭１８．１．３～２０．８．１４ -

中央-全般年表-62 大東亜戦争歴日表　昭１６．７．２～２０ 空幹校戦史教官室

中央-全般年表-63 昭和２～１６年史実年表　昭和２０．１２ 復員省史実部

中央-全般年表-64 太平洋戦争年表　昭和５０．１２ 航空班　長島三佐

中央-全般年表-65 目次案及歴日表案綴　昭和２６．３ Ｇ－２歴史課

中央-全般年表-66 特攻年表　自．昭和１８．１　至．昭和２０．８
戦史部第２研究室２等空佐　服
部省吾所員作成

中央-全般年表-66_2 特攻年表　自．昭和１８年１月　至．２０年８月 戦史部　服部省吾所員作成

中央-全般年表-67 日本歴史主要年表　１／２　１８５３～１９６０　軍事史付録 -

中央-全般年表-68 国内．国際作戦情勢歴日表　自．昭和１５年７月　至．〃２０年８月 第一復員局

中央-全般概史-1 第２次世界大戦史　目次　昭３１．９．１６翻訳 フォン．チッペルスキルヒ著

中央-全般概史-2
第２次世界大戦史　其の１｛序文　第１章第１節　第４章第１０節｝
昭２９．９．２３～３０．４．６翻訳

フォン．チッペルスキルヒ著

中央-全般概史-3
第２次世界大戦史　其の２｛第４章第１０節（続）　第７章第１節｝
昭３０．４．２４～３０．７．３１翻訳

フォン．チッペルスキルヒ著

中央-全般概史-4
第２次世界大戦史　其の３｛第７章第２節　第８章第１０節｝　昭３
０．８．３０～３０．１２．５翻訳

フォン．チッペルスキルヒ著

中央-全般概史-5
第２次世界大戦史　其の４｛第８章第１１節　第１０章第８節｝　昭３
０．１２．３０～３１．３．２３翻訳

フォン．チッペルスキルヒ著

中央-全般概史-6
第２次世界大戦史　其の５｛第１１章～第１３章　結論　年表｝　昭３
１．２．２７～３１．７．２９

フォン．チッペルスキルヒ著

中央-全般概史-7 大東亜戦争全史草案目次 第１復員局

中央-全般概史-8 大東亜戦争全史草案　第１編其の１ 第１復員局



令和４年８月２日

中央-全般概史-9 大東亜戦争全史草案　第１編其の２ 第１復員局

中央-全般概史-10 大東亜戦争全史草案　第２編 第１復員局

中央-全般概史-11 大東亜戦争全史草案　第３編其の１ 第１復員局

中央-全般概史-12 大東亜戦争全史草案　第３編其の２ 第１復員局

中央-全般概史-13 大東亜戦争全史草案　第４編 第１復員局

中央-全般概史-14 大東亜戦争全史草案　第５編 第１復員局

中央-全般概史-15 大東亜戦争全史草案　第６編 第１復員局

中央-全般概史-16 大東亜戦争全史草案　第７編 第１復員局

中央-全般概史-17 大東亜戦争全史草案　第８編 第１復員局

中央-全般概史-18 大東亜戦争全史草案　第９編 第１復員局

中央-全般概史-19 大東亜戦争全史草案　第１０編 第１復員局

中央-全般概史-20 大東亜戦争全史草案　第１１編 第１復員局

中央-全般概史-21 独ソ戦争　その１　１９４１年～１９４５年 ギュイヨーム将軍　著

中央-全般概史-22 軍閥興亡史（昭３４．１２．１２　産経新聞所載） 伊藤　政徳

中央-全般概史-23 帝国陸軍の最後（進攻編）　昭３４　産経新聞切抜 伊藤　政徳

中央-全般概史-24 帝国陸軍の最後（死闘編）　昭３４．１２．２１産経新聞切抜 伊藤　政徳

中央-全般概史-25 帝国陸軍の最後（特攻編）　昭３５．７．２５産経新聞切抜 伊藤　政徳

中央-全般概史-26 帝国陸軍の最後（終末編）　昭３５．１産経新聞切抜 伊藤　政徳

中央-全般概史-27 支那事変史　大東亜戦史　第１６号　支那事変陸戦概史　上編 参謀本部

中央-全般概史-29 昭和１２年度　支那事変陸戦概史 第１復員局

中央-全般概史-30 昭和１２年度　支那事変陸戦概史 第１復員局

中央-全般概史-31 昭和１２年度　支那事変概史 第１復員省史実部

中央-全般概史-32 昭和１２年度　支那事変概史 第１復員省史実部

中央-全般概史-33 昭和１３年度　支那事変概史 第１復員省史実部

中央-全般概史-35 昭和１３年度　支那事変概史 第１復員省史実部

中央-全般概史-36 昭和１３年度　支那事変概史 第１復員省史実部

中央-全般概史-37
支那事変史　大東亜戦史　叢書第１６号　支那事変陸戦概史　上
編　１／２　昭１２．７～１３．１２

第１復員局

中央-全般概史-38
支那事変史　大東亜戦史　叢書第１６号　支那事変陸戦概史　上
編　２／２　昭１２．７～１３．１２

第１復員局

中央-全般概史-39
支那事変史　大東亜戦史　叢書第１６号　支那事変陸戦概史　上
編　１／２　昭１２．７～１３．１２

第１復員局

中央-全般概史-40
支那事変史　大東亜戦史　叢書第１６号　支那事変陸戦概史　上
編　２／２　昭１２．７～１３．１２

第１復員局

中央-全般概史-41
支那事変史　大東亜戦史　叢書第１６号　支那事変陸戦概史　上
編　１／２　昭１２．７～１３．１２

第１復員局

中央-全般概史-42
支那事変史　大東亜戦史　叢書第１６号　支那事変陸戦概史　上
編　２／２　昭１２．７～１３．１２

-

中央-全般概史-43 陸海軍人気質の相違　主として政治力の観察 海軍大学研究部

中央-全般概史-44 明治維新のころ　１８２３（文政６年）～１９０９（明治４２） 朝日新聞

中央-全般概史-45 陸軍省沿革史　慶応３．１０．１４～明治３３．１２．２８ 陸軍省

中央-全般概史-46 丸……大陸軍戦史　臨時増刊　昭３１．１２．１５発行 -



令和４年８月２日

中央-全般概史-49
支那事変史　大東亜戦史叢書第１６号　支那事変陸戦概史　上編
１／２　昭１２．７～１３．１２

陸軍省

中央-全般概史-50
支那事変史　大東亜戦史叢書第１６号　支那事変陸戦概史　上編
２／２　昭１２．７～１３．１２

陸軍省

中央-全般概史-51 陸軍沿革要覧　続編　１／６　明治２３．１．１～２３．１２．３１ 陸軍省

中央-全般概史-52 陸軍沿革要覧　続編　２／６　明治２５．１．１～２５．１２．３１ 陸軍省

中央-全般概史-53 陸軍沿革要覧　続編　３／６　明治２６．１．１～２６．１２．３１ 陸軍省

中央-全般概史-54 陸軍沿革要覧　続編　４／６　明治２７．１．１～２７．１２．３１ 陸軍省

中央-全般概史-55 陸軍沿革要覧　続編　５／６　明治２８．１．１～２８．１２．３１ 陸軍省

中央-全般概史-56 陸軍沿革要覧　続編　６／６　明治２９．１．１～２９．１２．３１ 陸軍省

中央-全般概史-57 陸軍沿革要覧　続編　第１　１／６　明治２３．１．１～２３．１２．３１ 陸軍省

中央-全般概史-58 陸軍沿革要覧　続編　第３　２／６　明治２５．１．１～２５．１２．３１ 陸軍省

中央-全般概史-59 陸軍沿革要覧　続編　第４　３／６　明治２６．１．１～２６．１２．３１ 陸軍省

中央-全般概史-60 陸軍沿革要覧　続編　第５　４／６　明治２７．１．１～２７．１２．３１ 陸軍省

中央-全般概史-61 陸軍沿革要覧　続編　第６　５／６　明治２７．１．１～２７．１２．３１ 陸軍省

中央-全般概史-62 陸軍沿革要覧　続編　第７　６／６　明治２９．１．１～２９．１２．３１ 陸軍省

中央-全般概史-63 陸軍沿革要覧　１／２部中　明治１年～２２ 陸軍省

中央-全般概史-64 陸軍沿革要覧　２／２部中　明治１年～２２ 陸軍省

中央-全般概史-66 帝国陸軍概要　大正６年 陸軍省

中央-全般概史-68 陸軍　第２巻　大正１５．４ 貝塚事務官　編

中央-全般概史-69 陸軍　第３巻　大正１５．５ 貝塚事務官　編

中央-全般概史-72 参謀沿革誌　第１号　明治４．７～１３．１２ 参謀本部

中央-全般概史-73 陸軍技術本部の沿革年表　明治４．７～昭和１７．１０．１５ -

中央-全般概史-74 軍民必携　陸軍便覧　全　明治３８ 川流堂　小林又七発行

中央-全般概史-75 陸軍省沿革史　附表 -

中央-全般概史-76 陸軍省沿革史　付表　１／２　明治１．４．２１～３６．末 陸軍省

中央-全般概史-77 陸軍省沿革史　付表　２／２　明治１．４．２１～３６．末 陸軍省

中央-全般概史-78 陸軍省沿革史　１／２　例言．目録写（本文略）　明治３８．１１．２１ -

中央-全般概史-79 陸軍省沿革史　２／２　例言．目録写（本文略）　明治３８．１１．２１ -

中央-全般概史-81 陸軍省沿革史附表 陸軍省

中央-全般概史-82 陸軍省．教育総監部沿革資料　明治１年～昭和２０年 元８５飛行戦隊　外山操

中央-全般概史-83 日独戦史課の運営　昭和１２．８ 第１１課

中央-全般概史-84 太平洋戦争各期に於ける全般状況 第１復員局

中央-全般概史-85 永田事件の反省　昭和１１年１月２０日 山科　敏

中央-全般概史-86 日本 仏国歩兵大尉　ド・ビラレー氏

中央-全般概史-87
工兵沿革大要．工兵隊系統　工兵隊編制表．勝海舟伯爵兵制論
合編

-

中央-全般概史-88 工兵沿革誌　巻１ 施設学校　教育部戦史室

中央-全般概史-89 工兵沿革誌　巻２（其１） 施設学校　教育部戦史室



令和４年８月２日

中央-全般概史-90 工兵沿革誌　巻２（其２） 施設学校　教育部戦史室

中央-全般概史-91 軍事課の歴史　昭和１０年６月 -

中央-全般概史-92 帝国陸軍沿革梗概　昭和８年６月　高嶋少将史料 陸軍省印刷

中央-全般概史-93 明治の陸軍とお雇い外国人　陸軍省大日記の研究 -

中央-全般概史-94 兵制５０年を回顧して 陸軍省

中央-全般憲政史料-1 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の１ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-2 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の２ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-3 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の３ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-4 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の４ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-5 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の５ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-6 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の６ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-7 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の７ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-8 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の８ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-9 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の９ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-10 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の１０ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-11 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の１１ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-12 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の１２ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-13 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の１３ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-14 憲政資料（山縣文書）　１４分冊の１４ 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-15 憲政資料（伊藤文書）　１１分冊の１ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-16 憲政資料（伊藤文書）　１１分冊の２ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-17 憲政資料（伊藤文書）　１１分冊の３ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-18 憲政資料（伊藤文書）　１１分冊の４ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-19 憲政資料（伊藤文書）　１１分冊の５ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-20 憲政資料（伊藤文書）　１１分冊の６ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-21 憲政資料（伊藤文書）　１１分冊の７ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-22 憲政資料（伊藤文書）　１１分冊の８ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-23 憲政資料（伊藤文書）　１１分冊の９ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-24 憲政資料（伊藤文書）　１１分冊の１０ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-25 憲政資料（伊藤文書）　１１分冊の１１ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-26 憲政資料（伊藤文書）　其の２．７分冊の１ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-27 憲政資料（伊藤文書）　其の２．７分冊の２ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-28 憲政資料（伊藤文書）　其の２．７分冊の３ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-29 憲政資料（伊藤文書）　其の２．７分冊の４ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-30 憲政資料（伊藤文書）　其の２．７分冊の５ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-31 憲政資料（伊藤文書）　其の２．７分冊の６ 伊藤　博文



令和４年８月２日

中央-全般憲政史料-32 憲政資料（伊藤文書）　其の２．７分冊の７ 伊藤　博文

中央-全般憲政史料-33 憲政資料（桂文書）　１８分冊の１ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-34 憲政資料（桂文書）　１８分冊の２ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-35 憲政資料（桂文書）　１８分冊の３ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-36 憲政資料（桂文書）　１８分冊の４ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-37 憲政資料（桂文書）　１８分冊の５ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-38 憲政資料（桂文書）　１８分冊の６ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-39 憲政資料（桂文書）　１８分冊の７ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-40 憲政資料（桂文書）　１８分冊の８ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-41 憲政資料（桂文書）　１８分冊の９ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-42 憲政資料（桂文書）　１８分冊の１０ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-43 憲政資料（桂文書）　１８分冊の１１ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-44 憲政資料（桂文書）　１８分冊の１２ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-45 憲政資料（桂文書）　１８分冊の１３ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-46 憲政資料（桂文書）　１８分冊の１４ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-47 憲政資料（桂文書）　１８分冊の１５ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-48 憲政資料（桂文書）　１８分冊の１６ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-49 憲政資料（桂文書）　１８分冊の１７ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-50 憲政資料（桂文書）　１８分冊の１８ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-51 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の１ 桂　太郎

中央-全般憲政史料-52 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の２ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-53 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の３ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-54 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の４ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-55 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の５ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-56 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の６ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-57 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の７ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-58 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の８ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-59 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の９ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-60 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の１０ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-61 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の１１ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-62 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の１２ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-63 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の１３ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-64 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の１４ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-65 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の１５ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-66 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の１６ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-67 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の１７ 寺内　正毅



令和４年８月２日

中央-全般憲政史料-68 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の１８ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-69 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の１９ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-70 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の２０ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-71 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の２１ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-72 憲政資料（寺内文書）　２２分冊の２２ 寺内　正毅

中央-全般憲政史料-73 憲政資料　山縣元帥意見書集 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-74 憲政資料　山縣元帥意見書集（続） 山縣　有朋

中央-全般憲政史料-75 憲政資料（井上文書）　１４分冊の１ 井上　馨

中央-全般憲政史料-76 憲政資料（井上文書）　１４分冊の２ 井上　馨

中央-全般憲政史料-77 憲政資料（井上文書）　１４分冊の３ 井上　馨

中央-全般憲政史料-78 憲政資料（井上文書）　１４分冊の４ 井上　馨

中央-全般憲政史料-79 憲政資料（井上文書）　１４分冊の５ 井上　馨

中央-全般憲政史料-80 憲政資料（井上文書）　１４分冊の６ 井上　馨

中央-全般憲政史料-81 憲政資料（井上文書）　１４分冊の７ 井上　馨

中央-全般憲政史料-82 憲政資料（井上文書）　１４分冊の８ 井上　馨

中央-全般憲政史料-83 憲政資料（井上文書）　１４分冊の９ 井上　馨

中央-全般憲政史料-84 憲政資料（井上文書）　１４分冊の１０ 井上　馨

中央-全般憲政史料-85 憲政資料（井上文書）　１４分冊の１１ 井上　馨

中央-全般憲政史料-86 憲政資料（井上文書）　１４分冊の１２ 井上　馨

中央-全般憲政史料-87 憲政資料（井上文書）　１４分冊の１３ 井上　馨

中央-全般憲政史料-88 憲政資料（井上文書）　１４分冊の１４ 井上　馨

中央-全般憲政史料-89 憲政資料（斉藤文書） 斉藤　実

中央-全般憲政史料-90
帝国国防方針案（田中義一素案及山縣公上奏案）　帝国国防方
針国防に要する兵力　帝国軍用兵綱領策定顛末概要

田中　義一

中央-全般憲政史料-91 林銑十郎大将（１　自筆メモ１１通　２　書簡３通　３　電報１） 林　銑十郎

中央-全般憲政史料-92 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第１　慶應３～明治１年 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-93 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第２　明治２～３ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-94 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３　明治４～５ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-95 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第１　慶應３～明治１年 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-96 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第２　明治２～３ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-97 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３　明治４～５ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-98 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第４　明治６ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-99 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第４　明治６ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-100 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第５　明治７ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-101 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第５　明治７ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-102 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第６　明治８ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-103 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第６　明治８ 大島健一校閲・竹内榮喜編集



令和４年８月２日

中央-全般憲政史料-104 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第７　明治９ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-105 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第７　明治９ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-106 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第８　明治１０ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-107 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第８　明治１０ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-108 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第９　明治１１ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-109 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第９　明治１１ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-110 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第１０　明治１２ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-111 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第１０　明治１２ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-112 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第１１　明治１３ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-113 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第１２　明治１４ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-114 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第１３　明治１５ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-115 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第１４　明治１６～１７ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-116 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第１５　明治１８ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-117 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第１６　明治１９ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-118 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第１７　明治２０ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-119 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第１８　明治２１～２２ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-120 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第１９　明治２３～２４ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-121 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第２０　明治２５～２６ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-122 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第２１　明治２７ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-123 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第２２　明治２８ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-124 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第２３　明治２９～３１ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-125 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第２４　明治３２～３３ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-126 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第２５　明治３４ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-127 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第２６　明治３５ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-128 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第２７　明治３６ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-129 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第２８　明治３７．１～６ -

中央-全般憲政史料-130 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第２９　明治３７．７月～１２月 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-131 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３０　明治３８．１～６ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-132 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３１　明治３８．７～１２ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-133 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３１　明治３８．７～１２ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-134 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３１　明治３８．７～１２ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-135 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３２　明治３９～４０ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-136 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３２　明治３９～４０ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-137 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３２　明治３９～４０ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-138 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３３　明治４１～４２ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-139 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３３　明治４１～４２ 大島健一校閲・竹内榮喜編集
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中央-全般憲政史料-140 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３３　明治４１～４２ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-141 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３４　明治４３～４４ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-142 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３４　明治４３～４４ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-143 軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３４　明治４３～４４ 大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-144
軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３５　明治４５（大正１年９月含
む）

大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-145
軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３５　明治４５（大正１年９月含
む）

大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-146
軍事関係　明治天皇御傳記史料　第３５　明治４５（大正１年９月含
む）

大島健一校閲・竹内榮喜編集

中央-全般憲政史料-147 憲法改正草案 -

中央-全般憲政史料-148 第８５．８６回帝国議会　貴族院議事速記録（抜萃）　昭和１９．９ 参議院議事部

中央-全般憲政史料-149 政務官会議史料　昭和２０．８．８～８．１４ 米軍戦史課

中央-全般鉄道-1 軍事輸送　巻１　１８８２年 -

中央-全般鉄道-2 軍事輸送　巻２　１８８２年 -

中央-全般鉄道-3 軍事輸送　巻３　１８８２年 -

中央-全般鉄道-4 軍事輸送　巻４　１８８２年 -

中央-全般鉄道-5 軍事輸送　巻５　１８８２年 -

中央-全般鉄道-6 軍事輸送　巻６　１８８２年 -

中央-全般鉄道-7
軍事鉄道記録　第１巻　１．軍事鉄道記録編纂経緯経過　２．満洲
事変及其以前

-

中央-全般鉄道-8 軍事鉄道記録　第２巻　３．支那事変 -

中央-全般鉄道-9
軍事鉄道記録　第３巻　４．大東亜戦争　大東亜戦争間に於ける
大本営の軍事鉄道施策の概要内地鉄道、樺太、台湾鉄道、朝鮮
鉄道を含む　５．満洲鉄道の①まで

-

中央-全般鉄道-10 軍事鉄道記録　第４巻　４．大東亜戦争　５．満洲鉄道（続） -

中央-全般鉄道-11
軍事鉄道記録　第５巻　４．大東亜戦争　６．支那鉄道　①～④
７．南方鉄道　①～⑨

-

中央-全般鉄道-12
軍事鉄道記録　第６巻　５．鉄道防空　６．軍事鉄道機関　７．軍政
的に見た軍事鉄道記録　８．結論

-

中央-全般鉄道-13
軍事鉄道記録　雑の１　大東亜戦争間に於ける軍事鉄道記録　其
２～其４合冊

-

中央-全般鉄道-14
軍事鉄道記録　雑の２　１．軍事鉄道記録　第１巻～第６巻　余剰
分一括合冊　１．鉄道関係参考史料の一部合冊

-

中央-全般鉄道-15
軍事鉄道記録　雑の３　軍事鉄道記録第１巻及第６巻の余剰分を
合冊したもの

-

中央-全般鉄道-16
軍事鉄道記録　雑（内地関係）　（内地鉄道防空資料　内地鉄道防
空戦史）

-

中央-全般鉄道-17
軍事鉄道記録　雑（内地関係）　（内地鉄道防空資料　内地鉄道防
空戦史）

-

中央-全般鉄道-18 軍事鉄道記録　雑（満洲関係）　満洲関係鉄道戦史 -

中央-全般鉄道-19 軍事鉄道記録　雑（満洲関係）　満洲関係鉄道戦史 -

中央-全般鉄道-20 軍事鉄道記録　雑（支那関係）　支那関係鉄道戦史 -

中央-全般鉄道-21 軍事鉄道記録　雑（支那関係）　支那関係鉄道戦史 -

中央-全般鉄道-22 軍事鉄道記録　雑（支那関係）　支那関係鉄道戦史 -

中央-全般鉄道-23 鉄道作戦記録 第１復員局

中央-全般鉄道-24 鉄道作戦記録 第１復員局

中央-全般鉄道-25 鉄道作戦記録 第１復員局

中央-全般鉄道-26 鉄道作戦記録 第１復員局
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中央-全般鉄道-27 鉄道作戦記録 第１復員局

中央-全般鉄道-28 日満間海上輸送の諸問題　昭和１７．８ 満鉄本社調査部　社業調査堂

中央-全般鉄道-29 西伯利鉄道及日露戦役間　輸送の概要 兵要地学附録　古川中佐

中央-全般鉄道-30 鉄道須知（済南鉄路局発行） 華北交通株式会社

中央-全般鉄道-31 満洲の鉄道 参謀本部

中央-全般鉄道-32 内田満鉄総裁に対する 本庄関東軍司令官よりの懇談事項要旨 関東軍

中央-全般鉄道-33 支那鉄道問題資料（満洲） 外務省亜細亜局１課

中央-全般鉄道-34 満洲事変前における支那鉄道の沿革 第１復員局

中央-全般鉄道-35 昭和１６年度　鉄道統計速報 満鉄調査局資料課

中央-全般鉄道-37 列車時刻表（印度支那鉄道） 満鉄

中央-全般鉄道-38 ビルマ鉄道　旅客列車時間表 満鉄東亜経済調査局

中央-全般鉄道-39 ビルマ作戦鉄道戦史 第１５軍参謀　今村一二

中央-全般鉄道-45 対南方軍鉄道運営関係　報告回答綴 第３７軍軍政部陸運班

中央-全般鉄道-46 南方鉄道状況書綴 第３７軍軍政部陸運班

中央-全般鉄道-47 鉄道状況報告　昭１９．１月～９月迄(月報） 第３７軍交通部陸運課

中央-全般鉄道-48 鉄道月報綴　昭１９．１１．１５ 第３７軍陸運班

中央-全般鉄道-49 重要書類綴（鉄道） 第３７軍陸運班

中央-全般鉄道-50 鉄道月報綴（西海州の部）　昭１７．９～１８．２ 第３７軍政部陸運班

中央-全般鉄道-52 露国鉄道車輌の標記　大正３～９ 第１１師団　参謀部

中央-全般鉄道-53 鉄道作戦記録 第１復員局

中央-全般鉄道-54
満州．朝鮮　野戦鉄道　関係資料綴　昭和１６．１１．３０～１８．２．
１

野戦鉄道司令部

中央-全般鉄道-55 西比利鉄道並に露国軍備に関する情報　明治３７．９．４ 在仏特命全権公使　本野一郎

中央-全般鉄道-56 ソ連極東鉄道図　昭和１３．６ 満鉄調査部　編

中央-全般鉄道-57 第４鉄道監部　関係資料 -

中央-全般鉄道-58 湘桂作戦鉄道戦史　昭和２３．４ 今村　一二

中央-全般鉄道-59
西伯利鉄道及日露戦役間　輸送の概要　兵要地理附録　明治４
１．２

古川中佐

中央-全般鉄道-60 「ジャワ」鉄道戦史　昭和２２．７ 淺谷　實次

中央-全般鉄道-61 「ジャワ」鉄道戦史　昭和２２．７ 淺谷　實次

中央-全般鉄道-62 「ジャワ」鉄道戦史　昭和２２．７ 淺谷　實次

中央-全般鉄道-63 「ジャワ」鉄道戦史　昭和２２．７ 淺谷　實次

中央-全般鉄道-64 鉄道防空「附」スマトラ鉄道状況　昭和２２．１１ 河村　辨治

中央-全般鉄道-65 鉄道関係　軌制調査会書類（１）　大正５ 海軍大臣官房

中央-全般鉄道-66 鉄道関係　軌制調査会書類（２）　大正５ -

中央-全般鉄道-67 鉄道関係　軌隔調査概要（３） -

中央-全般鉄道-68 満州国列車運行表　昭和１８．１０．１ 運輸局運転課

中央-全般鉄道-69 鉄道第２０連隊職員表 -
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中央-全般鉄道-70 ソ連邦地域別鉄道図　昭和１８．２ -

中央-全般鉄道-71 第１次南満洲鉄道　株式会社の性質 岡松　参太郎

中央-全般鉄道-72
膠済鉄道に有する　本邦利権に鉄道経営の　現況と将来の観察
昭和３．５．７

参謀本部

中央-全般鉄道-73 華中鉄道沿革史　昭和３７．７ 関根保右衛門　編著

中央-全般鉄道-74 山東鉄道調査報告　大正４．５ 臨時鉄道連隊本部調査部

中央-全般鉄道-75 山東鉄道会社に関する調査報告　大正４．４ -

中央-全般鉄道-76 山東鉄道会社に関する調査報告　其２（完）　大正４．７ -

中央-全般鉄道-77 鉄道関係資料　大正８ 阿久井史料

中央-全般鉄道-78 鉄道軍事輸送に関する件通牒　昭和１５年 第１鉄道輸送司令官

中央-全般鉄道-79 石徳線の特質に関する調査報告　昭和１６．９ 満鉄北支経済調査所

中央-全般鉄道-80 鉄道関係器材概説　昭和１８．５ 第３陸軍技術研究所

中央-全般鉄道-81 鉄道運用輸送券　昭和２０年度８月分 会計科

中央-全般鉄道-82 局面認（推）定に関する綴　昭和２４～２７年調 鉄道第２０連隊

中央-全般鉄道-83 本土に於ける鉄道に関する報告　昭和２５．４ 藤原　岩市

中央-全般鉄道-84 支那及隣邦鉄道概要　明治３８．７ 大本営陸軍幕僚

中央-全般鉄道-85 戦時陸軍鉄道官衙及其業務 阿久井史料

中央-全般鉄道-86 第２回大陸鉄道輸送協議会議事録　昭和１８．９ 大陸鉄道輸送協議会事務局

中央-全般鉄道-87 鉄道作戦記録　昭和２６．３ 復員局

中央-全般鉄道-88 「極秘」西伯利鉄道沿線図　昭和１５年５月１０日 完倉資料

中央-全般鉄道-89
新橋国府津　横須賀　大船　間列車時刻表　明治４４年５月１日改
正

-

中央-全般鉄道-90 羅南より各方面行　鉄道運賃表　昭和９年 第１９師団

中央-全般鉄道-91 規程類纂　第２編　運輸（帳表）　昭和１８年５月１日現在 朝鮮総督府　鉄道局　総務課

中央-全般鉄道-92 満鉄会社関係条約及契約集　別冊　大正１４年 南満洲鉄道株式会社

中央-全般鉄道-93
満洲鉄道に関する谷大佐に関する資料　・青泥窪より奉天に至る
鉄道線路を複線と為すの議　・複線計画と中間停車場設置計画と
比較意見　・鉄嶺以北に於ける補給計画　・満韓鉄道の連絡に関

兵站総監部　谷大佐

中央-全般鉄道-94 峰山線線路図 -

中央-全般鉄道-95 満洲鉄道概見図　昭和６年１月調 -

中央-全般鉄道-96 已往戦役に於ける鉄道隊の鉄道業務 野村義孝

中央-全般船舶-1
船舶作戦記録　其の１　大東亜戦開戦前後に於ける船舶業務の
概要

厚生省引揚援護局

中央-全般船舶-2
船舶作戦記録　其の１　大東亜戦開戦前後に於ける船舶業務の
概要

厚生省引揚援護局

中央-全般船舶-3
船舶作戦記録　其の１　大東亜戦開戦前後に於ける船舶業務の
概要

厚生省引揚援護局

中央-全般船舶-4
船舶作戦記録　其の１　大東亜戦開戦前後に於ける船舶業務の
概要

厚生省引揚援護局

中央-全般船舶-5
船舶作戦記録　其の１　大東亜戦開戦前後に於ける船舶業務の
概要

厚生省引揚援護局

中央-全般船舶-6
船舶作戦記録　其の１　大東亜戦開戦前後に於ける船舶業務の
概要

厚生省引揚援護局

中央-全般船舶-7 船舶作戦記録　別冊　（馬来．比島．爪哇方面　上陸作戦の概要 第１復員局

中央-全般船舶-8 船舶作戦記録　別冊　（馬来．比島．爪哇方面　上陸作戦の概要 第１復員局

中央-全般船舶-9 船舶作戦記録　別冊　（馬来．比島．爪哇方面　上陸作戦の概要 第１復員局



令和４年８月２日

中央-全般船舶-10 船舶作戦記録　別冊　（馬来．比島．爪哇方面　上陸作戦の概要 第１復員局

中央-全般船舶-11 船舶作戦記録　別冊　（馬来．比島．爪哇方面　上陸作戦の概要 第１復員局

中央-全般船舶-12
馬来．比島．爪哇方面　上陸作戦の概要　大東亜戦開戦前後に於
ける　船舶業務の概要　別冊

引揚援護局

中央-全般船舶-13 日本軍上陸作戦に関する　史的総合観察 -

中央-全般船舶-14 日本軍上陸作戦に関する　史的総合観察 第１復員局

中央-全般船舶-15 日本軍上陸作戦に関する　史的総合観察 第１復員局

中央-全般船舶-16 日本軍上陸作戦に関する　史的総合観察 第１復員局

中央-全般船舶-17 日本軍上陸作戦に関する　史的総合観察 第１復員局

中央-全般船舶-18 船舶作戦記録　其の２ -

中央-全般船舶-19 アイウエオ順輸送船舶番号表（昭１８．５調製） -

中央-全般船舶-20 船舶戦史 -

中央-全般船舶-21
支那事変以降　終戦迄に於ける　船舶部隊並船舶関係の研究
歴史資料

-

中央-全般船舶-33 船舶に関する重大事項の回想乃至観察 田尻　昌次

中央-全般船舶-34 第２揚陸団参謀（馬来上陸）　森藤甚松中佐手記　１／３ 森藤　甚松

中央-全般船舶-35 関東軍交通参謀　森藤甚松中佐手記　２／３ 森藤　甚松

中央-全般船舶-36 第４船舶輸送（第８方面軍）参謀長　森藤甚松中佐手記　３／３ 森藤　甚松

中央-全般船舶-37 陸軍上陸作戦　戦例　１９４１．１２～１９４２．１０ -

中央-全般船舶-45 陸軍船舶部隊の参考 厚生省援護局

中央-全般船舶-45_2 陸軍船舶部隊の参考　昭和３７．３．１ 厚生省援護局

中央-全般船舶-46 陸軍徴傭船舶行動調書 -

中央-全般船舶-48 太平洋戦争間船舶使用並に　船舶損耗表 -

中央-全般船舶-49 海軍船舶関係発電綴　昭１７．１～１９．１２ 参謀本部

中央-全般船舶-50 陸軍特種船舶部隊の復員 厚生省援護局復員課

中央-全般船舶-59 独立工兵第２２連隊　資料効程表　昭１８．１１．１５ 独立工兵第２２連隊

中央-全般船舶-66 上野滋大佐資料（船舶関係）　昭４１．５．１ 元陸軍大佐　上野滋

中央-全般船舶-67 運輸部沿革及艤装の参考　昭１４．３ 新妻大尉

中央-全般船舶-68 船舶関係軍隊符号　昭１７．１２．１６ 暁６１７４部隊

中央-全般船舶-69 帝龍丸．賀茂丸及七星丸の行動に関する記録（写）　昭１８ 留守業務部船舶班

中央-全般船舶-70 総員乗艇要領 船舶工兵隊司令部

中央-全般船舶-71 特別班班長会議資料　昭１７．７ ４９碇泊場司令部特別班

中央-全般船舶-72 機帆船調査表　昭１９年 第７中隊

中央-全般船舶-73 第５船舶輸送司令部　関係書類綴　昭１９年 第５船舶輸送司令部

中央-全般船舶-74_2 輸送船要目表（甲）　昭和１８年１０月調製 船舶司令部

中央-全般船舶-75 丸船警備計画　昭１９年 輸送指揮官　古賀大佐

中央-全般船舶-76 加茂丸輸送指揮官命令　昭和１７年１１月１５日～１２月９日 ラバウル　佐藤大尉

中央-全般船舶-77 船舶関係歴史資料　昭２１．７．３０ 船舶残務整理部



令和４年８月２日

中央-全般船舶-78 船舶情報連隊業務に関する史料　昭３１．４ 元陸軍大佐　大西義明

中央-全般船舶-79 船舶関係主要職員表　１／２　明治１年～昭和１９年
陸上自衛隊幹部学校　松原茂
生１佐

中央-全般船舶-80 船舶関係主要職員表　２／２　明治１年～昭和１９年
陸上自衛隊幹部学校　松原茂
生１佐

中央-全般船舶-81 大東亜戦争における陸軍船舶戦史　１／３ 松原茂生１佐

中央-全般船舶-82 船舶関係要職　２／３　明治１年～昭和２０年 松原茂生１佐　編集

中央-全般船舶-83 大東亜戦争における　陸軍船舶部隊行動一覧表　３／３ 松原茂生１佐

中央-全般船舶-84 大東亜戦争における　陸軍船舶戦史　１／３ 陸幹校　松原茂生１佐

中央-全般船舶-85
船舶関係主要職　その上司の職員録並に官制　２／３　明治１年
～昭和２０年

松原茂生１佐

中央-全般船舶-86 大東亜戦争における　陸軍船舶部隊行動一覧表　３／３ 松原茂生１佐

中央-全般船舶-87 大東亜戦争における　陸軍船舶戦史　１／３ 松原茂生１佐

中央-全般船舶-88 船舶関係主要職　２／３　明治１年～昭和２０年 松原茂生１佐

中央-全般船舶-89 大東亜戦争における　陸軍船舶部隊行動一覧表　３／３ 松原茂生１佐編集

中央-全般船舶-90 大東亜戦争における　陸軍船舶戦史　１／３ 松原茂生１佐編集

中央-全般船舶-91 船舶関係主要職　２／３　明治１年～昭２０年 松原茂生１佐編集

中央-全般船舶-92 大東亜戦争における　陸軍船舶部隊行動一覧表　３／３ 松原茂生１佐

中央-全般船舶-93 大東亜戦争における　陸軍船舶戦史　１／３ 松原茂生１佐編集

中央-全般船舶-94 船舶関係主要職　２／３　明治１年～昭２０年 松原茂生１佐編集

中央-全般船舶-95 大東亜戦争における　陸軍船舶部隊行動一覧表　３／３ 松原茂生１佐編集

中央-全般船舶-96 陸軍船舶関係写真集 松原茂生収集

中央-全般船舶-97 船舶司令部将校職員表　昭２０．３．１ 松原茂生１佐編集

中央-全般船舶-98 錨索　１／２ 和田大作（柴田鉦三郎）

中央-全般船舶-99 錨索　２／２ 和田大作（柴田鉦三郎）

中央-全般船舶-100 東雲作業所実記　昭１８．７．１５～２０．１１．２ 柴田鉦三郎記

中央-全般船舶-101
三岡?次郎少佐日記　１／３　当時　船舶兵団大本営参謀　昭和１
６．１２．４～１７．１２．２６

三岡?次郎

中央-全般船舶-102
三岡?次郎少佐日記　２／３　当時船舶輸送司令部　付　兵団参謀
昭和１７．１２．２７～１９．１１．３０

三岡?次郎

中央-全般船舶-103
三岡?次郎少佐日記　３／３　当時大本営並運輸通信長官部　参
謀　昭和１９．１２．３～２０．８．１５

三岡?次郎

中央-全般船舶-104 船舶工兵第２６連隊資料　昭和２０．２．１３～２０．６．２ 船舶工兵第２６連隊

中央-全般船舶-105 作戦船舶輸送準備計画書　昭和１５年度 陸軍運輸部

中央-全般船舶-106 陸軍徴傭船舶行動調書　昭和３６．１２．１ 厚生省援護局

中央-全般船舶-107 陸軍徴傭船舶行動調書　昭和３６．１２．１ 厚生省援護局

中央-全般船舶-108 船舶行動一覧表 元船舶参謀　上野滋

中央-全般船舶-109 船舶部隊関係資料 -

中央-全般船舶-110
大東亜戦における海上輸送戦史　大東亜戦における輸送戦史
（船舶）の別冊　Ｎｏ１～Ｎｏ４２

陸上自衛隊　輸送学校

中央-全般船舶-113 船舶輸送業務回想録　昭和３０．５ 元陸軍中将　田尻昌次

中央-全般船舶-114 陸軍運輸部門司碇泊場監部資料　昭和１５年度 陸軍運輸部　門司碇泊場監部

中央-全般船舶-115 佐渡丸戦記 藤崎　一郎



令和４年８月２日

中央-全般船舶-116 暁（船舶工兵第１０連隊２００人の実證）第１巻 船舶工兵第１０連隊　戦友会

中央-全般船舶-117 暁（船舶工兵第１０連隊２００人の実證）第２巻 船舶工兵第１０連隊　戦友会

中央-全般船舶-118 暁（船舶工兵第１０連隊２００人の実證）第３巻 船舶工兵第１０連隊　戦友会

中央-全般船舶-119 暁（船舶工兵第１０連隊２００人の実證）第４巻 船舶工兵第１０連隊　戦友会

中央-全般船舶-120 暁（船舶工兵第１０連隊２００人の実證）第５巻 船舶工兵第１０連隊　戦友会

中央-全般船舶-121 暁（船舶工兵第１０連隊２００人の実證）第６巻 船舶工兵第１０連隊　戦友会

中央-全般船舶-122 暁（船舶工兵第１０連隊２００人の実證）第７巻 船舶工兵第１０連隊　戦友会

中央-全般船舶-123 暁（船舶工兵第１０連隊２００人の実證）第８巻 船舶工兵第１０連隊　戦友会

中央-全般船舶-124 暁（船舶工兵第１０連隊戦友会住所録）　Ｓ５５．３現在　別巻 船舶工兵第１０連隊　戦友会

中央-全般船舶-125 太平洋戦争間船舶使用並に　船舶損耗表 -

中央-全般船舶-126 陸軍徴傭船名（総屯数）表 -

中央-全般船舶-127 日本郵船（株）所有船（大東亜戦争時）　陸軍徴傭関係記録 -

中央-全般船舶-128 ３式潜航輸送艇設計図 １復史料

中央-全般船舶-129 舟艇図面　昭７ 陸軍軍輸部技師

中央-全般船舶-130 舟艇図面　昭７．９．２８ 陸軍運輸部技師

中央-全般船舶-131 特殊船図面　昭１７ -

中央-全般船舶-132 大東亜戦争　港湾に関する教育史料 陸幹校１佐　松原茂生

中央-全般船舶-133 大東亜戦争船舶戦史資料　旧陸軍特殊船舶記録　昭２３．２．８ 内山資料　内山鉄男

中央-全般船舶-134 船舶教育史料　昭１９．１１．１～１９．１１．２１ 船舶兵士官　候補生　江草一人

中央-全般船舶-135 小蒸気船要目表　Ｔ１４．１２調 -

中央-全般船舶-136 所有舟艇の要目表　大．昭．初期 陸軍運輸部　技師

中央-全般船舶-137 船舶機関要員必携　昭１６．１ 参謀本部　船舶課

中央-全般船舶-138 大東亜戦争　船舶史資料　昭１７ -

中央-全般船舶-139 大東亜戦争　船舶戦史資料 陸幹校　松原一佐

中央-全般船舶-140 船舶輸送心得　昭１９．４．１ 支那派遣軍　総司令部

中央-全般船舶-141 宇品丸図面　昭４ 旧軍船舶　参謀収集

中央-全般船舶-142 特殊船図面 -

中央-全般船舶-143 特殊船摩耶山丸図面 -

中央-全般船舶-144 特殊船．神州丸．竜城図面 陸軍運輸部技師

中央-全般船舶-145 ソーニクロフト沿岸用艇参考　大正 陸軍運輸部　技師　高岸音次郎

中央-全般船舶-146 上陸作戦研究資料 山内騎兵大佐

中央-全般船舶-147 錨索参考写真集　昭和１８．７～１０ -

中央-全般船舶-148 船舶輸送に於ける輸送　指揮官服務の参考　昭和１６．１１ 教育総監部

中央-全般船舶-149 乙種練習員　上陸作戦現地教育記事　昭和１７．８ 陸軍運輸部

中央-全般船舶-150
大東亜戦争に於ける上陸作戦　資料並意見集　第４巻　昭和１８．
４

船舶司令部

中央-全般船舶-151 巻波海岸達著要領　海図．羅針盤．重油．機関取扱法綴 暁第１０６５１部隊



令和４年８月２日

中央-全般船舶-152 上訓参考　下巻 -

中央-全般船舶-153
試験研究記事　第１回上陸時に於ける煙の用法　試験連絡用曳
航浮標等　自昭和１６．３～至昭和１６．４

陸軍運輸部

中央-全般船舶-154 復員輸送資料　其１．其２　昭和２１．１ -

中央-全般船舶-156 舟艇考案に関する概要　昭和１６．５ 原布美史料

中央-全般船舶-157 汽車船舶搭載の参考　昭和１６．１１ 第８５５１部隊

中央-全般船舶-158 カロ艇（駆逐艇）図面（２枚）　昭和１８．３ 内山史料

中央-全般船舶-159 船舶輸送に於ける　輸送指揮官服務の参考　昭和１８．７ 教育総監部

中央-全般船舶-160 迷彩原簿　昭和１８年 第３陸軍技術研究所

中央-全般船舶-161 輸送船状況簿　昭和１８．８ -

中央-全般船舶-162 徴傭機帆船運営要領　昭和１８．９ 陸軍航空本部　小倉監督部

中央-全般船舶-163 ＬＢ－Ｖ４船機原図（２９枚）　昭和１８．９ 陸軍運輸部

中央-全般船舶-164 せに艇（波号戦闘艇）　図面１枚　昭和１９．５ 内山史料

中央-全般船舶-165 に艇（レ艇）　図面２枚　昭和１９．６ 内山史料

中央-全般船舶-166 小輸送艇　量産用図面（５枚）　昭和１９．７ 大阪陸軍造兵廠　内山史料

中央-全般船舶-167 船舶用防火塗料の研究報告　昭和１９．１２ 第８陸軍技術研究所

中央-全般船舶-168 船艇研究実施計画　昭和２０．２～５ 第１０陸軍技術研究所

中央-全般船舶-169 ジーゼル発動機関係綴　昭和１９．２～２０．７ 陸軍兵器行政本部

中央-全般船舶-170 連絡艇己１型　図面（３枚）　昭和２０．５ 内山史料

中央-全般船舶-171 連絡艇巳２型研究実施計画　昭和２０．５ 第１０陸軍技術研究所

中央-全般船舶-172 改装３式潜航　輸送艇積載要領書　昭和２０．７ 第１０陸軍技術研究所

中央-全般船舶-173 木合板大発動艇　図面（２枚）　昭和 内山史料

中央-全般船舶-174 小輸送艇３型　図面（２５枚） 内山史料

中央-全般船舶-175 船舶賠償関係資料 -

中央-全般船舶-176 船舶による軍隊輸送　要領と各官の責務 作戦要務令第３部

中央-全般船舶-177 機帆船徴傭関係綴　昭和２０．２～７ 黒田嘱託

中央-全般船舶-178 １０技研３科接受綴（仕様書．工事要領書）　昭和２０．６～７ 第１０陸軍技研研究所

中央-全般船舶-179 輸送に関するメモ綴　昭和２０．７ 大陸１０課　富田少佐

中央-全般船舶-180 旧陸軍特殊船舶記録　昭和２３．２ 内山　鉄男

中央-全般船舶-181 陸軍船舶輸送業務の回想　昭和３０．５ 陸軍中将　田尻昌次

中央-全般船舶-182 船舶に関する重大事項の回想乃至観察　昭和３０．６ 陸軍中将　田尻昌次

中央-全般船舶-183 東京丸輸送指揮官命令 -

中央-全般船舶-184 上陸作戦主用材料要目表 船舶輸送司令部

中央-全般船舶-185 豊福丸輸送指揮官命令綴　昭和　１．２７～９．２０ -

中央-全般船舶-186 戦史　例証　船舶輸送作戦原則の過去と現在（第１巻） 田尻昌次稿

中央-全般船舶-187 戦史　例証　船舶輸送作戦原則の過去と現在（第２巻） 田尻昌次稿

中央-全般船舶-188 戦史　例証　船舶輸送作戦原則の過去と現在（第３巻） 田尻昌次稿
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中央-全般船舶-189 戦史　例証　船舶輸送作戦原則の過去と現在（第４巻） 田尻昌次稿

中央-全般船舶-190 戦史　例証　船舶輸送作戦原則の過去と現在（第５巻） 田尻昌次稿

中央-全般船舶-191 戦史　例証　船舶輸送作戦原則の過去と現在（第６巻） 田尻昌次稿

中央-全般船舶-192 戦史　例証　船舶輸送作戦原則の過去と現在（第７巻） 田尻昌次稿

中央-全般船舶-193 戦史　例証　船舶輸送作戦原則の過去と現在　附録第１巻 田尻昌次稿

中央-全般船舶-194 戦史　例証　船舶輸送作戦原則の過去と現在　附録第２巻 田尻昌次稿

中央-全般船舶-195 船舶輸送能力調査表　昭和１６．１０ 南満洲鉄道（株）東京支社

中央-全般船舶-196 試験計画綴　昭和２０年度 第１０陸軍技術研究所所長用

中央-全般船舶-197 ５式木製大護衛艇（甲）取扱法（案）　昭和２０．７ 第１０陸軍技術研究所

中央-全般船舶-198 連絡艇戊１型第３号艇　図面（８枚）　昭和 内山史料

中央-全般船舶-199
高津丸設計図（電路関係）５枚　・照明電灯電路系統図　・通信装
置電路系統図　・航海灯信号灯装置電路系統図　・電機予備及備
品表　・主電路系統図　昭和１８．８

-

中央-全般船舶-200
高津丸設計図（機械室関係）９枚　・機械室敷板装置　・機械室通
風管装置　・機械室通風管装置並詳細　・機械室潤滑油管系図　・
機械室全体装置　・機械室水潤滑油燃料油管の表　・機械室水潤

-

中央-全般船舶-201
高津丸設計図（缶室関係）４枚　・缶室敷板装置　・汽缶過熱器組
立図　・缶室全体装置及過風路並格子梯子装置　・缶室全体装置
及過風　１／２．２／２　昭和１８．１０

-

中央-全般船舶-202
高津丸設計図（燃料系等）９枚　・船体部諸試験方案書　・水中標
定機ディーゼル発電機室装置　・可浸長及可許長典線　・係留装
置　・抽水ポンプ用タービン予備品目録　・燃料油管系図　・排水量

-

中央-全般船舶-203
高津丸承認用図面（６枚）　・２５００ＨＰ蒸気タービン用減速装置組
立図　・２５００ＨＰ蒸気タービン用復水器組立図（其の１）　・２５００
ＨＰ蒸気タービン用復水器組立図（其の２）　・推進用２５００ＨＰ蒸

浦賀造船所

中央-全般船舶-204 外地在住船員の管理及び船舶関係資料　昭和２１．２ 第１復員局

中央-全般船舶-205 ５３５０屯貨物汽船設計図（その１）　昭和１８．４ 浦賀船渠（株）

中央-全般船舶-206 ５３５０屯貨物汽船設計図（その２）　昭和１８．８ 浦賀船渠（株）

中央-全般船舶-207
舶用４式１２０馬力ジーゼル発動機（０き１　１５０馬力級機関）　昭
和１８．１０～２０．２

第１０陸軍技術研究所

中央-全般船舶-208 舶用３０馬力焼玉機関研究原簿　昭和１９．１２～２０．６ 第１０陸軍技術研究所

中央-全般船舶-209 木製大護衛艇等研究原簿　昭和２０．１ 第１０陸軍技術研究所

中央-全般船舶-210 ５式木製大護衛艇（甲）取扱法　昭和２０．７ 第１０陸軍技術研究所

中央-全般船舶-211
南方地区木造船林業開発事業用　機材船名別積出明細書　昭和
１８～２０年

安宅産業（株）

中央-全般船舶-212 参考書綴　暁第２９４８部隊 -

中央-全般船舶-213 各輸送船々長に与える指示　昭和１７．１ -

中央-全般船舶-214 能登丸輸送指揮官命令 -

中央-全般船舶-215 研究実施計画　昭和１９年 第１０陸軍技術研究所

中央-全般船舶-216 上陸許可證控綴　第１０号　昭和１８．２ 第５２碇泊場司令部

中央-全般船舶-217 上陸許可願綴（其の１）　昭和１８．５ 暁第９２５７部隊

中央-全般船舶-218 上陸許可願綴（其の２）　昭和１８．５ 暁第９２５７部隊

中央-全般船舶-219 上陸許可願綴（其の３）　昭和１８．５ 暁第９２５７部隊

中央-全般船舶-220 上陸許可願綴（其の４）　昭和１８．５ 暁第９２５７部隊

中央-全般船舶-221 陸軍舟艇関係仕様書綴　昭和１９年度 第１０陸軍技術研究所

中央-全般船舶-222 試験報告（要報）索引　昭和１９年度 第１０陸軍技術研究所

中央-全般船舶-223
太平洋戦争間　陸軍使用船舶月別表・同損耗表　兵団隷属関係
一覧表　昭和２３．１０

-

中央-全般船舶-224 他部隊会報録　昭和１８．２以降 淀６０１７古藤隊
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中央-全般船舶-225 来翰綴　昭和１８．１０ 暁第４６３６部隊計画班

中央-全般船舶-226 三池丸日命（第１～１６号）　昭和１９．３～４月 -

中央-全般船舶-227 元船舶部隊一覧表　昭和２３．３ 船舶残務整理部

中央-全般船舶-228 舟艇弾痕応急対策研究原簿 陸軍技術本部

中央-全般船舶-229 陸軍徴傭船写真 山田順彦資料

中央-全般船舶-230 太平洋戦争間　陸軍にて使用せる船舶　月別表及び船舶損耗表 -

中央-全般船舶-231 船舶輸送間に於ける遭難部隊史料（陸軍） ２復史料

中央-全般船舶-232
日本陸軍の航空母艦　あきつ丸航行写真　あきつ丸甲板写真　三
式指揮連絡機(愛国8513銚子市民）

奥本剛

中央-全般船舶-233 陸軍海洋作戦用兵器資材の戦術的観察 浴宗輔

中央-全般船舶-234 昭和１０年度　甲種練習員用海戦術講義録　第１篇 陸軍運輸部

中央-全般船舶-235
海洋作戦参考資料綴　１、海洋作戦参考資料　２、漂水訓練三、
輸送船舶見張参考書

第80部隊　戸山学校第434部隊
暁第2945部隊

中央-全般船舶-236 第１船舶輸送司令部着任前後 松山作二

中央-全般軍旗-1 精神教育資料　第４６号　軍旗に就て（教育総監部）　昭８．７月 教育総監部

中央-全般軍旗-2 陸軍歩兵騎兵連隊軍旗の制式　大正６．４．４ 陸軍省

中央-全般軍旗-3 御真影．勅諭．軍旗　拝受部隊官衙学校一覧　明４１年 陸軍省

中央-全般軍旗-9 皇軍連隊写真帳（連隊略歴併記）　昭和１７．１．４ 皇徳奉讃会高輪分会

中央-全般軍旗-10 歩騎兵軍旗略歴集　昭１７．１．４ 皇徳奉讃会高輪分会

中央-全般軍旗-12 軍旗に関する史料　付　連隊歴史の概要 歩兵第２２４連隊

中央-全般軍旗-13 歩兵第３２１連隊軍旗　昭３８．８．１５　朝雲抜萃 -

中央-全般軍旗-14
第２師団長丸山政男報告　歩兵第２９連隊　軍旗所在不明に関す
る報告　昭１７．１１．１２

第２師団長　丸山政男

中央-全般軍旗-15 軍旗に就て -

中央-全般軍旗-16～18
軍旗処理に付上奏(騎兵３連隊、騎兵２５連隊、騎兵２６連隊合冊)
昭２０．８．２２～２０．８．２７

騎兵３連隊、騎兵２５連隊、騎兵
２６連隊

中央-全般軍旗-19～26
軍旗処理に付上奏(支１・２・３歩６・３４・６２・６８・８２連隊合冊)昭２
０．８．１８～２０．８．２７

支那駐屯歩兵１連隊・２連隊・３
連隊、歩兵６連隊・３４連隊・６２
連隊・６８連隊・８２連隊

中央-全般軍旗-27～38
軍旗処理に付上奏(歩１０１・１０４・１０５・１０８・１０９連隊他)昭２
０．８．１６～２０．８．３０

歩兵１０１・１０４・１０５・１０８・１０
９・１３７・１３９・１４９・１５７・１６
１・１６３連隊

中央-全般軍旗-39～44
軍旗処理に付上奏(歩２１６・２１７・２１８・２３４・２３５連隊他)昭２
０．８．１６～２０．８．２７

歩兵２１６・２１７・２１８・２３４・２３
５・２３６連隊

中央-全般軍旗-46 歩兵第３６連隊　関係絵葉書（軍旗と感状） 歩兵第３６連隊

中央-全般軍旗-47_1 歩兵第２９連隊　軍旗所在不明に関する報告　昭１７．１１．１２ 第２師団長　丸山政男

中央-全般軍旗-47_2 歩兵第２９連隊　軍旗所在不明に関する報告　昭１７．１１．１２ 第２師団長　丸山政男

中央-全般軍旗-48
近衛歩兵第１連隊　軍旗履歴書　明治７．１．２０～昭和１９．４．２
９

近衛歩兵第１連隊

中央-全般軍旗-49 軍旗写真帳 -

中央-全般軍旗-50 軍旗親授の儀に関する通牒　昭１６．８．２７ 陸軍大臣　東條英機

中央-全般軍旗-51 軍旗親授一覧表（陸軍大臣官房）　昭１１．６．１８～２０．６．１ 陸軍大臣官房

中央-全般軍旗-52
御真影．勅諭．軍旗　拝授軍隊官衙学校一覧　明治５年～昭和２
０年

陸軍省

中央-全般軍旗-53 拝授部隊官衙学校一覧　明治５年～明治４４年 陸軍省

中央-全般軍旗-55 歩兵第１２連隊　軍旗奉焼について　昭２０．８．１８ 歩兵第１２連隊　岡田順一

中央-全般軍旗-56 歩兵第３０６連隊　軍旗親授式の記　昭２０．５．２ 歩兵第３０６連隊　阿部浩
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中央-全般軍旗-57 軍旗に就て　昭８．７ 教育総監部

中央-全般軍旗-58 歩兵第１５５連隊軍旗写真 歩兵第１５５連隊　菅原道之

中央-全般軍旗-59 歩兵第１２連隊軍旗歴史　明治８．９．９～昭和２０．８．１８ 歩兵第１２連隊本部

中央-全般軍旗-60 歩兵第４５９連隊　軍旗奉還誓詞　昭２０．８．３０ 歩兵第４５９連隊

中央-全般軍旗-61 歩兵２８．２９　軍旗再親授写真　昭１９．１．３１ 陸軍省

中央-全般軍旗-62 御真影．勅諭．軍旗　拝受部隊官衙学校一覧　明治４１．４ 陸軍省

中央-全般軍旗-63 軍旗に就て　昭８．７ 教育総監部

中央-全般軍旗-64 軍旗奉焼に関する記録目次 -

中央-全般軍旗-65 歩兵第１２連隊軍旗歴史 歩兵第１２連隊

中央-全般軍旗-66 連隊旗の制式　大正６．４．４ -

中央-全般軍旗-67 歩兵第１３３連隊　旗奉焼手記 歩兵第１３３連隊長　加川勝永

中央-全般軍旗-68 歩兵第１連隊軍旗写真 -

中央-全般軍旗-69 軍旗写真　綴 -

中央-全般軍旗-70 大日本帝国　軍旗之歴史　上巻　明治３４．５ 兵学書院

中央-全般軍旗-71 近衛歩兵第３連隊軍旗経歴　明治３９．４ 連隊旗手

中央-全般軍旗-72 軍旗親授に関する件 帝室制度審議会

中央-全般感状-1 感状輯録　第１～第９輯　１／３分冊　昭１２～１４年 参謀本部支那事変史　編纂部

中央-全般感状-2 感状輯録　第１０～第１９輯　２／３分冊　昭１２年 参謀本部支那事変史　編纂部

中央-全般感状-3 感状輯録　第２０～第２７輯　３／３分冊　昭１２～１７年 参謀本部支那事変史　編纂部

中央-全般感状-4 感状輯録　第１～第９　１／３分冊　昭１２～１４年 参謀本部支那事変史　編纂部

中央-全般感状-5 感状輯録　第１０～第１９　２／３分冊　昭１２年 参謀本部支那事変史　編纂部

中央-全般感状-6 感状輯録　第２０～第２７　３／３分冊　昭１２～１７年 参謀本部支那事変史　編纂部

中央-全般感状-7 感状輯録　第１～第９　１／３分冊　昭和１２～１４年 参謀本部支那事変史　編纂部

中央-全般感状-8 感状輯録　第１０～第１９（１８欠）　２／３分冊　昭１２年 参謀本部支那事変史　編纂部

中央-全般感状-9 感状輯録　第２０～第２７（２４欠）　３／３分冊　昭和１２～１７年 参謀本部支那事変史　編纂部

中央-全般感状-10 感状輯録　第１～第９（６欠）　１／３分冊　昭１２～１４年 参謀本部支那事変史　編纂部

中央-全般感状-11
感状輯録　第１０～第１７（１４．１５．１６欠）　２／３分冊　昭１２～１
６年

参謀本部支那事変史　編纂部

中央-全般感状-12 感状輯録　第１９～第２７（２４　２５欠）　３／３分冊　昭１２～１７年 参謀本部支那事変史　編纂部

中央-全般感状-13
感状．賞詞．表彰状輯録　１／１２　（支那事変及大東亜戦争の部
既刊への追加を要す）

田口事務官　調

中央-全般感状-14
感状．賞詞．表彰状輯録　２／１２　（支那事変及大東亜戦争の部
既刊への追加を要す）

田口事務官　調

中央-全般感状-15
感状．賞詞．表彰状輯録　３／１２　（支那事変及大東亜戦争の部
既刊への追加を要す）

田口事務官　調

中央-全般感状-16
感状．賞詞．表彰状輯録　４／１２　（大東亜戦争の部　Ｂ．本土
Ｃ．台沖　Ｄ．北東方面）

田口事務官　調

中央-全般感状-17
感状．賞詞．表彰状輯録　５／１２　（大東亜戦争の部　Ｅ．中部太
平洋方面）

田口事務官　調

中央-全般感状-18
感状．賞詞．表彰状輯録　６／１２　（大東亜戦争の部　Ｇ．支那
Ｈ．比島　Ｋ．馬来方面）

田口事務官　調

中央-全般感状-19
感状．賞詞．表彰状輯録　７／１２　（大東亜戦争の部　Ｌ．濠北　Ｎ
南東方面）

田口事務官　調

中央-全般感状-20
感状．賞詞．表彰状輯録　８／１２　（大東亜戦争の部　Ｈ．比島の
部）

田口事務官　調



令和４年８月２日

中央-全般感状-21
感状．賞詞．表彰状輯録　９／１２　（大東亜戦争の部　ｉ　緬旬方
面）

田口事務官　調

中央-全般感状-22
感状．賞詞．表彰状輯録　１０／１２　（大東亜戦争の部　Ｋ．馬来．
南西方面）

田口事務官　調

中央-全般感状-23
感状．賞詞．表彰状輯録　１１／１２　（支那事変．大東亜戦争の部
海軍の部）

田口事務官　調

中央-全般感状-24 感状．賞詞．表彰状輯録　１２／１２　昭１８．１１．３～２０．５．１８ 田口事務官　調

中央-全般感状-25
明治３７～３８年戦役感状写（第１巻）　大本営満洲軍総司令部第
１軍　明治３９．１１

陸軍省編集

中央-全般感状-26
明治３７～３８年戦役感状写　大本営満洲軍総司令部第２軍　その
１　明治３９．１１　第２巻その１

陸軍省編集

中央-全般感状-27
明治３７～３８年戦役感状写　大本営満洲軍総司令部第２軍　その
２　明治３９．１１　第２巻その２

陸軍省編集

中央-全般感状-28
明治３７～３８年戦役感状写　大本営満洲軍総司令部第３軍　その
１　明治３９．１１　第３巻その１

陸軍省編集

中央-全般感状-29
明治３７～３８年戦役感状写　大本営満洲軍総司令部第３軍　その
２　明治３９．１１　第３巻その２

陸軍省編集

中央-全般感状-30
明治３７～３８年戦役感状写　大本営満洲軍総司令部第４軍　明
治３９．１１　第４巻その１

陸軍省編集

中央-全般感状-31
明治３７～３８年戦役感状写　大本営満洲軍総司令部第４軍　鴨
緑紅軍．韓国駐剳軍．遼東守備軍．第８．１０．１３各師団　第４巻
その２　明治３９．１１

陸軍省編集

中央-全般感状-32
支那方面陸軍部隊　感状．賞詞．表彰状索引　昭１７．１．１～２
０．４．２１

田口事務官

中央-全般感状-33
支那方面陸軍部隊　感状．賞詞．表彰状索引　昭１２．１．１～２
０．４．２１

田口事務官

中央-全般感状-34 歩兵第３６連隊感状集　明治３７．８．１９～３８．４．３ -

中央-全般感状-36
歩兵第５９連隊　陸軍歩兵１等卆　関口伴蔵賞状　明治４４．９．１
３

歩兵第５９連隊　第４中隊長　稻
生田正央

中央-全般感状-37 国崎支隊に与うる感状写　（抗州湾上陸作戦）　昭１２．１１ -

中央-全般感状-38 湘桂作戦に於ける第３師団に対しての感状　（写） -

中央-全般感状-39 大東亜戦争　感状集録　（第２５．１４．１８軍　河村支隊関係） -

中央-全般感状-40 大東亜戦争　感状集録　（第２５．１４軍）　昭１７～１９ -

中央-全般感状-41
第１３師団感状　写　上海攻略戦　昭１３．２．１１　徐州会戦　昭１
３．７．９

-

中央-全般感状-42 第２０師団作戦経過要報　別冊　感状．賞詞綴 第２０師団

中央-全般感状-43
支那戦域．感状．賞詞　第１１軍　輜重兵第１０１連隊（昭１４．８．１
１）　第１１軍　片岡部隊（昭１７．４．２４）　第６師団　輜重兵第６連
隊（昭１５．３．７）

-

中央-全般感状-44 感状輯録　第２７輯 偕行社特号８２２号附録

中央-全般感状-45 精神教育資料　感状賞詞並美談集（其の３）　昭１８．７．１　編纂 歩兵第６８連隊

中央-全般感状-46 感状輯録　（第２５輯） マライ作戦の河村戦車部隊

中央-全般感状-47 第１５軍　第３３軍　南方軍　｝関係　感状（賞詞）集録　昭１７～２０ -

中央-全般感状-48 支那事変及大東亜戦争（支那）の部　感状．賞詞．表彰状輯録 田口　伸雄

中央-全般感状-49 支那事変及大東亜戦争（支那）の部　感状．賞詞．表彰状輯録 田口　伸雄

中央-全般感状-50
日露戦役　１．騎１３連１４連４連の戦死者功績　２．騎兵第１旅団
感状集　３．騎兵第４連隊の戦闘詳報

山内騎兵大佐

中央-全般感状-51 ビルマ戦線感状賞詞 -

中央-全般感状-52 感状　昭和２０．４ 南方軍総司令官

中央-全般感状-53 感状に関する綴　昭和２０．５～８ と号業務班

中央-全般感状-54 感状綴　昭和２０年５月起 帥人事班

中央-全般感状-55
感状輯録　第２８～４６輯（４０輯欠）　偕行社記事　特号８２３～８４
３巻　未附録　昭和１８．４～１９．１２

-

中央-全般感状-56 陸軍准尉今井五郎功績名簿　当時１７ｉ付 -

中央-全般感状-57 飛行第８１戦隊附　陸軍中尉　佐々木政治への感状 第３飛行師団長　菅原道大



令和４年８月２日

中央-全般感状-58 船舶工兵第３連隊感状 第１７軍司令部

中央-全般統計年報-1 陸軍省第１０年報　明．１７ 陸軍省

中央-全般統計年報-2 陸軍省統計年報　明．１８ 陸軍省

中央-全般統計年報-3 陸軍省統計年報　第５回　明．２４ 陸軍省

中央-全般統計年報-4 陸軍省第７回　統計年報　全　明．２６．１．１～２６．１２．３１ 陸軍省

中央-全般統計年報-5 陸軍省第７回　統計年報　全　明．２６．１．１～２６．１２．３１ 陸軍省

中央-全般統計年報-6 陸軍省第７回　統計年報　全　明．２６．１．１～２６．１２．３１ 陸軍省

中央-全般統計年報-7 明治２７～８年　戦役統計　下巻 陸軍省

中央-全般統計年報-8 陸軍省統計年報　第９回　明．２８ 陸軍省

中央-全般統計年報-9 陸軍省統計年報　第１０回　明．２９ 陸軍省

中央-全般統計年報-10 陸軍省第１２回　統計年報　明．３１ 陸軍省

中央-全般統計年報-11 陸軍省統計年報　第１３回　明．３２ 陸軍省

中央-全般統計年報-12 陸軍省統計年報　第１３回　衛生部　明．３２ 陸軍省

中央-全般統計年報-13 陸軍省統計年報　第１３回　馬政　明．３２ 陸軍省

中央-全般統計年報-14 陸軍省統計年報　第１４回　明．３３ 陸軍省

中央-全般統計年報-15 陸軍省統計年報　第１４回　衛生　明．３３ 陸軍省

中央-全般統計年報-16 陸軍省統計年報　第１４回　馬政　明．３３ 陸軍省

中央-全般統計年報-17 陸軍省統計年報　第１５回　明．３４ 陸軍省

中央-全般統計年報-18 陸軍省統計年報　第１５回　衛生　明．３４ 陸軍省

中央-全般統計年報-19 陸軍省統計年報　第１５回　馬政 陸軍省

中央-全般統計年報-20 陸軍省統計年報　第１６回　明．３５ 陸軍省

中央-全般統計年報-21 陸軍省統計年報　第１６回　衛生の部　明．３５ 陸軍省

中央-全般統計年報-22 陸軍省統計年報　第１６回　馬政の部　明．３５ 陸軍省

中央-全般統計年報-23 陸軍省統計年報　第１８回　明．３９　（３７～３８含） 陸軍省

中央-全般統計年報-24 陸軍省統計年報　第１８回　衛生の部　明．３９ 陸軍省

中央-全般統計年報-25 陸軍省統計年報　第１８回　監獄．工業．経費．刑罰．雑の部 陸軍省

中央-全般統計年報-26 陸軍省統計年報　第１９回　明．４０ 陸軍省

中央-全般統計年報-27 陸軍省統計年報　第１９回　衛生の部　明．４０ 陸軍省

中央-全般統計年報-28
陸軍省統計年報　第１９回　監獄．工業．馬匹．刑罰．雑の部
明．４０

陸軍省

中央-全般統計年報-29 陸軍省第２０回　統計年報　明．４１ 陸軍省

中央-全般統計年報-29_2 陸軍省第２０回　統計年報　明４１ 陸軍省

中央-全般統計年報-30 陸軍省第２１回　統計年報　明．４２ 陸軍省

中央-全般統計年報-31 陸軍省統計年報　第２２回　明．４３ 陸軍省

中央-全般統計年報-32 陸軍省統計年報　第２２回　明．４３ 陸軍省

中央-全般統計年報-33 陸軍省統計年報　第２２回　明．４３ 陸軍省

中央-全般統計年報-34 陸軍省統計年報　第２３回　明．４４ 陸軍省
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中央-全般統計年報-35 陸軍省統計年報　第２３回　衛生の部　明．４４ 陸軍省

中央-全般統計年報-36 陸軍省統計年報　第２３回　工業．馬政．刑罰　雑の部　明．４４ 陸軍省

中央-全般統計年報-37 陸軍省統計年報　第２４回　大．１ 陸軍省

中央-全般統計年報-38 陸軍省統計年報　第２４回　衛生の部　大．１ 陸軍省

中央-全般統計年報-39 陸軍省統計年報　第２４回　工業．軍馬．監獄．雑の部　大．１ 陸軍省

中央-全般統計年報-40 陸軍省統計年報　第２５回　大．２ 陸軍省

中央-全般統計年報-41 陸軍省統計年報　第２５回　衛生の部　大．２ 陸軍省

中央-全般統計年報-42 陸軍省統計年報　第２５回　雑の部．軍馬．工業．付録　大．２ 陸軍省

中央-全般統計年報-43 陸軍省統計年報　第２６回　大．３ 陸軍省

中央-全般統計年報-44 陸軍省統計年報　第２６回　衛生の部　大．３ 陸軍省

中央-全般統計年報-45 陸軍省統計年報　第２７回　大．４ 陸軍省

中央-全般統計年報-46 陸軍省統計年報　第２７回　衛生の部　大．４ 陸軍省

中央-全般統計年報-47 陸軍省統計年報　第２８回　大．５ 陸軍省

中央-全般統計年報-48 陸軍省統計年報　第２８　衛生の部　大．５ 陸軍省

中央-全般統計年報-49 陸軍省統計年報　第２９回　大．６ 陸軍省

中央-全般統計年報-50 陸軍省統計年報　第２９回　衛生　大．６ 陸軍省

中央-全般統計年報-51 陸軍省統計年報　第３０回　大．７ 陸軍省

中央-全般統計年報-52 陸軍省統計年報　第３０回　衛生の部　大．７ 陸軍省

中央-全般統計年報-53 陸軍省統計年報　第３１回　大．８ 陸軍省

中央-全般統計年報-55 陸軍省統計年報　第３２回　大．９ 陸軍省

中央-全般統計年報-56 陸軍省統計年報　第３２回　衛生の部　大．９ 陸軍省

中央-全般統計年報-57 陸軍省統計年報　第３３回　大．１０ 陸軍省

中央-全般統計年報-58 陸軍省統計年報　第３４回　大．１１ 陸軍省

中央-全般統計年報-59 陸軍省統計年報　第３５回　大．１２ 陸軍省

中央-全般統計年報-60 陸軍省統計年報　第３６回　大．１３ 陸軍省

中央-全般統計年報-61 陸軍省統計年報　第３７回　大．１４ 陸軍省

中央-全般統計年報-62 陸軍省統計年報　第３８回　昭．１ 陸軍省

中央-全般統計年報-63 陸軍省統計年報　第３９回　昭．２ 陸軍省

中央-全般統計年報-64 陸軍省統計年報　第４０回　昭．３ 陸軍省

中央-全般統計年報-65_2
教育総監部所管学校　第２回．３回．４回．統計年表　明．３２～３
４

-

中央-全般統計年報-66_2 教育総監部所管学校　第５回．６回．８回統計年表　明３５～３８ -

中央-全般統計年報-67
教育総監部所管学校　第１０．１１．１２．１３統計年表　明．４０～４
３

-

中央-全般統計年報-68 陸軍省第７回　統計年報　全　明．２６．１．１～２６．１２．３１ -

中央-全般統計年報-69 陸軍省第７回統計年報　全　明．２６．１．１．～２６．１２．３１ -

中央-全般統計年報-70 大日本帝国陸軍省　第１４回統計年報　（馬政之部）　明．３４．１０ -

中央-全般統計年報-71 陸軍省第１７回統計年報　明．３６　明．３７．９刊行 陸軍大臣官房
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中央-全般統計年報-72 陸軍省統計年報　（第３１回）　大．８ 陸軍大臣官房

中央-全般統計年報-73 陸軍省統計年報　（第４０回）　昭．３ 陸軍大臣官房

中央-全般統計年報-74 陸軍省統計年報　（第４４回）　昭．７ 陸軍大臣官房

中央-全般統計年報-75 陸軍省統計年報　（第４５回）　昭．８ 陸軍大臣官房

中央-全般統計年報-76 陸軍省統計年報　（第４８回）　昭．１１ 陸軍大臣官房

中央-全般統計年報-77 陸軍省第２回　統計年報　明．２１ 陸軍省総務局　第１課編纂

中央-全般統計年報-77_2 陸軍省第２回　統計年報　明．２１ 陸軍省総務局　第１課編纂

中央-全般統計年報-78 陸軍省第１２回　統計年報　明．３１ -

中央-全般統計年報-79 陸軍省第８年報　全 -

中央-全般統計年報-80 陸軍省統計表 -

中央-全般統計年報-81 陸軍省統計年報　第４７回　昭和１０ 陸軍省

中央-全般統計年報-82 陸軍省第１１年報　明治１８．１～１２ -

中央-全般統計年報-83 陸軍省第１２年報　明治１９．１～１２ -

中央-全般統計年報-85 陸軍省第１回統計年報　全　明治２０．１～１２ -

中央-全般統計年報-86 陸軍省第３回統計年報　全　明治２２．１～１２ -

中央-全般統計年報-87 陸軍省第１２回統計年報　衛生の部　明治３２．１０ -

中央-全般統計年報-96 陸軍省第２０回統計年報　明治４１年 陸軍大臣官房

中央-全般統計年報-97 陸軍省統計年報　第２１回　明治４２年 -

中央-全般統計年報-98 陸軍省統計年報　第２２回　明治４３年 -

中央-全般統計年報-100 陸軍省統計年報　（第３０回）　大正７年 陸軍大臣官房

中央-全般統計年報-101 陸軍省統計年報　（第３４回）　大正１１年 陸軍大臣官房

中央-全般統計年報-103 陸軍省統計年報　（第３８回）　昭和１年 -

中央-全般統計年報-105 陸軍省統計年報　（第４１回）　昭和４年 -

中央-全般統計年報-106 陸軍省統計年報　（第４２回）　昭和５年 -

中央-全般統計年報-107 陸軍省統計年報　（第４３回）　昭和６年 -

中央-全般統計年報-108 陸軍省統計年報　（第４４回）　昭和７年 -

中央-全般統計年報-109 陸軍省統計年報　（第４６回）　昭和９年 -

中央-全般統計年報-110 陸軍省統計年報　（第４６回）　昭和９年 -

中央-全般統計年報-111 陸軍省統計年報　（第４８回）　昭和１１年 -

中央-全般統計年報-112 陸軍省統計年報　（第４９回）　昭和１２年 -

中央-全般統計年報-113 工業統計表別冊　昭和１７年 軍需省総動員局動員部第３課

中央-全般統計年報-114 日本帝国統計摘要　第３９回　大正１４年　刊行 内閣統計局編纂

中央-全般統計年報-115 日本帝国統計摘要　第４１回　昭和２年　刊行 内閣統計局編纂

中央-全般統計年報-116 日本帝国死因統計　明治４２年 内閣統計局編纂

中央-全般統計年報-117 日本帝国死因統計　明治４３年 内閣統計局編纂

中央-全般伝記-1 石本新六中将の功績 -
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中央-全般伝記-2 陸軍中将　木越安綱関係資料綴　明治１０～昭和７ -

中央-全般伝記-3 秩父宮雍仁親王殿下を偲び奉りて　昭２８．４．１３ 陸軍士官学校　同期生

中央-全般伝記-4 沼田徳重小伝　（第１１４師団長） 関眞幸　編著

中央-全般伝記-5 杉山元帥御夫妻　追悼法要報告書 -

中央-全般伝記-6 山下奉文年譜 -

中央-全般伝記-7 山下奉文伝記資料 山下奉文記念会

中央-全般伝記-8 杉山元帥御夫妻　追悼法要報告書 -

中央-全般伝記-9 南部利祥中将伝記　明治３８．５ -

中央-全般伝記-10 小坂千尋小伝 -

中央-全般伝記-11 佐賀の乱　（役） 中田二佐　編

中央-全般伝記-12 押上森蔵経歴　大正１５．３．１０発行 -

中央-全般伝記-13 長岡外史回顧録 -

中央-全般伝記-14 長岡外史意見書等綴 -

中央-全般伝記-15 護堂略歴史　（長岡外史自叙伝） -

中央-全般伝記-16 昭和飛行回顧録 長岡外史顕彰会会長

中央-全般伝記-17 福田雅太郎追懐録 山根倬三　編纂

中央-全般伝記-18 参謀次長　陸軍少将　田村怡與造 -

中央-全般伝記-19 追憶　キモンポラ会　１５回開催記念
第１９師団混成第３旅団　砲兵
隊　高射砲中隊

中央-全般伝記-20 中支那派遣軍司令官として仰ぐ　畑元帥　昭３７．５．２６ -

中央-全般伝記-21
大本営参謀　近藤傳八少佐　作戦手簿（抜粋）　昭１６．１２．３～１
７．３．１２

-

中央-全般伝記-22 壺碑 津田出小伝

中央-全般伝記-23 故　梅津美治郎大将　遺影．遺筆写．履歴写　昭４４．１．１８ -

中央-全般伝記-24 西とウラヌス　－西竹一大佐伝－ 吉橋　戒三

中央-全般伝記-25 大越中佐小伝　全 -

中央-全般伝記-27 豪勇　三浦将軍　元陸軍少将　兼松成器 -

中央-全般伝記-28 小山秋作経歴　文久２．６～昭和２．９ -

中央-全般伝記-29 野津元帥 -

中央-全般伝記-30 佐倉藩弥市家別系　大築家譜写 -

中央-全般伝記-31 大築家譜　由緒書 -

中央-全般伝記-32 大築尚志略伝 樋口　雄彦

中央-全般伝記-33 陸軍少将　小池龍二回想録目次集録 -

中央-全般伝記-34 陸軍少将　小池龍二回想録　１／１４分冊 -

中央-全般伝記-35 陸軍少将　小池龍二回想録　２／１４分冊 -

中央-全般伝記-36 陸軍少将　小池龍二回想録　３／１４分冊 -

中央-全般伝記-37 陸軍少将　小池龍二回想録　４／１４分冊 -

中央-全般伝記-38 陸軍少将　小池龍二回想録　５／１４分冊 -
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中央-全般伝記-39 陸軍少将　小池龍二回想録　６／１４分冊 -

中央-全般伝記-40 陸軍少将　小池龍二回想録　７／１４分冊 -

中央-全般伝記-41 陸軍少将　小池龍二回想録　８／１４分冊 -

中央-全般伝記-42 陸軍少将　小池龍二回想録　９／１４分冊 -

中央-全般伝記-43 陸軍少将　小池龍二回想録　１０／１４分冊 -

中央-全般伝記-44 陸軍少将　小池龍二回想録　１１／１４分冊 -

中央-全般伝記-45 陸軍少将　小池龍二回想録　１２／１４分冊 -

中央-全般伝記-46 陸軍少将　小池龍二回想録　１３／１４分冊 -

中央-全般伝記-47 陸軍少将　小池龍二回想録　１４／１４分冊 -

中央-全般伝記-48 軍神行
陸軍士官学校同窓風郵吟社同
人有志

中央-全般伝記-49 陸軍歩兵大尉　真崎　甚三郎　明治３７．８年戦役経歴概要 -

中央-全般伝記-50
田中静壹大将の統率　附　田中軍司令官の遺書（写）　昭和４１年
１１月　高嶋少将史料

高嶋辰彦

中央-全般伝記-51 畑俊六回顧録　一 畑俊六

中央-全般伝記-52 畑俊六回顧録　二 畑俊六

中央-全般伝記-53 畑俊六回顧録　三 畑俊六

中央-全般伝記-54 畑俊六回顧録　四 畑俊六

中央-全般伝記-55 畑俊六回顧録　五 畑俊六

中央-全般伝記-56 畑俊六回顧録　六 畑俊六

中央-全般伝記-57 畑俊六回顧録　七 畑俊六

中央-全般伝記-58 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　一 畑俊六

中央-全般伝記-59 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　二 畑俊六

中央-全般伝記-60 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　三 畑俊六

中央-全般伝記-61 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　四 畑俊六

中央-全般伝記-62 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　五 畑俊六

中央-全般伝記-63 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　六 畑俊六

中央-全般伝記-64 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　七 畑俊六

中央-全般伝記-65 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　八 畑俊六

中央-全般伝記-66 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　九 畑俊六

中央-全般伝記-67 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　十 畑俊六

中央-全般伝記-68 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　十一 畑俊六

中央-全般伝記-69 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　十二 畑俊六

中央-全般伝記-70 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　十三 畑俊六

中央-全般伝記-71 佐野増彦筆写 畑俊六回顧録　十四 畑俊六

中央-全般伝記-72 松浦光清伝記 不詳

中央-全般写真-1 秩父宮殿下写真集　昭和４年 歩兵第３連隊

中央-全般写真-2 陸軍写真帖　昭和１０．７ 陸軍省つはもの編輯部
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中央-全般写真-3 保科貞次写真集 -

中央-全般写真-4 陸軍大将　松井石根写真 -

中央-全般写真-5 憲兵隊　（写真） 林資料

中央-全般写真-6 大東亜会議　昭和１８年１１月 -

中央-全般写真-7 浦塩斯徳市　全景写真 -

中央-全般写真-8 通俗教育　陸軍写真帖 -

中央-全般写真-8_2 通俗教育　陸軍写真帖 ともゑ商会

中央-全般写真-9 山下奉文　大将　本間雅晴　中将　写真 -

中央-全般写真-10 大本営職員写真 -

中央-全般写真-11 ドイツ軍人写真集 -

中央-全般写真-12
内閣総理大臣　陸軍大臣　東條　英機　（１）　昭和１６．１０．１７～
１７．２．１８

-

中央-全般写真-13
内閣総理大臣　陸軍大臣　東條　英機　（２）　昭和１６．１１～１７．
４

-

中央-全般写真-14 東條　英機　アルバム　Ⅳ -

中央-全般写真-15 東條　英機　アルバム　Ⅴ -

中央-全般写真-16 昭和１５年１２月～昭和１６年６月　独伊派遣陸軍軍事視察団 -

中央-全般写真-17 陸海軍首脳部記念写真帖　昭和１７．４．２０～１９．１２．１０
陸軍省軍務局軍事課長　西浦
進大佐

中央-全般写真-18 米日系部隊写真集　１ -

中央-全般写真-19 米日系部隊写真集　２ -

中央-全般写真-20 日韓合邦記念塔写真帖　昭和９年 -

中央-全般写真-21 陸海軍国防大写真帖　危機　１９３５～６年に備へよ　昭和１０年
国防普及会代表者　佐藤勝之
助

中央-全般写真-22 故永久王殿下関係写真帖　昭和１６．７．１０ -

中央-全般写真-23
第２次フランス軍事使節団員　ルイ．クレートマン氏所有の写真及
び地図

-

中央-全般写真-24 失明傷痍軍人写真帖 -

中央-全般写真-25 遺烈顕彰 広東白菊会

中央-全般写真-26 日露戦争３０周年記念写真　昭和９年７月 -

中央-全般写真-27 齋藤朋雄大佐アルバム　（１）　広島工兵隊時代まで -

中央-全般写真-28 齋藤朋雄大佐アルバム　（２）　昭和２年～１３年 -

中央-全般写真-29 齋藤朋雄大佐アルバム　（３）　満洲．朝鮮 -

中央-全般写真-30 齋藤朋雄大佐アルバム　（４）　昭和１３年～１９年 -

中央-全般写真-31 働く銃後婦人　附毎日新聞連載婦人決戦絵巻 埼玉県

中央-全般写真-32 大東亜戦争写真史大観 明治天皇聖徳奉賛會

中央-全般写真-33 写真通信大正７年～９年 大正通信社

中央-全般写真-34
島貫武治陸軍大佐　戦前アルバム（１）　陸軍士官学校４３期アル
バム

-

中央-全般写真-35
島貫武治陸軍大佐　戦前アルバム（２）　ソ連・ポーランド・エストニ
ア駐在中

-

中央-全般写真-36
島貫武治陸軍大佐　戦前アルバム（３）　ソ連・ポーランド・エストニ
ア駐在中

-

中央-全般写真-37
島貫武治陸軍大佐　戦前アルバム（４）　ソ連・ポーランド・エストニ
ア駐在中

-
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中央-全般写真-38
島貫武治陸軍大佐　戦前アルバム（５）　ソ連・ポーランド・エストニ
ア駐在中

-

中央-全般写真-39 島貫武治陸軍大佐　戦前アルバム（６）　参謀本部　陸大教官 -

中央-全般写真-40
島貫武治陸軍大佐　戦前アルバム（７）　中国方面・ノモンハン事
件

-

中央-全般写真-41
島貫武治陸軍大佐　戦前アルバム（８）　北支那方面参謀　参謀本
部課長　第１１軍参謀時代

-

中央-全般写真-42 大正天皇韓国訪問（写真）　明治４０年１０月 -

中央-全般写真-43 第二次フランス軍事使節団 第二次フランス軍事使節団

中央-全般写真-44 陸軍士官学校校舎 -

中央-全般写真-45 軍隊生活 仙台 佐藤

中央-全般写真-46
Ricordo della Visita della Missione del Partito Nazionale Fascista
in GIAPPONE Marzo-Aprile 1938

（日本）外務省東亜局

中央-全般その他-1 国会図書館憲政資料室要覧 国会図書館

中央-全般その他-2 下村定大将回顧（聖将の面影） 第２０期生会

中央-全般その他-3 鹿児島征討録　１篇上　１／４　明治１０．４．２５ 川口宗昌　編輯

中央-全般その他-4 鹿児島征討録　１篇下　２／４　明治１０．４．２５ 川口宗昌　編輯

中央-全般その他-5 鹿児島征討録　２篇上　３／４　明治１０．４．２５ 川口宗昌　編輯

中央-全般その他-6 鹿児島征討録　２篇下　４／４　明治１０．４．２５ 川口宗昌　編輯

中央-全般その他-7 熊本鎮台会計部　従征中日記　明治１０．２．３～１０．１０．６ 第６師管主計分団

中央-全般その他-8 第２次大戦初期　米海兵隊編成装備表 米海兵隊戦史部

中央-全般その他-9 武器の変遷　Ⅰ．Ⅱ　１／１２　総説．戦闘様相
陸上自衛隊幹部学校　武田忠
雄

中央-全般その他-10 武器の変遷　Ⅲ　２／１２　戦術への影響
陸上自衛隊幹部学校　研究部１
佐　武田忠雄

中央-全般その他-11 武器の変遷　Ⅳ　３／１２　戦術への影響
陸上自衛隊幹部学校　研究部１
佐　武田忠雄

中央-全般その他-12 武器の変遷　Ⅴ　４／１２　戦術への影響
陸上自衛隊幹部学校　研究部１
佐　武田忠雄

中央-全般その他-13 武器の変遷　Ⅲ　別冊　５／１２　近代戦における戦闘様相
陸上自衛隊幹部学校　研究部１
佐　武田忠雄

中央-全般その他-14 第１次世界大戦　作戦戦闘様相　主要会戦．戦闘の概要　６／１２
陸上自衛隊幹部学校　研究部１
佐　武田忠雄

中央-全般その他-15 第１次大戦～第２次大戦　作戦戦闘の様相　現代戦Ⅱ　７／１２
陸上自衛隊幹部学校　研究部１
佐　武田忠雄

中央-全般その他-16 第２次世界大戦作戦戦闘様相　そのⅠ　欧洲方面　８／１２
陸上自衛隊幹部学校　研究部１
佐　武田忠雄

中央-全般その他-17
第２次世界大戦作戦戦闘様相　そのⅡ　大東亜戦争＝進攻作戦
編９／１２

陸上自衛隊幹部学校　研究部１
佐　武田忠雄

中央-全般その他-18
第２次世界大戦作戦戦闘様相　そのⅢ　大東亜戦争＝防勢作戦
編その１　１０／１２

陸上自衛隊幹部学校　研究部１
佐　武田忠雄

中央-全般その他-19
第２次世界大戦作戦戦闘様相　そのⅣ　大東亜戦争＝防勢作戦
編その２　１１／１２

陸上自衛隊幹部学校　研究部１
佐　武田忠雄

中央-全般その他-20
第２次世界大戦作戦戦闘様相　そのⅤ　大東亜戦争＝防勢作戦
編その３　１２／１２

陸上自衛隊幹部学校　研究部１
佐　武田忠雄

中央-全般その他-21 大東亜戦争私論１ 山形高校教諭　工藤忠雄

中央-全般その他-22 近代戦史の謎　１／２部中 洞　富雄

中央-全般その他-23 近代戦史の謎　２／２部中 洞　富雄

中央-全般その他-24
護堂略歴史　（長岡外史の日誌抜粋）　安政５．５．１３～昭和５．
４．７

長岡外史中将

中央-全般その他-25 陸海軍関係資料綴 戦史室企画班　保管

中央-全般その他-26 新軍歌　明治３９．５．５ -

中央-全般その他-29 虎号兵棋について　昭１８．１２月 陸軍大佐　服部卓四郎
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中央-全般その他-30 西南之役従軍記 青柳陸軍伍長

中央-全般その他-31 陸軍の気象機関沿革及びその勤務について　昭１０．８～２０．８ 陸軍中央気象部　小林和一郎

中央-全般その他-32 日本軍兵力に関する件　昭２０．１２．２３ 第１復員局

中央-全般その他-33 日本陸軍兵力　昭５～１９年 参謀本部総務課　第１復員局

中央-全般その他-34 原子爆弾傷研究綴　１／５　昭和２０．６月～２０．９月末 広島第１陸軍病院

中央-全般その他-35
原子爆弾傷研究綴　２／５　昭和２０．８．６～２０．９月末　（複刻
版）

広島第１陸軍病院

中央-全般その他-36
原子爆弾傷研究綴　３／５　昭和２０．８．６～２０．９月末　（複刻
版）

広島第１陸軍病院

中央-全般その他-37
原子爆弾傷研究綴　４／５　昭和２０．８．６～２０．９月末　（複刻
版）

広島第１陸軍病院

中央-全般その他-38 原子爆弾傷研究綴　５／５　昭和２０．８．６～２０．９月末 広島第１陸軍病院

中央-全般その他-40 軍用略語一覧表　１／３　昭２１．１．１６ 第１復員省翻訳部

中央-全般その他-41 軍用略語一覧表　２／３ -

中央-全般その他-42 軍用略語一覧表　３／３　昭２１．１．１６ 第１復員省翻訳部

中央-全般その他-43 大東亜戦争間秘匿作戦名称　１／３　昭１６．７～２０．８ 史実研究所

中央-全般その他-44 大東亜戦争秘匿作戦名称　昭１６．７～２０．８ 史実研究所

中央-全般その他-45 大東亜戦争間秘匿作戦名称 史実研究所

中央-全般その他-46 陸海軍「特政艇」の全貌　（サンデー日本掲載） サンデー日本

中央-全般その他-48 秘められた昭和史（別冊知性）１／２　昭３１．１２．１ 別冊知性　河出書房

中央-全般その他-49 秘められた昭和史　２／２ 河出書房

中央-全般その他-50 日本陸軍史（歴史公論）　秋季特輯号　昭９．１０．１　発行 歴史公論

中央-全般その他-51 臨時召集令状（写）　昭３７．９．１　「戦記」９月号抜粋 戦記０９月号

中央-全般その他-52 陸地測量部沿革誌（稿本）　前編　明治４．７～２１．５ 陸地測量部長

中央-全般その他-53 陸地測量部沿革誌　後編　明治２１．６～３９．１．１１ 陸地測量部長

中央-全般その他-54 小菅智渕事蹟　明治２２．１０
陸軍工兵大佐陸地測量部長
早川省義

中央-全般その他-56 戦争裁判記録関係資料目録　昭和４１．７ 法務大臣官房司法法制調査部

中央-全般その他-57 戦争裁判記録関係資料目録　昭和４１．７ 法務大臣官房司法法制調査部

中央-全般その他-58 戦争裁判関係資料　昭２０～２６ 引揚援護局

中央-全般その他-59 日本軍閥秘史　裁かれる日まで　１／２ 中折　豊

中央-全般その他-60 日本軍閥秘史　裁かれる日まで　２／２ 中折　豊

中央-全般その他-61 第２次世界大戦概見表　昭１２．１～１８．６ 参謀本部第４部

中央-全般その他-62 天皇陸軍の胎生（上．下）　昭４１．３ 中大講師　高橋茂夫

中央-全般その他-63 「国防の本義と其の強化の提唱」書類綴　１／６　昭９．１０月 陸軍省新聞班

中央-全般その他-64
「国防の本義と其強化の提唱」に対する評論集　２／６　昭９．１１．
２５

陸軍省新聞班

中央-全般その他-65 「国防の本義と其強化の提唱」に対する評論集　昭１０．１．１０ 陸軍省新聞班

中央-全般その他-66 国防の本義と其強化の提唱に就て　昭１０．６．２０ 陸軍省新聞班

中央-全般その他-67 「国防の本義と其強化の提唱」に関するスクラップ 陸軍中将　清水盛明

中央-全般その他-68 「国防の本義と其強化の提唱」原稿綴　昭９．８ 陸軍中将　清水盛明
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中央-全般その他-69 最近　帝国及列強の陸軍　１／２　昭５．１ 陸軍省

中央-全般その他-70 帝国及列強の陸軍　２／２　大正１４．２月 陸軍省

中央-全般その他-71 研究論文　人衛生に関する研究（満洲　北方　ガス等） 池田軍医中佐

中央-全般その他-72 石原莞爾の病歴を追って　昭８～２０年 陸軍少佐　吉武敏一

中央-全般その他-73 国家統治権の主体に関する考察　昭１０．３月 教育総監部

中央-全般その他-74 大喪儀参列に関する　歩兵第１旅団命令　昭２．２．７～２．２．８ 歩兵第１旅団司令部

中央-全般その他-75 軍人録音テープ目録 角田順　作成

中央-全般その他-76 小照に題す～詩　昭２８．６．８ 陸軍薬剤大佐　島田源太郎

中央-全般その他-77 軍縮会議より見たる国際政局　１／２　昭７．７．１３ 陸軍中将　松井石根

中央-全般その他-78 軍縮会議より見たる国際政局　２／２　昭７．７．１３ 陸軍中将　松井石根

中央-全般その他-79 軍人援護　昭１５．８．１～１６．３．１ 軍人援護会

中央-全般その他-80 大東亜戦争写真集　昭１９年 読売新聞社

中央-全般その他-81 戦友会一覧（歴史読本特別号抜粋）　昭４２．９ 歴史読本

中央-全般その他-82 戦友会一覧（歴史読本特別号抜粋）　昭４２．９ 歴史読本

中央-全般その他-83 戦友会一覧（歴史読本特別号抜粋）　昭４２．９ 歴史読本

中央-全般その他-84 眞崎甚三郎陸軍兵籍　明治２８．１２．１～昭和１１．３．１０ 佐賀県厚生部援護課

中央-全般その他-86 私の終戦メモ ３５期　松谷誠

中央-全般その他-87 帝国国防資源　大正６年 参謀本部

中央-全般その他-88 帝国国防資源　大正６年 参謀本部

中央-全般その他-89
第２次世界戦争における　米国陸軍　支那－ビルマ－印度　１９５
１年ワシントンＤＣ

米国陸軍省戦史長室

中央-全般その他-90 ドイツ連邦共和国国防軍　前編 欧亜局西欧課

中央-全般その他-91 独国国防軍最高機構概観　１９５２．１．３ -

中央-全般その他-91_2 独国国防軍最高機構概観　昭和２７．１．２２ 第１復員局

中央-全般その他-92 革命戦争について　第３国際共産主義の軍隊工作　昭３５．７．２７ -

中央-全般その他-93 大東亜戦史資料（後方関係）　昭２１．４ 厚生省援護局

中央-全般その他-94 不正規戦とソビエト　昭３３．７．３１
ミリタリ．ルビュー　１９５８年０５
月号所載

中央-全般その他-95 和蘭の東印度経略の概要　昭２０．１ 河村　耕治

中央-全般その他-96 佛文切抜通信 -

中央-全般その他-97 露土戦争始末 -

中央-全般その他-98 独国国防軍最高機構概観 -

中央-全般その他-99 巴爾幹諸国現勢対照表　昭１１．５月 -

中央-全般その他-100 関係各庁の状況に対する対策 -

中央-全般その他-101 旧伊太利軍の中央機構　１９５２．１．１８ -

中央-全般その他-102 フランス貴族階級の猶太化　１９４０．６月 国際政経学会

中央-全般その他-103 需給対照及補填対策一覧表 -

中央-全般その他-104 佛国陸軍省の編制 -
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中央-全般その他-105 日独戦争と在日ドイツ俘虜 冨田　弘

中央-全般その他-106 政治と軍事との関係に関する研究　民国４８年２月１０日 実践学社

中央-全般その他-107 宣戦布告詔書　写 -

中央-全般その他-108 欧洲戦争研究事項一覧表　大．７．６．２６ -

中央-全般その他-109 旧伊太利軍の中央機構　昭２７年度調整 -

中央-全般その他-110 人事局長口演要旨　昭２０．１０．１２ 人事局

中央-全般その他-111 スペイン　ファシズム党の綱領　昭１５．４ -

中央-全般その他-112 東南アジア　（南北ヴェトナム．ラオス．カンボジア．タイ）の概況 -

中央-全般その他-113 貨幣制度の主要概念と根本的特質　１９３８．９
ノーマン・トムスン（英）　国際政
経学会

中央-全般その他-114 拾珠漫録 -

中央-全般その他-115 雑誌情報　昭１４．１０．６ 陸軍省情報部

中央-全般その他-116 阿南惟幾大将　陣中遺詠集 陸軍大将　阿南惟幾

中央-全般その他-117 あゝ阿南大将伝　昭４０．１１ 阿南大将　顕彰会

中央-全般その他-119 四国新聞名刀と遺品が語る明治１００年展 四国新聞連載

中央-全般その他-121 清生説　昭２０．８．１５ 宮内庁図書館　鈴木昌雄

中央-全般その他-122 日米関係の破局　１９３９～１９４１ 細谷　千博

中央-全般その他-123 皇道経済綱領私案 -

中央-全般その他-124 「ソ」連の称号勲章徽章及胸章一覧表　昭１７．８調 -

中央-全般その他-125 斬奸状 神州義団々長　朝日平吾

中央-全般その他-126 最新帝国及列強の陸軍　昭４．１ 陸軍省

中央-全般その他-127
増師問題につき山縣元師と西園寺首相会見録　大正１年１１．１０
発見

-

中央-全般その他-128 国策樹立に関する意見書　大正１１．１２ 内田　良平

中央-全般その他-129 無産青年諸君に告ぐ　白色テロに反対せよ　大１２．３ 国際共産青年同盟　執行委員

中央-全般その他-130 秘密結社日本共産党事件顛末　大正１３．２ 東京地方裁判所　検事局

中央-全般その他-131 加藤内閣総辞職後の次期政権獲得工作　大正１４ -

中央-全般その他-132 朴烈事件に関する新怪聞（檄）　大正１５ -

中央-全般その他-133 田中首相に対する草生政恒の政情卑見文及別申　昭２．４．３０ -

中央-全般その他-134 所謂機密費問題金塊問題の真相　昭２．４．１５ 砂田　重政

中央-全般その他-135
完全なる立憲的民意を得んために再び解散を断行せよ　昭３．４．
１７

黒宮　一平

中央-全般その他-136 日本共産党事件の梗概　昭和３．１１ -

中央-全般その他-137 新軍令と使命 陸軍省軍令部

中央-全般その他-138 三党首会見のウラとオモテ　昭２．１ -

中央-全般その他-139 三党首院内会合の真相と田中総裁の態度（写）　昭２．１ -

中央-全般その他-140 共産党事件対策　昭３．８ -

中央-全般その他-141 ニユンベルヒ　戦争裁判および侵略戦争 シエルド・グルック

中央-全般その他-142
Ａ・クルスキー　ソ連邦社会主義工業の生産能力とその利用　昭１
６．１２

陸軍省主計課別班
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中央-全般その他-143 蘇連工業事情　第６０号　昭１７．３．２５ 陸軍技術本部

中央-全般その他-144 独ソ戦争　その１　１９４１年～１９４５ ギュイヨーム将軍　著

中央-全般その他-145 ４４条　（関係事案の取扱要領）　昭３８．６．２７ 厚生省　坂田良右衛門

中央-全般その他-146 エロフェエフ月報　８．９．１０．１１．１２月号 香取孝輔　訳

中央-全般その他-147
独逸国駐在員　陸軍主計大佐　阿久津正藏行動経過報告　昭１
５．１２．２２～１８．５．４

-

中央-全般その他-148 重大時局に処する国内石油資源開発案　昭和１５．３．１５ 長谷川　尚一

中央-全般その他-149 国内石油資源開発に関する応急対策 長谷川　尚一

中央-全般その他-150 乃木将軍の書簡について　昭和４．１２．２７ -

中央-全般その他-151 臣民の道 -

中央-全般その他-152 和蘭の東印度経略の概要　昭和２０．１ 河村　辨治

中央-全般その他-153 天皇制の問題に就て　昭和２１．２．１１ 第１復員省資料課

中央-全般その他-154 第１２回「レーニングラード」　軍管区党会議決議集 参謀本部

中央-全般その他-155
天業翼賛聖戦貫徹に関する方針書　皇民協同党昭和１４年一般
活動方針書

-

中央-全般その他-156 大東亜建設に関する諸方策大綱　昭和１７．１２ -

中央-全般その他-157 大日本青少年団組織経営に関する資料　昭和１７．３ 大日本青少年団本部

中央-全般その他-158 臨時軍事費特別会計始末　昭和１２．７～２１．２ -

中央-全般その他-159 調査資料第１２号　米国に於ける猶太人の活動　大正１３．４．１ 軍事調査班

中央-全般その他-160 爆風と其影響力 元陸軍軍医中佐　池田苗夫

中央-全般その他-162 露．独．墺　戦場図地名索引 -

中央-全般その他-163 英国より見たる第２次欧洲大戦の観察　昭和１６．１２．２６ 参謀本部

中央-全般その他-164 陸軍大臣歴代表　明治２～昭和２０ 陸軍省

中央-全般その他-165 有末調査団の広島特殊爆弾調査史料　昭和２０．８ -

中央-全般その他-165_2 有末調査団の広島特殊爆弾調査史料別冊　昭和２０年８月 -

中央-全般その他-166 重臣夢去　明治１６～大正１１ 陸軍大臣官房

中央-全般その他-167 対墨策　大正５．７ -

中央-全般その他-168
文学的及美術的著作物　保護条約改訂羅馬会議　報告書　第２
分冊　昭和３

内務省

中央-全般その他-168_2
文学的及美術的著作物　保護条約改訂羅馬会議　報告書　第３
分冊　明治末年

-

中央-全般その他-169
文学的及美術的著作物　保護条約改訂羅馬会議　報告書　第４
分冊　昭和３．６．２

内務省

中央-全般その他-170 大政翼賛会資料　昭和１６．４ 八角史料

中央-全般その他-171 第２０章　降服の決定 -

中央-全般その他-172 東條英機氏の写真 -

中央-全般その他-173 満洲事変から大東亜戦争終結まで　昭和２０．１２ 毎日新聞掲載

中央-全般その他-174 外国地名使用標準　連合国戦闘艦艇名 刊行事務委員会

中央-全般その他-175 国防史論　昭和２８．７．４ 服部　卓四郎

中央-全般その他-176 伊藤博文公爵葬儀写真集　明治４２．１１ -

中央-全般その他-177 大本営陸海軍部発表綴　昭和１７～１９年 首藤忠男　史料



令和４年８月２日

中央-全般その他-178 戦争関係重要事項日誌　昭和１８．１２ 首藤忠男　史料

中央-全般その他-179
昭和１６～２０年に至る期間中に於ける　東南アジア作戦に関する
解答　昭和２２．１０

第１復員局

中央-全般その他-181 欧洲方面における独伊の戦果状況　昭和１７～１８年 -

中央-全般その他-182 英陸軍戦史部よりの照会同回答　１ -

中央-全般その他-183
地方長官会議に於ける　内閣総理大臣兼内務大臣訓示　昭和１
６．１１

-

中央-全般その他-184
米陸軍戦史「印支緬戦場」　前半に対する訂正意見資料　昭和２
６．８

戦史課　日本人班

中央-全般その他-185 米陸軍戦史「印支緬戦場」　後半に対する訂正資料　昭和２７．８ 戦史課　日本人班

中央-全般その他-186 俘虜情報関係綴　昭和２０．１１．６～２０．１２．２０ -

中央-全般その他-187 総戦費統計　大正３～１４年 陸軍省経理局

中央-全般その他-188 占領統治及戦後建設史序論 堀場　一夫

中央-全般その他-189
現状維持要塞防備の概要　（ガム．比律浜．アリューシャン群島．
香港）

-

中央-全般その他-190
現在及将来に於ける本邦経済国力判断参考資料（２）　昭和１４年
８月１８日

-

中央-全般その他-191 戦時及戦後に於ける本邦の貨幣制度及為替政策の研究
日本学術振興会第３常置委員
会第９小委員会報告

中央-全般その他-192
支那満蒙の時局に関し阪谷男爵より　犬養総理大臣に宛てたる書
束の「控」の写　昭和７．３

中央満蒙協会幹事

中央-全般その他-194
５０年後に於ける東洋の経済的状態並に　日本の世界政策より観
たる米国の研究　昭和１３．１１

日満財政経済研究会

中央-全般その他-195 防空建築　昭和１３年 陸軍経理学校研究部

中央-全般その他-196 第１回東亜道路技術会議論文報文要旨　昭和１７年 東亜道路技術会議事務局

中央-全般その他-197 経済戦史　昭和１７．７ 総力戦研究所秋丸主計大佐

中央-全般その他-197_2
昭和１７年自７月至８月講義　秋丸陸軍主計大佐講述要旨　経済
戦史

総力戦研究所

中央-全般その他-198
国民所得．予算総額　国防費等の統計及び将来の見透の一案
昭和１５～２０年

-

中央-全般その他-199 勤務日誌　昭和１７．９～１０ 内務省

中央-全般その他-200 大本営発表文　昭和１７．２～１９．１０ 第１復員局大本営陸軍部

中央-全般その他-201 ６月８日の基本的政策　昭和２０年 -

中央-全般その他-202 新日本の経済産業体制　昭和２０．８ 南村清二　述

中央-全般その他-203 春頃を目途とする情勢判断　昭和２１年 大本営陸軍部

中央-全般その他-204 太平洋戦争により　我国の被害総合報告書　昭和２４．４
経済安定本部総裁官房企画部
調査課

中央-全般その他-205 日本の物的国力概見表　昭和２７．１　調 -

中央-全般その他-206
間接侵略に対する防衛戦略　戦術の研究に対する７項の提案　昭
和３６．１

文学博士　元海軍少将　有馬成
甫

中央-全般その他-207 御真影勅諭に関する綴　大正１２～１５年 陸軍大臣官房

中央-全般その他-208 各師団提出御真影勅諭奉還目録　大正１４．５ 陸軍大臣官房

中央-全般その他-209
相沢中佐被告事件公判に於ける満井中佐の弁護人申請　昭和１
１．３

-

中央-全般その他-210
戦時財政計画の理論的構成　戦時財政５ケ年計画案別冊　昭和１
２～１７年度

-

中央-全般その他-211 大本営発表文　昭和１７．２～１９．１０ -

中央-全般その他-212 大本営発表文　昭和１７．２～１９．１０ -

中央-全般その他-213
欧洲戦乱の我国経済に及ぼす影響　参考資料　昭和１４年１０月１
０日

日満財政経済研究会

中央-全般その他-214 戦時財政５ケ年計画案　（昭和１３年度～１７年度）　昭和１２．１２ 日満財政経済研究会



令和４年８月２日

中央-全般その他-215 輸出入貿易５年計画要綱　昭和１３年１０月 日満財政経済研究会

中央-全般その他-216 国防産業拡充５ケ年計画遂行見込表　（試案）　昭和１３年８月 -

中央-全般その他-217
物資の供給力より見たる軍事費の研究　（附　国防上の重要政策
に就て）　昭和１５年２月７日

-

中央-全般その他-218 英本国重要物資需給分析 -

中央-全般その他-219 欧洲戦乱の我国経済に及ぼす影響　昭和１４年１０月１０日 日満財政　経済研究会

中央-全般その他-220 戦時財政計画参考資料（附録）　昭和１３年１１月３０日 -

中央-全般その他-221 日米経済提携案要綱　昭和１２年９月６日 日満財政経済研究会

中央-全般その他-222 財政指導計画案　昭和１４年１月 -

中央-全般その他-223 東亜圏の自給力に関する研究　第１次報告 -

中央-全般その他-224 本邦経済国力判断　第４次報告　昭和１５年２月７日 -

中央-全般その他-225
浜口首相狙撃事件判決書並に佐郷屋留雄特別弁護申請書写　昭
和８．２

-

中央-全般その他-226
相沢中佐被告事件公判に於ける　満井中佐の弁護人申請　昭和
１１．３

-

中央-全般その他-227
戦時財政５ケ年計画第１号案　（自昭和１３年度～至昭和１７年
度）　昭和１３年１月

参謀本部嘱託　宮崎正義稿

中央-全般その他-228
独乙及其の勢力圏の重要資源の需給関係より観たる抗戦能力
昭和１４年１１月

日満財政経済研究会

中央-全般その他-229 第１回東亜道路技術会議　論文報文集　昭和１７．５ 同事務局

中央-全般その他-231 総力発揮の経済方式　昭和１９．１ 山本　勝市

中央-全般その他-232 新聞切抜き　（戦争記事）　昭和４１．９～４５．２ -

中央-全般その他-233 御真影個人拝戴申請受付　昭和６．５　以降 大臣官房

中央-全般その他-234 勅諭等保管原簿　昭和７年 陸軍大臣官房

中央-全般その他-235 勅諭等保管原簿　昭和７年 陸軍大臣官房

中央-全般その他-236 御真影勅諭に関する綴　昭和１４～１５年 主務副官

中央-全般その他-237 終戦に際して　昭和２０．９ 東郷外務大臣

中央-全般その他-238 終戦に際して　昭和２０．９ 東郷外務大臣

中央-全般その他-239 軍需省並に所管官衙主管事務要覧　昭和１９．６ 軍需大臣官房文書課

中央-全般その他-240 国家機構の決戦的改編要綱案　昭和２０．２ -

中央-全般その他-241 海外　渡航　関係例規　其４－１　昭和１０．１～７ 外務省　外事課

中央-全般その他-242 海外　渡航　関係例規　其４－２　昭和１０．８～１１．１１ 外務省　外事課

中央-全般その他-243 海外　渡航　関係例規　其４－３　昭和１１．１２～１２．１２ 外務省　外事課

中央-全般その他-245 国防と国軍の平時威信　大正１３年 小林大佐

中央-全般その他-246 官員全書　その１　明治壬申５月 陸軍省．陸軍省武宮　海軍省

中央-全般その他-247 官員全書　その２　明治壬申５月
大蔵省．外務省．司法省．開拓
使工部省

中央-全般その他-248 官員全書　明治壬申５月
大政官．宮内省．文部省．教育
省．東京府

中央-全般その他-249 勅語集　明治２７．８～昭和７．１ 陸軍省

中央-全般その他-250 東洋平和に関する聖詔集　明治２７．８～昭和８．３ 陸軍大臣

中央-全般その他-250_2 東洋平和に関する聖詔集 陸軍省

中央-全般その他-251 米国の秘密結社　Ｋ．Ｋ．Ｋ由来及現況　大正１３．７ 参謀本部



令和４年８月２日

中央-全般その他-252 勅諭勅語綴　昭和１０．６ 大臣官房

中央-全般その他-253 戦争哲学　昭和１６年 大沼大佐

中央-全般その他-254 戦争の人口に及ぼす影響　昭和１７．１２ 厚生省研究所　人口民族部

中央-全般その他-255 大東亜戦争に至るまでの経緯（原稿） 稲留勝彦大佐　資料

中央-全般その他-256 戦時体制下の警察活動（原稿）　昭和１３．４～終戦 稲留勝彦大佐　資料

中央-全般その他-257 右翼関係（警視庁史前篇）（原稿）　大正期～終戦 稲留勝彦大佐　資料

中央-全般その他-258 桜井忠温少佐書簡 -

中央-全般その他-259 靈境墨妙 -

中央-全般その他-260 大東亜戦争勃発直前及び直後　新聞切抜き -

中央-全般その他-261 永山武四郎関係資料 -

中央-全般その他-262_2 東條英機　辞世の句 -

中央-全般その他-263 相澤中佐公判記録　「大眼目」切抜き -

中央-全般その他-264 ５．１５事件　及び　永田事件（相澤中佐）判決に関する　新聞記事 -

中央-全般その他-265 駐日英大使ロバート．クレイギーのイーデン外相宛の最終報告書 -

中央-全般その他-266 アメリカ軍の関東侵攻計画（原文） 統合戦争計画委員会

中央-全般その他-266_2 アメリカ軍の関東侵攻計画案（翻訳） 統合戦争計画委員会

中央-全般その他-267 報国力行会座談会　昭和１５年４月３０日 -

中央-全般その他-268
新聞記事切抜き　昭和１４．５．３０　占拠地域わが全土の２倍半
昭和１６．７．１８　第３次近衛内閣の顔ぶれ

-

中央-全般その他-269 大東亜の気象　昭和１７年５月 電気学術研究審議会

中央-全般その他-270 熱帯模擬試験規格　昭和１７年１０月
電気学術研究会　熱帯資料調
査委員会

中央-全般その他-271
天皇機関説関係綴　・国憲変革の天皇機関説　・機関説と帝国憲
法　・天皇機関説を排撃す　・天皇機関説の検討　・凶逆思想の掃
討と国本の防護（ビラ）　・天皇機関説革命論（ビラ）　・有吉喜兵衛

八角史料

中央-全般その他-272
フリーメーソンリーに就いて　（内閣情報部主催思想戦講習会に於
ての講話速記録）　昭和１３年

海軍大佐　犬塚推重

中央-全般その他-273
通信料金表　羅南郵便局　引越料金表　正運社運送店　昭和１０
年

-

中央-全般その他-274 ５．１５事件　元士官候補生１１名　反乱被告事件之弁論 官選弁護人　弁護士　菅原裕

中央-全般その他-275
天覧乗馬番組表（第１日）　将官佐官及同相当官之部　明治２９年
７月

-

中央-全般その他-276 列国陸軍軍備諸資料　昭和５～６年 陸軍省

中央-全般その他-278 大日本国防婦人会員必携　昭和１１年 -

中央-全般その他-279 大本営進転の由来 -

中央-全般その他-280 米英兵力配置情報図　昭和１８年８月　現在 参謀本部

中央-全般その他-281 陸地測量部沿革誌　大正１１年５月 陸地測量部

中央-全般その他-282 米軍肩章　（第２次大戦終了当時） -

中央-全般その他-283 欧洲大動乱地図　昭和１４年１０月 朝日新聞社

中央-全般その他-284 日本国防協会会員章 -

中央-全般その他-285 部外私服着用許可証　昭和２１．２．２０ -

中央-全般その他-286 秩父宮雍仁親王殿下　御年譜抜粋　淳宮記提要　秩父宮御日記 -

中央-全般その他-287 日本新聞　（ソ連ハバロスク収容所刊行）　１ -



令和４年８月２日

中央-全般その他-288 日本新聞　（ソ連ハバロスク収容所刊行）　２ -

中央-全般その他-289 日本新聞　（ソ連ハバロスク収容所刊行）　３ -

中央-全般その他-290 日本新聞　（ソ連ハバロスク収容所刊行）　４ -

中央-全般その他-291 日本新聞　（ソ連ハバロスク収容所刊行）　５ -

中央-全般その他-292 日本新聞　（ソ連ハバロスク収容所刊行）　６ -

中央-全般その他-293 日本新聞　（ソ連ハバロスク収容所刊行）　７ -

中央-全般その他-294 日本新聞　（ソ連ハバロスク収容所刊行）　８ -

中央-全般その他-295 日本新聞　（ソ連ハバロスク収容所刊行）　９ -

中央-全般その他-296
小畑英良　陸軍大将経歴資料　明治４４年１２月２６日～昭和９年
９月１５日

-

中央-全般その他-297 極東国際軍事裁判所法廷席図解　１９４６．５ Ｇ．Ｈ．Ｑ

中央-全般その他-298 旅順表忠塔建設関係史料綴　明治３９年４月～４２年１２月 旅順忠魂碑建設委員

中央-全般その他-299
馬政第２次計画実施記念　長途競争騎乗に関する参考付録　昭
和１１年１１月

帝国競馬協会　日本乗馬協会

中央-全般その他-300
戦時消防　非常時期民衆学校用書第３種　中華民国２６年９月（昭
和１２年）

厦門市政府教育科編

中央-全般その他-301
国際刑法上の国家機関の責任　上巻　（ニュルンベルグ裁判の１
研究）

法務大臣官房司法法制調査部

中央-全般その他-302
国際刑法上の国家機関の責任　下巻　（ニュルンベルグ裁判の１
研究）

法務大臣官房司法法制調査部

中央-全般その他-303 世界航空路図　昭和１２年 帝国飛行協会調査

中央-全般その他-304 着想綴　昭和１１年５月 藤室中佐

中央-全般その他-305 世界情勢　第２各論 志浦健吉

中央-全般その他-306 幕僚業務（参考資料）
第八師団参謀　志浦健吉砲兵
大尉

中央-全般その他-307 軍旗祭委員表 -

中央-全般その他-308
文官大臣絶対反対論　含「文官大臣問題につきて」　昭和２年　高
嶋少将史料

-

中央-全般その他-309 ナチス指導経済に就いて　昭和１３年　高嶋少将史料 -

中央-全般その他-310 大戦史研究所関係史料　昭和２０年　高嶋少将史料 -

中央-全般その他-311 政財界人等名簿　高嶋少将史料 -

中央-全般その他-312
地図　米本土航空路網要図　定期航空発着時間表　米国航空兵
力配置及び区分概見表

-

中央-全般その他-313 陸地測量部発行地図目録　森川史料 陸地測量部

中央-全般その他-314_2 青木成一宛東條英機書簡 東條英機

中央-全般その他-315
講演「近世世界歴史の真相」於陸軍省　高嶋大佐　昭和１５年６月
高嶋少将史料

高嶋辰彦大佐

中央-全般その他-316 恤兵絵葉書 陸軍恤兵部等

中央-全般その他-317 昭和２年１月５日　在外（欧米）陸軍武官一覧表 陸軍省軍務局軍事課

中央-全般その他-318 大本営発表綴第１号 大本営陸軍報道部

中央-全般その他-319 大本営発表綴第２号 大本営陸軍報道部

中央-全般その他-320 大本営発表綴第３号 大本営陸軍報道部

中央-全般その他-321 大本営発表綴第４号 大本営陸軍報道部

中央-全般その他-322 大本営発表綴第５号 大本営陸軍報道部

中央-全般その他-323 大本営発表綴 　自昭和２０年１月至終戦 廣石権三



令和４年８月２日

中央-全般その他-324 １８７１年戦に於ける　補給勤務の沿革記 参謀本部

中央-全般その他-325 石井弥八「芳名録」解説 －

中央-全般その他-326 陸軍中将李寳璉　七言絶句 陸軍中将李寳璉

中央-全般その他-327 陸軍少将高山公通宛上原勇作、大迫尚道書簡 上原勇作　大迫尚道

中央-全般その他-328 児玉友雄宛杉山元書簡（遺書）他 杉山元・杉山啓子

中央-戦争指導重要国策文書-1 宇垣日誌　一如庵随想録　明治３５．９～４０．１ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-2 宇垣日誌　一如庵随想録　明治４０．１～大正２夏 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-5 宇垣日誌　一如庵随想録　大正８．９～９．４ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-6 宇垣日誌　一如庵随想録　大正９．４～１０．７ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-7 宇垣日誌　一如庵随想録　大正１０．７～１２．３ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-8 宇垣日誌　一如庵随想録　大正１２．３～１４．６ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-9 宇垣日誌　一如庵随想録　大正１４．６～１５．１１ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-10 宇垣日誌　一如庵随想録　大正１５．１１～昭和２．１２ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-11 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和３．１～４．４ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-12 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和４．４～６．６ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-13 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和６．６～７．１２ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-14 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和７．１２～８．１２ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-15 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和９．１～１０．３ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-16 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和１０．３～１１．７ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-17 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和１１．７～１２．６ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-18 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和１２．７～１３．４ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-19 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和１３．４～１４．２ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-20 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和１４．３～１５．２ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-21 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和１５．２～１６．４ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-22 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和１６．５～１７．８ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-23 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和１７．８～１８．２ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-24 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和１９．１～２０．２ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-25 宇垣日誌　一如庵随想録　昭和２０．１０～２３．３ 陸軍大将　宇垣一成

中央-戦争指導重要国策文書-26 宇垣日誌　一如庵随想録　別冊書簡集（１） -

中央-戦争指導重要国策文書-27 宇垣日誌　一如庵随想録　別冊書簡集（２） -

中央-戦争指導重要国策文書-28
斉藤恒史料　１９分冊の１　辛亥革命当時から満洲事変以后にお
ける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-29
斉藤恒史料　１９分冊の２　辛亥革命当時から満洲事変以后にお
ける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-31
斉藤恒史料　１９分冊の４　辛亥革命当時から満洲事変以后にお
ける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-32
斉藤恒史料　１９分冊の５　辛亥革命当時から満洲事変以后にお
ける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-33
斉藤恒史料　１９分冊の６　辛亥革命当時から満洲事変以后にお
ける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-34
斉藤恒史料　１９分冊の７　辛亥革命当時から満洲事変以后にお
ける文書

陸軍中将　斉藤恒
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中央-戦争指導重要国策文書-35
斉藤恒史料　１９分冊の８　辛亥革命当時から満洲事変以后にお
ける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-36
斉藤恒史料　１９分冊の９　辛亥革命当時から満洲事変以后にお
ける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-37
斉藤恒史料　１９分冊の１０　辛亥革命当時から満洲事変以后に
おける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-38
斉藤恒史料　１９分冊の１１　辛亥革命当時から満洲事変以后に
おける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-39
斉藤恒史料　１９分冊の１２　辛亥革命当時から満洲事変以后に
おける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-40
斉藤恒史料　１９分冊の１３　辛亥革命当時から満洲事変以后に
おける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-41
斉藤恒史料　１９分冊の１４　辛亥革命当時から満洲事変以后に
おける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-42
斉藤恒史料　１９分冊の１５　辛亥革命当時から満洲事変以后に
おける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-43
斉藤恒史料　１９分冊の１６　辛亥革命当時から満洲事変以后に
おける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-44
斉藤恒史料　１９分冊の１７　辛亥革命当時から満洲事変以后に
おける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-45
斉藤恒史料　１９分冊の１８　辛亥革命当時から満洲事変以后に
おける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-46
斉藤恒史料　１９分冊の１９　辛亥革命当時から満洲事変以后に
おける文書

陸軍中将　斉藤恒

中央-戦争指導重要国策文書-47 四王天延孝回顧録　遺稿その１　７分冊の１ 陸軍中将　四王天延孝

中央-戦争指導重要国策文書-48 四王天延孝回顧録　遺稿その１　７分冊の２ 陸軍中将　四王天延孝

中央-戦争指導重要国策文書-49 四王天延孝回顧録　遺稿その１　７分冊の３ 陸軍中将　四王天延孝

中央-戦争指導重要国策文書-50 四王天延孝回顧録　遺稿その１　７分冊の４ 陸軍中将　四王天延孝

中央-戦争指導重要国策文書-51 四王天延孝回顧録　遺稿その１　７分冊の５ 陸軍中将　四王天延孝

中央-戦争指導重要国策文書-52 四王天延孝回顧録　遺稿その１　７分冊の６ 陸軍中将　四王天延孝

中央-戦争指導重要国策文書-53 四王天延孝回顧録　遺稿その１　７分冊の７ 陸軍中将　四王天延孝

中央-戦争指導重要国策文書-54 本庄繁大将日誌　大正１４年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-55 本庄繁大将日誌　昭和１年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-56 本庄繁大将日誌　昭和２年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-57 本庄繁大将日誌　昭和３年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-58 本庄繁大将日誌　昭和４年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-59 本庄繁大将日誌　昭和５年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-60 本庄繁大将日誌　昭和６年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-61 本庄繁大将日誌　昭和７年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-62 本庄繁大将日誌　昭和８年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-63 本庄繁大将日誌　昭和９年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-64 本庄繁大将日誌　昭和１０年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-65 本庄繁大将日誌　昭和１１年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-66 本庄繁大将日誌　昭和１２年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-67 本庄繁大将日誌　昭和１３年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-68 本庄繁大将日誌　昭和１４年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-69 本庄繁大将日誌　昭和１５年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-70 本庄繁大将日誌　昭和１６年 陸軍大将　本庄繁
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中央-戦争指導重要国策文書-71 本庄繁大将日誌　昭１７年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-72 本庄繁大将日誌　昭１８年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-73 本庄繁大将日誌　昭１９年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-74 本庄繁大将日誌　昭２０年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-75 本庄繁大将日誌　昭２０年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-76 本庄繁大将手記　?日餘光　昭８年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-77 本庄繁大将手記　至秘鈔　昭８～９年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-78 本庄繁大将手記　至秘鈔　昭９年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-79 本庄繁大将手記　至秘鈔　其の１　昭１０～１１年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-80 本庄繁大将手記　至秘鈔　其の２　昭１０～１１年 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-81 本庄繁大将手記　帝都不祥事件 陸軍大将　本庄繁

中央-戦争指導重要国策文書-107 板垣征四郎大将　満蒙問題に就て（１）昭６．５．２９ 陸軍歩兵大佐　板垣征四郎

中央-戦争指導重要国策文書-108 板垣征四郎大将　軍事上より見たる満蒙に就て（２） 陸軍歩兵大佐　板垣征四郎

中央-戦争指導重要国策文書-109 板垣征四郎参謀　昭和７年情勢判断（３）昭７．４月～５月 陸軍歩兵大佐　板垣征四郎

中央-戦争指導重要国策文書-111 谷壽夫史料　日露戦史講義摘要録（１巻） 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-112 谷壽夫史料　日露戦史講義摘要録（２巻） 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-113 谷壽夫史料　日露戦史講義摘要録（３巻） 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-114 谷壽夫史料　日露戦史講義摘要録（４巻） 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-115 谷壽夫史料　日露戦史講義摘要録（５巻） 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-116 谷壽夫史料　日露戦史講義摘要録（６巻） 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-117 谷壽夫史料　日露戦史講義摘要録（７巻） 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-118 谷壽夫史料　日露戦史講義摘要録（８巻） 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-119 谷壽夫史料　日露戦史講義摘要録（９巻） 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-120 谷壽夫史料　日露戦史講義摘要録（１０巻） 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-121 谷壽夫史料　日露戦史講義摘要録（１１巻） 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-122 谷壽夫史料　日露戦史講義摘要録（１２巻） 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-123 鴨緑江戦　陣中日誌　伊藤山縣桂書簡 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-124 谷壽夫中将出征訓示及び軍状報告 陸軍大学校　谷壽夫

中央-戦争指導重要国策文書-129
石原莞爾史料　日満財政経済研究会　業務報告書同目録　昭１
３．１月

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-130 石原莞爾史料　昭和１３年度　業務計画細目　昭１３年１月 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-131
石原莞爾史料　康徳４年以降　５ケ年財政計画関係書類　昭１２．
３月

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-132 石原莞爾史料　戦争指導計画書（中間報告）昭１２．８月 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-133 石原莞爾史料　日米経済提携案要綱　昭１２．９月 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-134 石原莞爾史料　戦時財政５ケ年計画案　昭１２．１２月 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-135
石原莞爾史料　昭和１３年度～昭和１７年度　戦時財政５ケ年計画
（第１号案）昭１３．１月

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-136 石原莞爾史料　戦時財政計画の理論的構成 日満財政経済研究会（作製）
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中央-戦争指導重要国策文書-137
石原莞爾史料　北支臨時政府並中支維新政府の帝国に対する共
同治安費支出能力の推測要旨並参考資料

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-138
石原莞爾史料　支那における日英提携方策並に参考資料　昭１
３．７月

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-139
石原莞爾史料　国防産業拡充５ケ年計画遂行見込数（試案）昭１
３．８月

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-140
石原莞爾史料　満洲国産業開発５ケ年計画修正鉱工業部門にお
ける器材供給について

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-141 石原莞爾史料　日満石炭需給計画の再検討と北支石炭開発問題 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-142 石原莞爾史料　計画産業需給推定表　参考資料 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-143 石原莞爾史料　輸出入貿易５年計画要綱　昭１３．１０月 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-144 石原莞爾史料　戦時財政計画参考資料　附録 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-145
石原莞爾史料　５０年后における東洋の経済的状態並に日本の
世界政策より観る米国の研究　１／３分冊

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-146
石原莞爾史料　５０年后における東洋の経済的状態並に日本の
世界政策より観る米国の研究　２／３分冊

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-147
石原莞爾史料　５０年后における東洋の経済的状態並に日本の
世界政策より観る米国の研究　３／３分冊

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-148 石原莞爾史料　財政指導計画案　昭１４．１月 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-149 石原莞爾史料　長期建設下の対英米経済政策　昭１４．２月 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-150
石原莞爾史料　現在及将来における　本邦経済国力判断参考資
料（２）昭１４．８．１８

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-151
石原莞爾史料　日支経済提携に関する協定要綱案　昭１４．１０．
１０

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-152
石原莞爾史料　欧州戦乱の我国経済に及ぼす影響　昭１４．１０．
１０

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-153
石原莞爾史料　欧州戦乱の我国経済に及ぼす影響　昭１４．１０．
１０

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-154
石原莞爾史料　独逸及其勢力圏の重要資源の需給関係より観た
る抗戦能力　昭１４．１１年

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-155
石原莞爾史料　本邦経済国力判断　第４次報告　１／２分冊　昭１
５．２．７

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-156
石原莞爾史料　本邦経済国力判断　第４次報告　２／２分冊　昭１
５．２．７

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-157
石原莞爾史料　物資の供給力より見たる軍事費の研究　昭１５．２
月

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-158
石原莞爾史料　２０年後に於ける合衆国及び米州の経済国力の
研究　昭１５．５月

日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-159 石原莞爾史料　合衆国及米州の経済国力の研究　昭１５．５月 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-160 石原莞爾史料　綜合計画案要綱　昭１５．６月 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-161 石原莞爾史料　東亜圏の自給力に関する研究　第１次報告 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-162 石原莞爾史料　英本国重要物資需給分析 日満財政経済研究会（作製）

中央-戦争指導重要国策文書-163 石原莞爾史料　戦争史大観 石原中佐

中央-戦争指導重要国策文書-164 石原莞爾史料　国防論大綱 立命館大学国防学研究所

中央-戦争指導重要国策文書-165
石原莞爾史料　１．満蒙問題私見　２．対米戦争計画　３．対米戦
争計画　片倉氏筆写及同氏意見

石原中佐

中央-戦争指導重要国策文書-166 石原莞爾史料　満蒙独立建国論 国民外交協会発行

中央-戦争指導重要国策文書-167 石原莞爾史料　東亜連盟運動史大綱 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-168 石原莞爾史料　維新期における人と物　維新期の同胞に訴ふ 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-169 石原莞爾史料　石原中将回想録 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-171 石原莞爾史料　新満蒙の建設及満洲国前夜の心境 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-172 石原莞爾史料　ナポレオン　１／８分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-173 石原莞爾史料　ナポレオン　２／８分冊 石原中将
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中央-戦争指導重要国策文書-174 石原莞爾史料　ナポレオン　３／８分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-175 石原莞爾史料　ナポレオン　４／８分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-176 石原莞爾史料　ナポレオン　５／８分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-177 石原莞爾史料　ナポレオン　６／８分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-178 石原莞爾史料　ナポレオン　７／８分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-179 石原莞爾史料　ナポレオン　８／８分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-180 石原莞爾史料　フリードリッヒ　１／２分冊　昭２年 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-181 石原莞爾史料　フリードリッヒ　２／２分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-182 石原莞爾史料　満洲事変　１／３分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-183 石原莞爾史料　満洲事変　２／３分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-184 石原莞爾史料　満洲事変　３／３分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-185 石原莞爾史料　戦争の研究　１／２分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-186 石原莞爾史料　戦争の研究　２／２分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-187 石原莞爾史料　連隊長時代より満洲国より帰還まで　１／２分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-188 石原莞爾史料　連隊長時代より満洲国より帰還まで　２／２分冊 石原中将

中央-戦争指導重要国策文書-189 片倉史料　片倉少将　備忘録　１／１２分冊　昭１２．１１～１４．６ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-190 片倉史料　片倉少将　備忘録　２／１２分冊 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-191 片倉史料　片倉少将　備忘録　３／１２分冊　昭１２．１１～１４．６ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-192 片倉史料　片倉少将　備忘録　４／１２分冊　昭１２．１１～１４．６ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-193 片倉史料　片倉少将　備忘録　５／１２分冊　昭１２．１１～１４．６ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-194 片倉史料　片倉少将　備忘録　６／１２分冊　昭１２．１１～１４．６ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-195 片倉史料　片倉少将　備忘録　７／１２分冊　昭１２．１１～１４．６ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-196 片倉史料　片倉少将　備忘録　８／１２分冊　昭１２．１１～１４．６ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-197 片倉史料　片倉少将　備忘録　９／１２分冊　昭１２．１１～１４．６ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-198 片倉史料　片倉少将　備忘録　１０／１２分冊　昭１２．１１～１４．６ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-199 片倉史料　片倉少将　備忘録　１１／１２分冊　昭１２．１１～１４．６ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-200 片倉史料　片倉少将　備忘録　１２／１２分冊　昭１２．１１～１４．６ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-201 片倉参謀　関東軍重要会議綴　１／４分冊 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-202 片倉参謀　関東軍重要会議綴　２／４分冊 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-203 片倉参謀　関東軍重要会議綴　３／４分冊 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-204 片倉参謀　関東軍重要会議綴　４／４分冊 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-205 片倉史料　満洲国関係重要事項記録　１／３分冊 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-206 片倉史料　満洲国関係重要事項記録　２／３分冊 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-207 片倉史料　満洲国関係重要事項記録　３／３分冊 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-208 片倉史料　満洲開発５ケ年計画関係綴　１／２ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-209 片倉史料　満洲開発５ケ年計画関係綴　２／２ 陸軍少将　片倉衷



令和４年８月２日

中央-戦争指導重要国策文書-210 片倉史料　満洲国関係雑書類綴（其１）昭６．１２．２２ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-211 片倉史料　満洲国関係雑書類綴　其２ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-212 片倉史料　満洲国軍事関係諸法綴　１／２分冊 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-213 片倉史料　満洲国軍事関係諸法綴　２／２分冊　昭１３．２．１２ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-214 片倉史料　満洲国関係重要参考書類綴　１／２分冊 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-215 片倉史料　満洲国関係重要参考書類綴　２／２分冊 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-216 片倉史料　満洲国産業開発５年計画綱要　昭１２．１月 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-217 片倉史料　満洲国治外法権撤廃及び満拓関係書類 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-218 片倉史料　満洲経済建設に関する資料 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-219 片倉史料　満洲占領地行政の研究 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-220 片倉史料　満洲国の根本理念と協和会の本質 関東軍司令部

中央-戦争指導重要国策文書-221
片倉史料　事変勃発より建国に至る間に於ける関東軍司令官の
内外指導要領　其１

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-222
片倉史料　事変勃発より建国に至る間に於ける関東軍司令官の
内外指導要領　其２

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-223 片倉史料　満洲建国の回想　上．下　昭１６．９．１５ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-224 片倉史料　満蒙領有後に於ける外蒙経略方策の参考綴　昭６年 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-225 片倉史料　満蒙領有後に於ける外蒙経略方策の研究　昭６年７月 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-226 片倉史料　昭和６年　中央情勢判断に関する関東軍意見　昭６年 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-227 片倉史料　治廃関係要綱要領集　昭１２．８．１６ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-228
片倉史料　停戦協定から支那事変初期までの諸施策　昭１０．５．
７

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-229
片倉史料　事変直後より統治部設立までの参謀部第３課の業務
概況　昭６．１２．１８

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-230
片倉史料　治外法権撤廃に関する枢密院会議関係文書　昭１１．
５．９

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-231 片倉史料　現在及将来における日本の国防 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-232 片倉史料　連合協議会に就て 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-233 片倉史料　対満政策遂行上の一般的所見　昭和１１．１０上旬
陸軍省軍務課　陸軍少佐　片倉
衷

中央-戦争指導重要国策文書-234
片倉史料　最近４年間　軍隊関係重要渉外事件一覧表　昭２～５
年

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-235
片倉史料　宇垣内閣流産から林内閣成立まで　１．軍務課政変日
誌　２．陸軍の用意した政綱　３．浅原日記

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-236 片倉史料　政治的非常事変勃発に対する対策要綱 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-237 片倉史料　満洲建国に寄与した各氏の建国要綱案 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-238
林史料　建国当初における黒龍江省の回願　巻１の１　昭６．１０．
上～７．４．上

陸軍少将　林義秀

中央-戦争指導重要国策文書-239 林史料　建国当初における黒龍江省の回願　巻１の２ 陸軍少将　林義秀

中央-戦争指導重要国策文書-240 林史料　建国当初における黒龍江省の回願　巻２ 陸軍少将　林義秀

中央-戦争指導重要国策文書-241 林史料　建国当初における黒龍江省の回願　巻３の１ 陸軍少将　林義秀

中央-戦争指導重要国策文書-242 林史料　建国当初における黒龍江省の回願　巻３の２ 陸軍少将　林義秀

中央-戦争指導重要国策文書-243 林史料　斉々哈爾特務機関発電綴　昭和６．１０～６．１２ 元陸軍中将　林義秀

中央-戦争指導重要国策文書-244 太平洋諸島作戦記録　昭和１９～２０ 大本営陸軍部

中央-戦争指導重要国策文書-245 開戦に関する東條英機大将の獄中手記 -
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中央-戦争指導重要国策文書-246
渡辺史料　大東亜戦争参加日誌　東京巻１～巻３　１／３分冊　昭
１６．１月

陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-247
渡辺史料　大東亜戦争参加日誌　東京巻４～巻５　２／３分冊　昭
１７．１１．２３

陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-248
渡辺史料　大東亜戦争参加日誌（反省．感想）等　東京巻６～巻８
３／３分冊　昭１８．４

陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-249 渡辺史料　駐蒙日誌（巻１．２．３）１／２分冊　昭１９．１０．３０ 陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-250 渡辺史料　駐蒙日誌（巻４．５．６．７）２／２分冊　昭２０．６．２６ 陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-251
渡辺史料　大東亜戦争回顧録　其１～其４　昭１６．１２．１～１８．
３．１８

陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-252 渡辺史料　支那問題及び国策研究録　昭１９．正月 陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-253 渡辺史料　第１次上海事変の思い出（日誌及び所見） 陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-254
渡辺史料　北平の思い出　長江の旅　支那より帰りて再び満洲に
来りて哈市に勤務又北京－済南　昭８．２．１～１６年

陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-255 渡辺史料　渡辺渡少将回想録　昭５．１．２２～７．１２．１９ 陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-256 渡辺史料　支那事変所見と回想録　昭１２．１０～１３年 陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-257 渡辺史料　渡辺渡少将回想録　昭１９．１１．５～２０．８．１７ 陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-258 渡辺史料　渡辺渡少将日誌　終戦篇　昭２０．９．２７～２１．１０．４ 陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-259 渡辺史料　戦中戦后の随想集 陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-260 渡辺史料　対支政策に関する意見 陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-261 渡辺史料　大東亜戦争における南方軍政の回顧 陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-262 渡辺史料　江西剿共　昭８年 陸軍少将　渡辺渡

中央-戦争指導重要国策文書-263
満洲事変史　第５巻　第２章　１／２分冊　満洲事変に於ける軍の
統師　事変勃発より昭和６年１０月下旬に至る迄の関東軍の統師

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-264
満洲事変史　第５巻　第２章　２／２分冊　満洲事変に於ける軍の
統師　事変勃発より昭和６年１０月下旬に至る迄の関東軍の統師

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-265
満洲事変史　第５巻　第３章　１／３分冊　満洲事変における軍の
統師　関東軍の黒龍江省進出

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-266
満洲事変史　第５巻　第３章　２／３分冊　満洲事変における軍の
統師　関東軍の黒龍江省進出

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-267
満洲事変史　第５巻　第３章　３／３分冊　満洲事変における軍の
統師　関東軍の黒龍江省進出

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-268
満洲事変史　第５巻　第４章　１／３分冊　満洲事変における軍の
統師　関東軍の錦州軍政権掃蕩

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-269
満洲事変史　第５巻　第４章　２／３分冊　満洲事変における軍の
統師　関東軍の錦州軍政権掃蕩

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-270
満洲事変史　第５巻　第４章　３／３分冊　満洲事変における軍の
統師　関東軍の錦州軍政権掃蕩

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-271
満洲事変史　第６巻　第１章　満洲事変における軍の統師　関東
軍の哈爾賓進出

陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-272 満洲事変機密政略日誌　其１　昭６．９．１８～６．１０．３１ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-273 満洲事変機密政略日誌　其２　昭６．１１ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-274 満洲事変機密政略日誌　其３　昭６．１２ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-275 満洲事変機密政略日誌　其４　昭７．１ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-276 満洲事変機密政略日誌　其５　昭７．２．１～７．３．９ 陸軍少将　片倉衷

中央-戦争指導重要国策文書-277 続．石原資料　満洲国より帰還後　１／３分冊　昭１３．８月 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-278 続．石原資料　満洲国より帰還後　２／３分冊　昭１３．１１月 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-279 続．石原資料　満洲国より帰還後　３／３分冊　昭１４．８月 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-280 続．石原資料　欧州における戦争発達史　昭１１．３月 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-281 続．石原資料　古戦史　１／３分冊　昭２年 陸軍中将　石原莞爾
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中央-戦争指導重要国策文書-282 続．石原資料　古戦史　２／３分冊　昭２年 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-283 続．石原資料　古戦史　３／３分冊　昭２年 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-284 続．石原資料　１／２分冊　昭和１６年　昭１６．３．１２ 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-285 続．石原資料　２／２分冊　昭和１６年　昭１６．９．２２ 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-286 続．石原資料　１／２分冊　昭和１７～１８年 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-287 続．石原資料　２／２分冊　昭和１７～１８年 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-288 続．石原資料　１／２分冊　昭和１９年～２１年 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-289 続．石原資料　２／２分冊　昭和１９年～２１年 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-290 続．石原資料　１／３分冊　師団長時代 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-291 続．石原資料　２／３分冊　師団長時代　昭１５．４．２４ 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-292 続．石原資料　３／３分冊　師団長時代　昭１５．１０．１７ 陸軍中将　石原莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-293 片倉史料　満洲の現況に就て（御進講資料）昭１０．６ 林陸軍大臣兼対満事務局総裁

中央-戦争指導重要国策文書-294 科学的に満蒙対策を観る（旅順於講演）昭６．１．２４ 佐多博士（満鉄）

中央-戦争指導重要国策文書-295 片倉史料　満洲蒙古自治に関する請願及意見書 蒙古親王　陽倉扎布

中央-戦争指導重要国策文書-301 近衛史料（１）近衛文磨公　関係資料目録 陽明文庫蔵

中央-戦争指導重要国策文書-301_2 近衛文麿公関係資料目録　昭和３６年７月　調製 陽明文庫蔵

中央-戦争指導重要国策文書-301_3 近衛文麿公関係資料目録　昭和３６年７月　調製 陽明文庫蔵

中央-戦争指導重要国策文書-301_4 近衛文麿公関係資料目録　昭和３６年７月　調製 陽明文庫蔵

中央-戦争指導重要国策文書-301_5 近衛文麿公関係資料目録　昭和３８年３月　調製 陽明文庫蔵

中央-戦争指導重要国策文書-302 近衛史料（２）Ａ．自筆手記類　２分冊の１ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-303 近衛史料（３）Ａ．自筆手記類　２分冊の２ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-304 近衛史料（４）Ｂ．手記類　５分冊の１ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-305 近衛史料（５）Ｂ．手記類　５分冊の２ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-306 近衛史料（６）Ｂ．手記類　５分冊の３　昭２０．２．１４～２０．１０．４ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-307 近衛史料（７）Ｂ．手記類　５分冊の４ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-308 近衛史料（８）Ｂ．手記類　５分冊の５ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-309 近衛史料（９）Ｃ．支那事変　１２分冊の１ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-310 近衛史料（１０）Ｃ．支那事変　１２分冊の２ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-311 近衛史料（１１）Ｃ．支那事変　１２分冊の３ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-312 近衛史料（１２）Ｃ．支那事変　１２分冊の４ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-313 近衛史料（１３）Ｃ．支那事変　１２分冊の５ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-314 近衛史料（１４）Ｃ．支那事変　１２分冊の６ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-315 近衛史料（１５）Ｃ．支那事変　１２分冊の７ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-316 近衛史料（１６）Ｃ．支那事変　１２分冊の８ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-317 近衛史料（１７）Ｃ．支那事変　１２分冊の９ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-318 近衛史料（１８）Ｃ．支那事変　１２分冊の１０ 近衛　文磨
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中央-戦争指導重要国策文書-319 近衛史料（１９）Ｃ．支那事変　１２分冊の１１ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-320 近衛史料（２０）Ｃ．支那事変　１２分冊の１２ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-321 近衛史料（２１）Ｃ．支那事変　１／７分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-322 近衛史料（２２）Ｃ．支那事変　２／７分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-323 近衛史料（２３）Ｃ．支那事変　３／７分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-324 近衛史料（２４）Ｃ．支那事変　４／７分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-325 近衛史料（２５）Ｃ．支那事変　５／７分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-326 近衛史料（２６）Ｃ．支那事変　６／７分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-327 近衛史料（２７）Ｃ．支那事変　７／７分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-328
近衛史料（２８）Ｄ．日．独．伊　関係　１／３分冊　昭１１．８．７～１
３．１２．１

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-329
近衛史料（２９）Ｄ．日．独．伊　関係　２／３分冊　昭１３．１２．１３
～１４．５．２２

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-330 近衛史料（３０）Ｄ．日．独．伊　関係　３／３分冊　昭１４．６．１５ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-331 近衛史料（３１）Ｅ．日ソ関係 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-332 近衛史料（３２）Ｆ．第２次及第３次内閣　１／５分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-333 近衛史料（３３）Ｆ．第２次及第３次内閣　２／５分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-334 近衛史料（３４）Ｆ．第２次及第３次内閣　３／５分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-335 近衛史料（３５）Ｆ．第２次及第３次内閣　４／５分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-336 近衛史料（３６）Ｆ．第２次及第３次内閣　５／５分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-337 近衛史料（３７）Ｇ．南方進出関係　１分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-338 近衛史料（３８）Ｈ．日米関係　１／５分冊　昭１６年 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-339 近衛史料（３９）Ｈ．日米関係　２／５分冊　昭１６．７．７～１６．８月 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-340
近衛史料（４０）Ｈ．日米関係　３／５分冊　昭１６．５．２６～２１．５．
１０

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-341
近衛史料（４１）Ｈ．日米関係　４／５分冊　昭１４．８．１～１６．１２．
８

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-342 近衛史料（４２）Ｈ．日米関係　５／５分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-343 近衛史料（４３）Ｉ．終戦関係　１／４分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-344 近衛史料（４４）Ｉ．終戦関係　２／４分冊　昭１９．２．１０ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-345 近衛史料（４５）Ｉ．終戦関係　３／４分冊　昭１９．３．９ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-346 近衛史料（４６）Ｉ．終戦関係　４／４分冊　昭１９．８．４ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-347
近衛史料（４７）Ｊ．大赦並びに諸事件関係　１／２分冊　明１年１月
１５日～昭１２．７．２０

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-348
近衛史料（４８）Ｊ．大赦並びに諸事件関係　２／２分冊　昭６．３～
１５．７．５

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-349 近衛史料（４９）Ｍ．新体制関係　１／９分冊　昭１３．７．２０ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-350 近衛史料（５０）Ｍ．新体制関係　２／９分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-351 近衛史料（５１）Ｍ．新体制関係　３／９分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-352 近衛史料（５２）Ｍ．新体制関係　４／９分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-353 近衛史料（５３）Ｍ．新体制関係　５／９分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-354 近衛史料（５４）Ｍ．新体制関係　６／９分冊 近衛　文磨
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中央-戦争指導重要国策文書-355 近衛史料（５５）Ｍ．新体制関係　７／９分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-356 近衛史料（５６）Ｍ．新体制関係　８／９分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-357 近衛史料（５７）Ｍ．新体制関係　９／９分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-358 近衛史料（５８）Ｎ．雑件　１／３分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-359 近衛史料（５９）Ｎ．雑件　２／３分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-360 近衛史料（６０）Ｎ．雑件　３／３分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-361 近衛史料（６１）Ｏ．来翰．来信等 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-362 近衛史料（６２）Ｑ　伝記資料（０番外）１／３分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-363 近衛史料（６３）Ｑ　伝記資料（０番外）２／３分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-364 近衛史料（６４）Ｑ　伝記資料（０番外）３／３分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-365 近衛史料追補（６５）Ｂ．手記類　１／１６分冊　１９３４年 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-366 近衛史料追補（６６）Ｃ．支那事変　其の１　２／１６分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-367 近衛史料追補（６７）Ｃ．支那事変　其の２　３／１６分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-368 近衛史料追補（６８）Ｃ．支那事変　其の３　４／１６分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-369
近衛史料追補（６９）Ｅ．日ソ関係　Ｈ．日米関係　其の１　５／１６
分冊　昭１６年

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-370 近衛史料追補（７０）Ｈ．日米関係　其の２　６／１６分冊　昭１６年 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-371 近衛史料追補（７１）Ｗ．諸家追憶談　其の１　７／１６分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-372 近衛史料追補（７２）Ｗ．諸家追憶談　其の２　８／１６分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-373 近衛史料追補（７３）Ｗ．諸家追憶談　其の３　９／１６分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-374 近衛史料追補（７４）Ｗ．諸家追憶談　其の４　１０／１６分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-375 近衛史料追補（７５）Ｗ．諸家追憶談　其の５　１１／１６分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-376 近衛史料追補（７６）Ｗ．諸家追憶談　其の６　１２／１６分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-377 近衛史料追補（７７）Ｗ．諸家追憶談　其の７　１３／１６分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-378 近衛史料追補（７８）Ｗ．諸家追憶談　其の８　１４／１６分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-379 近衛史料追補（７９）Ｗ．諸家追憶談　其の９　１５／１６分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-380
近衛史料追補（８０）Ｚ．番外　１６／１６分冊　近衛公爵の「最近の
御心境について」

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-381
近衛史料追補　Ｃ．支那事変　５／１２分冊　昭１３．７．１５～１３．
９．３０

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-382 近衛史料（８１）荻窪会談関係書類（陽明文庫史料　其１） 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-383 近衛史料（８２）近衛手記原本写（陽明文庫史料　其２） 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-384
近衛史料（８３）眞崎大将「現世相に関する特別備忘録」　国内諸
事件の概要（陽明文庫史料　其３）

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-385 近衛史料（８４）支那事変処理　トラウトマン和平交渉外 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-386
近衛史料（８５）汪工作（１）今井中佐の渡辺工作の現況（初期工作
と日華協議記録）（陽明文庫史料　其５）

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-387
近衛史料（８６）汪工作（２）時局収拾の具体的弁法及び汪五相会
談関係書類（陽明文庫史料　其６）

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-388
近衛史料（８７）汪工作（３）日支新関係調整に関する協議書類（陽
明文庫史料　其７）

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-389
近衛史料（８８）日．独．伊．三国協定問題の経緯（陽明文庫史料
其８）

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-390
近衛史料（８９）防共協定強化問題関係書類（１）（陽明文庫史料
其９）

近衛　文磨
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中央-戦争指導重要国策文書-391
近衛史料（９０）防共協定強化問題関係書類（２）（陽明文庫史料
其１０）

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-392
近衛史料（９１）対仏印泰問題関係記録（陽明文庫史料　其１１）昭
１５．１２．２６～１６．６．２５

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-393
近衛史料（９２）日ソ中立問題関係記録（陽明文庫史料　其１２）昭
１６．４月～１６．４．１２

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-394
近衛史料（９３）独ソ開戦に関する外務省資料（陽明文庫史料　其
１３）（１）昭１６．２．２５～１６．６．２２

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-395
近衛史料（９４）独ソ開戦に関する外務省資料（陽明文庫史料　其
１４）（２）昭１６．６．２４～１６．８．２５

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-396
近衛史料（９５）日米交渉関係記録（１）（陽明文庫史料　其１５）１９
４０．６．２０

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-397
近衛史料（９６）日米交渉関係記録（２）（陽明文庫史料　其１６）昭
１６．４．１７～１６．６．２８

近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-398 近衛史料（９７）近衛文磨手記　平和への努力 日本電報通信社

中央-戦争指導重要国策文書-399 近衛文磨手記（９８の１）日米交渉の経緯　１／６ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-400 近衛文磨手記（９８の２）日米交渉の経緯　２／６ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-401 近衛文磨手記（９８の３）日米交渉の経緯　３／６ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-402 近衛文磨手記（９８の４）日米交渉の経緯　４／６ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-403 近衛文磨手記（９８の５）日米交渉の経緯　５／６ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-404 近衛文磨手記（９８の６）日米交渉の経緯　６／６ 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-405 近衛文磨手記 戦史室　稲葉正夫

中央-戦争指導重要国策文書-407
片倉史料（９７の６８）対内蒙施策関係書類　１／２分冊　昭１０～１
２年

片倉　衷

中央-戦争指導重要国策文書-408
片倉史料（９７の７０）対内蒙施策関係書類　２／２分冊　昭１０～１
２年

片倉　衷

中央-戦争指導重要国策文書-410 片倉史料（９７の７１）満業の創設の経緯（日産の満洲移駐） 片倉　衷

中央-戦争指導重要国策文書-411 暗黒日本を凝視して　昭６年～１５年 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-412 近衛史料（１００）来翰．来信等　２／２分冊 近衛　文磨

中央-戦争指導重要国策文書-421 島田史料（１）警備事件関係綴　１／２分冊　昭２～９年 島田俊彦　軍令部第２課

中央-戦争指導重要国策文書-422 島田史料（２）警備事件関係綴　２／２分冊 島田　俊彦

中央-戦争指導重要国策文書-423 島田史料（３）張作霖爆死事件に関する外務省文書　１／５分冊 -

中央-戦争指導重要国策文書-424 島田史料（４）張作霖爆死事件に関する外務省文書　２／５分冊 -

中央-戦争指導重要国策文書-425
島田史料（５）張作霖爆死事件に関する外務省文書（０大日記張郭
戦争一部）３／５分冊

-

中央-戦争指導重要国策文書-426
島田史料（６）張作霖爆死事件に関する外務省文書（０大日記張郭
戦争詳報）（１）大正１４．１１．１～１４．１２．１５　４／５分冊

関東軍参謀部

中央-戦争指導重要国策文書-427
島田史料（７）張作霖爆死事件に関する外務省文書（０大日記張郭
戦争詳報）（２）大正１４．１２．１６～１４．１２．３１　５／５分冊

関東軍参謀部

中央-戦争指導重要国策文書-428 島田史料（８）上海停戦協定関係綴　１／３分冊　昭７年以降 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-429 島田史料（９）上海停戦協定関係綴　２／３分冊　昭７年以降 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-430 島田史料（１０）上海停戦協定関係綴　３／３分冊　昭７年以降 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-431 島田史料（１１）北支停戦協定関係綴　１／３分冊　昭８年６月 軍令部第３班第６課Ｃ

中央-戦争指導重要国策文書-432 島田史料（１２）北支停戦協定関係綴　２／３分冊　昭８年６月 軍令部第３班第６課Ｃ

中央-戦争指導重要国策文書-433 島田史料（１３）北支停戦協定関係綴　３／３分冊　昭８年６月 軍令部第３班第６課Ｃ

中央-戦争指導重要国策文書-434
島田史料（１４）塘沽停戦協定締結の経緯　越界路問題　天羽声
明問題　１／３分冊

-

中央-戦争指導重要国策文書-435
島田史料（１５）塘沽停戦協定締結の経緯　越界路問題　天羽声
明問題　２／３分冊

-

中央-戦争指導重要国策文書-436
島田史料（１５）塘沽停戦協定締結の経緯　越界路問題　天羽声
明問題　３／３分冊

-



令和４年８月２日

中央-戦争指導重要国策文書-437
島田史料（１７）華北に於ける日支軍交渉（１）（０北支事件）海軍．
外務電　１／４分冊　昭１０年

軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-438
島田史料（１８）華北に於ける日支軍交渉（１）（０北支事件）海軍．
外務電　２／４分冊　昭１０年

軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-439
島田史料（１９）華北に於ける日支軍交渉（１）（０北支事件）海軍．
外務電　３／４分冊　昭１０年

軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-440
島田史料（２０）華北に於ける日支軍交渉（１）（０北支事件）海軍．
外務電　４／４分冊　昭１０年

軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-441
島田史料（２１）華北に於ける日支軍交渉（２）（０北支事件）海軍．
外務電　１／４分冊　昭１０年

軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-442
島田史料（２２）華北に於ける日支軍交渉（２）（０北支事件）海軍．
外務電　２／４分冊　昭１０年

軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-443
島田史料（２３）華北に於ける日支軍交渉（２）（０北支事件）陸軍電
昭１０年

軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-444
島田史料（２４）華北に於ける日支軍交渉（２）（０北支事件）陸軍電
昭１０年

軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-445
島田史料（２５）華北に於ける日支軍交渉（１）（０北支事件）海軍外
務電　１／２分冊　昭１０年

軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-446
島田史料（２６）華北に於ける日支軍交渉（１）（０北支事件）海軍．
外務電　２／２分冊　昭１０年

軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-447 島田史料（２７）華北問題．新生事件経緯　其１　１／２　昭１０年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-448 島田史料（２８）華北問題．新生事件経緯　其２　２／２　昭１０年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-449
島田史料（２９）日支交渉　其１　１／５分冊　昭１０．１月～１１．１２
月

第１部甲部員　軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-450
島田史料（３０）日支交渉　其１　２／５分冊　昭１０．１月～１１．１２
月

第１部甲部員　軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-451
島田史料（３１）日支交渉　其１　３／５分冊　昭１０．１月～１１．１２
月

第１部甲部員　軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-452
島田史料（３２）日支交渉　其１　４／５分冊　昭１０．１月～１１．１２
月

軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-453
島田史料（３３）日支交渉　其１　５／５分冊　昭１０．１月～１１．１２
月

軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-454
島田史料（３４）日支交渉　其の２　１／２分冊　昭１２．１月～１２．
６月

第１部甲部員　軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-455
島田史料（３５）日支交渉　其の２　２／２分冊　昭１２．１月～１２．
６月

第１部甲部員　軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-456 島田史料（３６）日支交渉情況　１／２分冊　昭１１年 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-457 島田史料（３７）日支交渉情況　２／２分冊 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-458 島田史料（３８）?州事件関係綴　其１　１／２分冊　昭１０年 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-459 島田史料（３９）?州事件関係綴　其１　２／２分冊　昭１０年 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-460 島田史料（４０）弊制改革及び西安事件（０海軍）昭１０．１１．２１ 参謀本部　大蔵省

中央-戦争指導重要国策文書-461
北支に於ける日支軍の交渉　昭和１０　北支に於ける密貿易関係
書類　昭和１１

島田　俊彦

中央-戦争指導重要国策文書-462
島田史料（４２）最近支那関係諸問題摘要（０第６８議会用）１／２
分冊　昭１０．１２月

東亜局第１課

中央-戦争指導重要国策文書-463
島田史料（４３）最近支那関係諸問題摘要（０第６８議会用）２／２
分冊　昭１０．１２月

東亜局第１課

中央-戦争指導重要国策文書-464
島田史料（４４）北支自治運動（０冀東政府．冀察政権）１／５分冊
昭１０年～１１年

軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-465 島田史料（４５）北支自治運動（０冀東政府．冀察政権）２／５分冊 参謀本部　外務省調査部

中央-戦争指導重要国策文書-466
島田史料（４６）北支自治運動（０冀東政府．冀察政権）３／５分冊
昭１０～１１年

軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-467
島田史料（４７）北支自治運動（０冀東政府．冀察政権）４／５分冊
昭１０～１１年

軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-468
島田史料（４８）北支自治運動（０冀東政府．冀察政権）５／５分冊
昭１０～１１年

軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-469 島田史料（４９）北海（０中野殺害）事件　１／３分冊　昭１１年 -

中央-戦争指導重要国策文書-470 島田史料（５０）北海（０中野殺害）事件　２／３分冊　昭１１年 -

中央-戦争指導重要国策文書-471 島田史料（５１）北海（０中野殺害）事件　３／３分冊　昭１１年 -

中央-戦争指導重要国策文書-472
島田史料（５２）支那事局関係綴（０中央電報内令戦備関係等）１
／２分冊　昭１１．８～１２．１

軍令部２課
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中央-戦争指導重要国策文書-473
島田史料（５３）支那事局関係綴（０中央電報内令戦備関係等）２
／２分冊　昭１１．８～１２．１

軍令部２課

中央-戦争指導重要国策文書-474
島田史料（５４）支那事変時局関係綴　経過概要　１／３分冊　昭１
１．８～１２．１

軍令部２課

中央-戦争指導重要国策文書-475 島田史料（５５）支那事変時局関係綴　経過概要　２／３分冊 軍令部２課

中央-戦争指導重要国策文書-476 島田史料（５６）支那事変時局関係綴　経過概要　３／３分冊 軍令部２課

中央-戦争指導重要国策文書-477
島田史料（５７）上海青島方面　紡績会社罷業事件　１／２分冊
昭１１年

外務省情報部

中央-戦争指導重要国策文書-478
島田史料（５８）上海青島方面　紡績会社罷業事件　２／２分冊
昭１１年

外務省情報部

中央-戦争指導重要国策文書-479
島田史料（５９）漢口．広東．汕頭．福州．厦門．台湾銀行引揚報
告　昭１２年

外務省情報部

中央-戦争指導重要国策文書-480 島田史料（６０）支那時報（０昭和１２年度）１／２分冊　昭１２年 海軍．軍令部副官

中央-戦争指導重要国策文書-481 島田史料（６１）支那時報（０昭和１２年度）２／２分冊　昭１２年 海軍．軍令部副官

中央-戦争指導重要国策文書-482 島田史料（６２）中国．国民党第５期３中全会　１／２分冊　昭１２年 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-483 島田史料（６３）中国．国民党第５期３中全会　２／２分冊　昭１２年 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-484 島田史料（６４）察哈爾盟概況　１／２分冊　昭１２年 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-485 島田史料（６５）察哈爾盟概況　２／２分冊　昭１２年 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-486 島田史料（６６）山東の税警団　１／３分冊　昭１２．５月 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-487 島田史料（６７）山東の税警団　２／３分冊　昭１２．５月 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-488 島田史料（６８）山東の税警団　３／３分冊　昭１２．５月 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-489 島田史料（６９）蒙古行政概論　１／３分冊　昭１２年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-490 島田史料（７０）蒙古行政概論　２／３分冊　昭１２年 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-491 島田史料（７１）蒙古行政概論　３／３分冊　昭１２年 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-492 島田史料（７２）乾岔子事件関係電報綴　１／２分冊　昭１２年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-493 島田史料（７３）乾岔子事件関係電報綴　２／２分冊　昭１２年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-494 島田史料（７４）乾岔子事件記事　１／２分冊　昭１２．６月～７月 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-495 島田史料（７５）乾岔子事件記事　２／２分冊 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-496 島田史料（７６）対支処理　１／４分冊　昭１３年以降 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-497 島田史料（７７）対支処理　２／４分冊　昭１５．４月 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-498 島田史料（７８）対支処理　３／４分冊　昭１４．２．９ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-499 島田史料（７９）対支処理　４／４分冊 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-500 島田史料（８０）天津問題解決経緯　１／１３分冊　昭１４～１５年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-501 島田史料（８１）天津問題解決経緯　２／１３分冊　昭１４～１５年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-502 島田史料（８２）天津問題解決経緯　３／１３分冊　昭１４～１５年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-503 島田史料（８３）天津問題解決経緯　４／１３分冊　昭１４～１５年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-504 島田史料（８４）天津問題解決経緯　５／１３分冊　昭１４～１５年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-505 島田史料（８５）天津問題解決経緯　６／１３分冊　昭１４～１５年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-506 島田史料（８６）天津問題解決経緯　７／１３分冊　昭１４～１５年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-507 島田史料（８７）天津問題解決経緯　８／１３分冊　昭１４～１５年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-508 島田史料（８８）天津問題解決経緯　９／１３分冊　昭１４～１５年 軍令部
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中央-戦争指導重要国策文書-509 島田史料（８９）天津問題解決経緯　１０／１３分冊　昭１４～１５年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-510 島田史料（９０）天津問題解決経緯　１１／１３分冊　昭１４～１５年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-511 島田史料（９１）天津問題解決経緯　１２／１３分冊　昭１４～１５年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-512 島田史料（９２）天津問題解決経緯　１３／１３分冊　昭１４～１５年 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-513
島田史料（９３）新支那中央政府樹立経緯　１／７分冊　昭１４年末
迄

-

中央-戦争指導重要国策文書-514
島田史料（９４）新支那中央政府樹立経緯　２／７分冊　昭１４年末
迄

-

中央-戦争指導重要国策文書-515
島田史料（９５）新支那中央政府樹立経緯　３／７分冊　昭１４年末
迄

-

中央-戦争指導重要国策文書-516 新支那中央政府樹立経緯　７分冊の４　至昭和１４年末迄 -

中央-戦争指導重要国策文書-517
島田史料（９７）新支那中央政府樹立経緯　５／７分冊　昭１４年末
迄

-

中央-戦争指導重要国策文書-518
島田史料（９８）新支那中央政府樹立経緯　６／７分冊　昭１４年末
迄

-

中央-戦争指導重要国策文書-519
島田史料（９９）新支那中央政府樹立経緯　７／７分冊　昭１４年末
迄

-

中央-戦争指導重要国策文書-520
島田史料（１００）現情勢下に於て海軍の執るべき態度　昭１６．６．
５

政策第１委員会

中央-戦争指導重要国策文書-521 島田史料（１０１）大本営政府連絡会議綴　昭１６年 軍令部臨時戦史部

中央-戦争指導重要国策文書-522
島田史料（１０２）海軍としての執るべき態度及対策（０藤井中将）
昭２０．９．２８

軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-523
島田史料（１０３）満洲事変以后における日支関係　１／３分冊　昭
２１．５．２４

島田　俊彦

中央-戦争指導重要国策文書-524 島田史料（１０４）満洲事変以后における日支関係　２／３分冊 島田　俊彦

中央-戦争指導重要国策文書-525 満洲事変以后における日支関係　３分冊の３ -

中央-戦争指導重要国策文書-526 島田史料（１０６）大東亜戦争海戦史秘史　１／４分冊 軍令部臨時戦史部

中央-戦争指導重要国策文書-527 島田史料（１０７）大東亜戦争海戦史秘史　２／４分冊 軍令部臨時戦史部

中央-戦争指導重要国策文書-528 島田史料（１０８）大東亜戦争海戦史秘史　３／４分冊 軍令部臨時戦史部

中央-戦争指導重要国策文書-529 島田史料（１０９）大東亜戦争海戦史秘史　４／４分冊 軍令部臨時戦史部

中央-戦争指導重要国策文書-530
島田史料（１１０）東方会議関係綴　及び　満蒙交渉関係綴　１／８
分冊（０松本記録）昭２．８．１５

外務省文書課記録班

中央-戦争指導重要国策文書-531
島田史料（１１１）東方会議関係綴　及び　満蒙交渉関係綴　２／８
分冊（０松本記録）昭２．６月

外務省亜細亜局

中央-戦争指導重要国策文書-532
島田史料（１１２）東方会議関係綴　及び　満蒙交渉関係綴　３／８
分冊（０松本記録）

外務省

中央-戦争指導重要国策文書-533
島田史料（１１３）東方会議関係綴　及び　満蒙交渉関係綴　４／８
分冊（０松本記録）

外務省

中央-戦争指導重要国策文書-534
島田史料（１１４）東方会議関係綴　及び　満蒙交渉関係綴　５／８
分冊（０松本記録）

外務省

中央-戦争指導重要国策文書-535
島田史料（１１５）東方会議関係綴　及び　満蒙交渉関係綴　６／８
分冊（０松本記録）

外務省

中央-戦争指導重要国策文書-536
島田史料（１１６）東方会議関係綴　及び　満蒙交渉関係綴　７／８
分冊（０松本記録）

外務省

中央-戦争指導重要国策文書-537
島田史料（１１７）東方会議関係綴　及び　満蒙交渉関係綴　８／８
分冊（０松本記録）

外務省

中央-戦争指導重要国策文書-538
島田史料（１１８）機密作戦日誌（０関東軍参謀部第３課．抜萃）昭
８．４．４～８．５．３１

-

中央-戦争指導重要国策文書-539
島田史料（１１９）小賓氏善大佐　蒙古遠征録（０日誌）其１　昭１
１．９．１８～１１．１１．２８

内蒙軍．軍政顧問

中央-戦争指導重要国策文書-540
島田史料（１２０）小賓氏善大佐　蒙古遠征録（０丹羽松雄氏手記）
昭１２．５．３１

-

中央-戦争指導重要国策文書-541 満洲事変作戦指導関係綴　其１　昭和６．９．１９～６．１０．３１ 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-542 満洲事変作戦指導関係綴　其２　昭和６．１１．１～６．１２．３１ 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-543 満洲事変作戦指導関係綴　其３　昭和７．１．１～７．３．３１ 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-544 満洲事変作戦指導関係綴　其４　昭和７．４．１～７．７．３１ 参謀本部
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中央-戦争指導重要国策文書-545 満洲事変作戦指導関係綴　別冊其１　昭和６．９．１９～１１年 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-546 満洲事変作戦指導関係綴　別冊其２　昭和６．９．１５～６．１２ 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-547
満洲事変作戦指導関係綴　別冊其３　昭和７．３．１２～２０．１．１
３

参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-548 時局参考書類綴　其の１　昭６．１０月～７．１月 参謀本部第２課

中央-戦争指導重要国策文書-549 時局参考書類綴　其の２　昭７．１月～７．５月 参謀本部第２課

中央-戦争指導重要国策文書-550 察哈爾作戦陣中日誌　１／２　昭１２．８．１５～１２．９．３０ 陸軍中将　梶浦銀次郎

中央-戦争指導重要国策文書-551 察哈爾作戦陣中日誌　２／２　昭１２．１０．１ 陸軍中将　梶浦銀次郎

中央-戦争指導重要国策文書-553 察哈爾作戦機密日誌（支那事変第３巻） 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-554
片倉史料（７２）東條関東軍参謀長の駐蒙兵団　石本参謀長に対
する懇談要旨　昭１３．１．１

片倉　衷

中央-戦争指導重要国策文書-555
片倉史料（７３）東條関東軍参謀長の駐蒙兵団石本参謀長に対す
る懇談要旨　別冊（１）蒙疆方面政治指導重要案件綴（其１）昭１
２．１２月

関東軍司令部

中央-戦争指導重要国策文書-556
片倉史料（７４）東條関東軍参謀長の駐蒙兵団石本参謀長に対す
る懇談要旨　別冊（２）蒙疆方面政治指導重要案件綴（其２）昭１
２．１２月

関東軍司令部

中央-戦争指導重要国策文書-559 本庄繁大将回想（満洲事変の本質） 本庄　繁

中央-戦争指導重要国策文書-560 本庄繁大将回想（満洲事変の本質） 本庄　繁

中央-戦争指導重要国策文書-561 本庄繁大将回想（満洲事変の本質） 本庄　繁

中央-戦争指導重要国策文書-562 本庄繁大将回想（満洲事変の本質） 本庄　繁

中央-戦争指導重要国策文書-563 本庄繁大将回想（満洲事変の本質）昭２０．１月 本庄　繁

中央-戦争指導重要国策文書-564 満蒙に於ける本邦勢力の概要 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-565 松崎陽史料　挺身（２月号）昭１７．２月 蒙古軍．軍事顧問部　機関誌

中央-戦争指導重要国策文書-566 内蒙古に於ける露西亜活躍抄史　康徳４年９月 大場辰之助　著

中央-戦争指導重要国策文書-567 臼井勝美史料　内蒙古工作の現状について　昭１１．４．２８ 関東軍参謀部

中央-戦争指導重要国策文書-568 蒙古に関する書類綴　昭８．１０月 陸軍少将　松室孝良

中央-戦争指導重要国策文書-569 本庄繁大将写真帖　１／２ 本庄　繁

中央-戦争指導重要国策文書-570 本庄繁大将写真帖　２／２ 本庄　繁

中央-戦争指導重要国策文書-571
呼倫貝爾事件機密作戦日誌抄　熱河作戦機密作戦日誌抄（其の
１）昭７．９．１～８．２．５

関東軍参謀部

中央-戦争指導重要国策文書-572 熱河作戦機密作戦日誌抄（其の２）昭８．２．１３～８．５．２５ 関東軍参謀部

中央-戦争指導重要国策文書-573_1 田中義一随感雑録　１／２分冊 陸軍中佐　田中義一

中央-戦争指導重要国策文書-573_2 田中義一随感雑録　２／２分冊 陸軍中佐　田中義一

中央-戦争指導重要国策文書-574 中野史料（１）満洲事変関係資料 陸軍中将　中野良次

中央-戦争指導重要国策文書-575 中野史料（２）熱河作戦後方関係書類　昭和８．２．１５～２．２６ 関東軍司令部

中央-戦争指導重要国策文書-576 中野史料（３）中野良次　北満旅行の回顧　昭３７．４．１８ 関東軍司令部

中央-戦争指導重要国策文書-578 在満在支外務来電集（其の１）昭６～７ 外務省

中央-戦争指導重要国策文書-579 在満在支外務来電集（其の２）昭６～７ 外務省

中央-戦争指導重要国策文書-580 在満在支外務来電集（其の３）昭６～７ 外務省

中央-戦争指導重要国策文書-581 熱河作戦に於ける後方関係書類　昭和８年２月 偕行社

中央-戦争指導重要国策文書-583 満洲事変関係者７氏の談話筆記　２／２ 大野　宣明

中央-戦争指導重要国策文書-584 東方会議及び張作霖爆殺事件関係文書 外務省
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中央-戦争指導重要国策文書-590 佐久間史料（６）佐久間亮三中将回想録　１／５分冊 厚生省引揚援護局

中央-戦争指導重要国策文書-591 佐久間史料（７）佐久間亮三中将回想録　２／５分冊 厚生省引揚援護局

中央-戦争指導重要国策文書-592 佐久間史料（８）佐久間亮三中将回想録　３／５分冊 厚生省引揚援護局

中央-戦争指導重要国策文書-593 佐久間史料（９）佐久間亮三中将回想録　４／５分冊 厚生省引揚援護局

中央-戦争指導重要国策文書-594 佐久間史料（１０）佐久間亮三中将回想録　５／５分冊 厚生省引揚援護局

中央-戦争指導重要国策文書-595 佐久間史料（１１）佐久間亮三中将回想録　外 厚生省引揚援護局

中央-戦争指導重要国策文書-596
佐久間史料（１２）満洲国軍建設指導の思い出　昭８．２月～９．４
月

陸軍中将　佐久間亮三

中央-戦争指導重要国策文書-597 満洲国関係重要書類　昭７～１０年 軍事課満洲班

中央-戦争指導重要国策文書-598 皇国日本再建案大綱 半田敏治　（素案）

中央-戦争指導重要国策文書-599 白鳥．有田往復書簡　昭１０．１１月 有田　八郎

中央-戦争指導重要国策文書-600
満洲に関する重要問題　決定事項蒐録（第７６回帝国議会参考
書）１／２　昭１６．１月

大蔵省理財局

中央-戦争指導重要国策文書-601
満洲に関する重要問題　決定事項蒐録（第７６回帝国議会参考
書）２／２　昭１６．１月

大蔵省理財局

中央-戦争指導重要国策文書-605 戦争指導史資料（満洲事変の部）昭２１．３月 遠藤　三郎

中央-戦争指導重要国策文書-606 ノモンハン事件機密作戦日誌　１／４ 関東軍参謀部第１課

中央-戦争指導重要国策文書-607 ノモンハン事件機密作戦日誌　２／４ 大本営陸軍部　関東軍司令部

中央-戦争指導重要国策文書-608 ノモンハン事件機密作戦日誌　３／４ 関東軍司令部

中央-戦争指導重要国策文書-609 ノモンハン事件機密作戦日誌　４／４ 関東軍司令部

中央-戦争指導重要国策文書-610
（１）支那事変．日支軍撒布反戦ビラ（２）ノモンハン事件．外蒙軍
撒布反戦ビラ

日本軍

中央-戦争指導重要国策文書-611
（１）北支における停戦交渉経過概要（２）停戦に関する協定　昭和
８年

関東軍司令部

中央-戦争指導重要国策文書-614 国防の本義と其の強化の提唱 陸軍省

中央-戦争指導重要国策文書-617 日支国交調整原則に関する協議会議事要録　１／２ 外務省

中央-戦争指導重要国策文書-618 日支国交調整原則に関する協議会議事要録　２／２ 外務省

中央-戦争指導重要国策文書-620 西安事変綴（丙）（準備兵力移動）昭１１年 軍令部第６課

中央-戦争指導重要国策文書-621 西安事件の経緯　昭１２年 軍令部第１部

中央-戦争指導重要国策文書-629 支那事変戦争指導関係綴　其１　昭和１２．７～１３．１１ 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-630 支那事変戦争指導関係綴　其２　昭和１３．１～１７．１１ 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-631 支那事変戦争指導関係綴　其３　昭和１４．３～１６．６ 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-632
支那事変戦争指導関係資料綴（支那派遣軍の部）昭１２．７．２７
～１６．６．１０

参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-633
支那事変戦争指導関係資料綴（大本営陸軍部の部）昭和１２．５．
２９～１５．１２．２

参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-635 （１）対重慶．和平交渉の件（２）経済新体制確立要綱（最初原案） 外務省

中央-戦争指導重要国策文書-636 支那事変戦争指導の大観 堀場　一雄

中央-戦争指導重要国策文書-637 冀東政府は語る 冀東防共自治政府（刊行）

中央-戦争指導重要国策文書-641
今井史料（４）情報会議書類　１／２　昭和１５．７月．１２月～１６．
４月．７月

支那派遣軍総司令部

中央-戦争指導重要国策文書-642
今井史料（５）情報会議書類　２／２　昭和１５．７月．１２月～１６．
４月．７月

支那派遣軍総司令部

中央-戦争指導重要国策文書-643 今井史料（６）渡邊工作の現況（第３号及第４号）昭和１３．１２．６ 今井武夫中佐

中央-戦争指導重要国策文書-644
河井田義匡史料（１）察東事件及び綏遠事件関係記録　１／３　昭
１０．１２．４～１０．１２．２６

臨時独立飛行中隊
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中央-戦争指導重要国策文書-645
河井田義匡史料（２）察東事件及び綏遠事件関係記録　２／３　昭
和１１年

臨時独立飛行中隊

中央-戦争指導重要国策文書-646
河井田義匡史料（３）察東事件及び綏遠事件関係記録　３／３　昭
和１１年～１２年

臨時独立飛行中隊

中央-戦争指導重要国策文書-647
河邊史料（１）河邊虎四郎中将　満洲事変初期に関する回想　昭２
１年

河邊　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-648 河邊史料（２）河邊虎四郎中将　関東軍参謀時代の回想　昭２１年 河邊　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-649
河邊史料（３）河邊虎四郎中将　回想録　西洋民族の亜細亜征服
と其の分派たる米国の亜細亜への進出に関する概説　昭２１年夏

河邊　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-650
河邊史料（４）市ケ谷台より市ケ谷台へ　１／７　大正１年～昭和２
０年

河邊　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-651 河邊史料（５）市ケ谷台より市ケ谷台へ　２／７ 河邊　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-652 河邊史料（６）市ケ谷台より市ケ谷台へ　３／７ 河邊　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-653 河邊史料（７）市ケ谷台より市ケ谷台へ　４／７ 河邊　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-654 河邊史料（８）市ケ谷台より市ケ谷台へ　５／７ 河邊　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-655 河邊史料（９）市ケ谷台より市ケ谷台へ　６／７ 河邊　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-656 河邊史料（１０）市ケ谷台より市ケ谷台へ　７／７ 河邊　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-657 河邊史料（１１）河邊虎四郎少将．回想録 河邊　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-658_1 河邊史料（１２）河邊虎四郎少将．回想録 河邊　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-659 対内蒙施策要領　昭１０．７．２５ 関東軍参謀部

中央-戦争指導重要国策文書-661 橋本史料（２）橋本群中将．回想録　１／２ 参謀本部第４部

中央-戦争指導重要国策文書-662 橋本史料（３）橋本群中将．回想録　２／２ 参謀本部第４部

中央-戦争指導重要国策文書-663 中島史料（１）ノモンハン事件　中島鉄藏中将．回想録 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-664 中島史料（２）ノモンハン事件　中島鉄藏中将．回想録 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-665 中島史料（３）支那事変　中島鉄藏中将．回想録 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-667 下村史料（２）下村定中将．回想録 下村　定

中央-戦争指導重要国策文書-668 西村史料（１）西村敏雄中佐．回想録　１／２分冊 参謀本部第４部

中央-戦争指導重要国策文書-669_1 西村史料（２）西村敏雄中佐．回想録　２／２分冊 参謀本部第４部

中央-戦争指導重要国策文書-670_1 香月史料（１）香月清司中将．回想録　１／３ -

中央-戦争指導重要国策文書-671 香月史料（２）香月清司中将．回想録　２／３ 香月　清司

中央-戦争指導重要国策文書-672 香月史料（３）香月清司中将．回想録　３／３ 香月　清司

中央-戦争指導重要国策文書-673 岡本清福大佐　回想録　昭１４年 岡本　清福

中央-戦争指導重要国策文書-674 日支事変勃発前後の経緯　１／２　昭２１．５月 柴山兼四郎　述

中央-戦争指導重要国策文書-675 日支事変勃発前後の経緯　２／２ 柴山兼四郎　述

中央-戦争指導重要国策文書-679 軍の政治関與と国内情勢（中編） 陸軍大佐　牧達夫

中央-戦争指導重要国策文書-680 軍の政治関與と国内情勢（後編） 陸軍大佐　牧達夫

中央-戦争指導重要国策文書-681 島田史料（１２１）綏東問題　１／３　昭１１年 軍令部第６課　島田俊彦

中央-戦争指導重要国策文書-682 島田史料（１２２）綏東問題　２／３ 軍令部第６課　島田俊彦

中央-戦争指導重要国策文書-683 島田史料（１２３）綏東問題 軍令部第６課　島田俊彦

中央-戦争指導重要国策文書-684 基本国策要綱　昭１６．７月 企画院

中央-戦争指導重要国策文書-688 北部仏印進駐の戦史的観察 陸軍軍事課長　西浦進
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中央-戦争指導重要国策文書-689 奈良史料（１）奈良武次大将　回顧録草案　１／４ 奈良　武次

中央-戦争指導重要国策文書-690 奈良史料（２）奈良武次大将　回顧録草案　２／４ 奈良　武次

中央-戦争指導重要国策文書-691 奈良史料（３）奈良武次大将　回顧録草案　３／４ 奈良　武次

中央-戦争指導重要国策文書-692 奈良史料（４）奈良武次大将　回顧録草案　４／４ 奈良　武次

中央-戦争指導重要国策文書-694
東條英機大将言行録（広橋メモ）第１．２冊合本　１／４　昭和１６
年～１８年

（広橋メモ）東條英機

中央-戦争指導重要国策文書-696 東條英機大将言行録　広橋メモ　第３冊　２／４ （広橋メモ）東條英機

中央-戦争指導重要国策文書-698 東條英機大将言行録　広橋メモ　第４冊　３／４ （広橋メモ）東條英機

中央-戦争指導重要国策文書-700 東條英機大将言行録（広橋メモ）第５冊 （広橋メモ）東條英機

中央-戦争指導重要国策文書-704 佐藤史料（１）支那事変から開戦に至る諸問題 陸軍中将　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-706 支那事変に至る陸軍の動向をトする諸問題 陸軍中将　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-709 佐藤史料（６）佐藤賢了中将回想録（終戦の想い出） 陸軍中将　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-710 佐藤史料（７）佐藤賢了中将回想録（終戦の想い出） 陸軍中将　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-711 佐藤史料（８）佐藤賢了中将回想録（終戦の想い出） 陸軍中将　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-712 佐藤史料（９）佐藤賢了中将回想録（終戦の想い出） 陸軍中将　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-713_1 佐藤史料（１０）佐藤賢了中将回想録（終戦の思い出） 陸軍中将　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-713_2 佐藤史料（１０）大東亜戦争開戦の経緯 陸軍中将　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-714
佐藤史料（１１）佐藤賢了中将回想録　皇軍の一側面史．軍部の
苦悩

陸軍中将　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-715
佐藤史料（１２）佐藤賢了中将回想録　皇軍の一側面史、軍部の
苦悩

陸軍中将　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-716
河辺史料（１）河辺正三大将　回想録（復員に関する記録）昭３０．
１月

陸軍大将　河辺正三

中央-戦争指導重要国策文書-717 河辺史料（２）河辺正三大将　回想録（復員に関する記録）昭３０年 陸軍大将　河辺正三

中央-戦争指導重要国策文書-718
河辺史料（３）河辺正三大将　回想録（復員に関する記録）昭３０．
１月

陸軍大将　河辺正三

中央-戦争指導重要国策文書-719 河辺史料（４）河辺正三大将　回想録（復員に関する記録） 陸軍大将　河辺正三

中央-戦争指導重要国策文書-721
河辺史料（６）河辺正三大将　回想録　別冊（今後将校の活くべき
道）

陸軍大将　河辺正三

中央-戦争指導重要国策文書-722
河辺史料（７）河辺正三大将　回想録　別冊（今後将校の活くべき
道）

陸軍大将　河辺正三

中央-戦争指導重要国策文書-723
河辺史料（８）河辺正三大将　回想録　別冊（今後将校の活くべき
道）

陸軍大将　河辺正三

中央-戦争指導重要国策文書-724
河辺史料（９）河辺正三大将　回想録　別冊（今後将校の活くべき
道）

-

中央-戦争指導重要国策文書-725 河辺正三大将回想録　別冊　今後将校の活くべき道 河辺　正三

中央-戦争指導重要国策文書-743 戦場体験記録　其１～其４　序言　第１篇（降伏から帰還まで） 陸軍大将　岡村寧次

中央-戦争指導重要国策文書-744
岡村寧次大将．ウェーデマイヤ大将間　支那方面作戦に関する質
疑応答文書　昭２２．８月～９月

陸軍大将　岡村寧次

中央-戦争指導重要国策文書-745 開戦後の大東亜戦争指導　第１開戦　昭１６．１０．７～１６．１２．８ 陸軍省軍務局長　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-746 大東亜戦争指導　第２作戦指導　昭和１６．１２．８～１９．１０ 陸軍省軍務局長　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-747
開戦後の大東亜戦争指導　第３内政　昭１６．１０．７～１９．１２
中旬

陸軍省軍務局長　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-748
開戦後の大東亜戦争指導　第４　大東亜政略指導　昭１８．５．３１
～１８．１１．５

陸軍省軍務局長　佐藤賢了

中央-戦争指導重要国策文書-749 片倉史料（７５）満洲建国の回想　上篇．下篇 片倉衷　新京日満軍人会館述

中央-戦争指導重要国策文書-750 満洲建国の真義 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-751
（１）経済封鎖怖るゝに足らず(昭和６．１１）（２）満蒙新建設に対す
る住民の意嚮（昭和７．１．１３）

帝国在郷軍人会本部
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中央-戦争指導重要国策文書-752 戦争指導の理論的研究（草案） 実践学社

中央-戦争指導重要国策文書-754 中村雅郎少佐業務日誌（１）昭和１５．６．１～１６．６．１１ 中村　雅郎

中央-戦争指導重要国策文書-755 中村雅郎少佐業務日誌（２）昭和１６．６．１～１６．７．３１ 中村　雅郎

中央-戦争指導重要国策文書-756 中村雅郎少佐業務日誌（３）昭和１６．８．0１～１６．0９．１９ 中村　雅郎

中央-戦争指導重要国策文書-757 中村雅郎少佐業務日誌（４）昭和１６．９．２０～１６．１２．３ 中村　雅郎

中央-戦争指導重要国策文書-758 中村雅郎少佐業務日誌（５）昭和１６．１２．８～１７．１．２５ 中村　雅郎

中央-戦争指導重要国策文書-759 中村雅郎少佐業務日誌（６）昭和１７．１．２６～１７．４．１４ 中村　雅郎

中央-戦争指導重要国策文書-760 中村雅郎少佐業務日誌（７）昭和１７．４．１５～１７．７．１９ 中村　雅郎

中央-戦争指導重要国策文書-761 中村雅郎少佐業務日誌（８）昭和１７．７．３０～１７．１２．１１ 中村　雅郎

中央-戦争指導重要国策文書-762 中村雅郎少佐業務日誌（９）昭和１７．１２．１２～１８．７．３１ 中村　雅郎

中央-戦争指導重要国策文書-763 中村雅郎少佐業務日誌（１０）昭和１８．８．１～１８．１２ 末 中村　雅郎

中央-戦争指導重要国策文書-764
中村史料（１１）新課長（二宮大佐．赤松大佐）に対する軍務課内
情況報告　昭和１７．４．２３～１９．７．２５

陸軍省軍務課外政班

中央-戦争指導重要国策文書-765
中村史料（１２）新課長（二宮大佐．赤松大佐）に対する軍務課内
情況報告　昭和17．４．２３～１９．７．２５

陸軍省軍務課外政班

中央-戦争指導重要国策文書-766
東條内閣倒れるまでの裏面事情（小磯．米内．内閣成立）今後の
国政運営に対する陸軍としての対策

中村　雅郎

中央-戦争指導重要国策文書-767
東條内閣倒れるまでの裏面事情（小磯．米内．内閣成立）今後の
国政運営に対する陸軍としての対策

中村　雅郎

中央-戦争指導重要国策文書-768 原史料（１）米国の対日政策（第１．２輯）日米交渉の顛末（第３輯） 原　四郎

中央-戦争指導重要国策文書-769 原史料（２）関東軍兵力の増強に就て　昭和１６年夏 原　四郎

中央-戦争指導重要国策文書-770 原史料（３）開戦前の物的国力と対米英戦争決意 原　四郎

中央-戦争指導重要国策文書-771
原史料（４）満洲事変より大東亜戦争開戦に至るまでの日本の動
向概説

原　四郎

中央-戦争指導重要国策文書-772 原史料（５）塘沾停戦交渉の経緯 －

中央-戦争指導重要国策文書-773
原史料（６）満洲事変より大東亜戦争に至るまでに於ける日本の
対外国策の真相概説

原　四郎

中央-戦争指導重要国策文書-774 松井石根手記　我等の興亜理念並其運動の回顧 原　四郎

中央-戦争指導重要国策文書-775 第４節　天津英租界遮断　昭和１４年 －

中央-戦争指導重要国策文書-776 日本の戦争決意（第１章）昭和１６年７月 －

中央-戦争指導重要国策文書-777 櫛田正夫大佐日誌（参謀本部時代）１／２　昭１７．１月～１８．１月 櫛田　正夫

中央-戦争指導重要国策文書-778 櫛田正夫大佐日誌（参謀本部時代）２／２　昭１７．１月～１８．１月 櫛田　正夫

中央-戦争指導重要国策文書-779 島村矩康大佐　遺言書　昭和１９年於艦上 島村　矩康

中央-戦争指導重要国策文書-780 島村矩康日記（１１軍高級参謀時代）昭１６年 島村　矩康

中央-戦争指導重要国策文書-781 島村矩康日記（連合艦隊兼任参謀時代）昭１８～１９年 島村　矩康

中央-戦争指導重要国策文書-783 南太平洋作戦目次案の大綱　昭１９．７．７ -

中央-戦争指導重要国策文書-784 今岡史料（１）今岡豊大佐日誌　１／４分冊 今岡　豊

中央-戦争指導重要国策文書-785 今岡史料（２）今岡豊大佐日誌　２／４分冊 今岡　豊

中央-戦争指導重要国策文書-786 今岡史料（３）今岡豊大佐日誌　３／４分冊 今岡　豊

中央-戦争指導重要国策文書-787 今岡史料（４）今岡豊大佐日誌　４／４分冊 今岡　豊

中央-戦争指導重要国策文書-788 石井史料（１）石井秋穂大佐日記　其１　昭１５年 石井　秋穂

中央-戦争指導重要国策文書-789 石井史料（２）石井秋穂大佐日記　其２　昭１６年 石井　秋穂
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中央-戦争指導重要国策文書-790 石井史料（３）石井秋穂大佐日記　覚　其１ 石井　秋穂

中央-戦争指導重要国策文書-791 石井史料（４）石井秋穂大佐日記　覚　其２ 石井　秋穂

中央-戦争指導重要国策文書-794 石井史料（７）開戦に至るまでの政略指導 石井　秋穂

中央-戦争指導重要国策文書-795
石井史料（８）石井秋穂元大佐の角田順　著　「日米開戦」に関す
る所見

陸軍省軍務局軍務課　石井秋
穂

中央-戦争指導重要国策文書-796
石井史料（９）大本営大東亜戦争指導史関係　石井秋穂陸軍大佐
質疑回答綴

石井　秋穂

中央-戦争指導重要国策文書-797
石井史料（１０）石井秋穂資料　日米交渉今後の措置に関する腹
案他　昭１６．１１．１８

石井　秋穂

中央-戦争指導重要国策文書-798 石井史料（１１）石井秋穂大佐回想録 石井　秋穂

中央-戦争指導重要国策文書-799 石井史料（１２）石井秋穂大佐回想録 石井　秋穂

中央-戦争指導重要国策文書-805 井田正孝中佐　回想録（宮城事件の本質）昭３０．７
陸軍省軍事課　陸軍中佐　井田
正孝

中央-戦争指導重要国策文書-806 井田正孝中佐　回想録　昭３０．７
陸軍省軍事課　陸軍中佐　井田
正孝

中央-戦争指導重要国策文書-807 支那事変に対する帝国参謀本部の作戦計画 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-808 陸軍中将　武藤章　手記 武藤　章

中央-戦争指導重要国策文書-809 二宮義清　半生の記　其１ 陸軍大佐　二宮義清

中央-戦争指導重要国策文書-810 二宮義清　半生の記　其２ 陸軍大佐　二宮義清

中央-戦争指導重要国策文書-812 竹下正彦　機密終戦日記　昭２０．８．９～２０．８．１５
軍務課内政班長　陸軍中佐　竹
下正彦

中央-戦争指導重要国策文書-813 竹下正彦　機密終戦日記　昭２０．８．９～２０．８．１５
軍務課内政班長　陸軍中佐　竹
下正彦

中央-戦争指導重要国策文書-814 保科史料（１）私の思い出を語る　第１巻　１／２ 陸軍大佐　保科貞次

中央-戦争指導重要国策文書-815 保科史料（２）私の思い出を語る　第１巻　２／２ 陸軍大佐　保科貞次

中央-戦争指導重要国策文書-816 保科史料（３）私の思い出を語る　第２巻　１／２ 陸軍大佐　保科貞次

中央-戦争指導重要国策文書-817 保科史料（４）私の思い出を語る　第２巻　２／２ 陸軍大佐　保科貞次

中央-戦争指導重要国策文書-818 甲谷史料（１）日ソ中立条約についての告白 甲谷　悦雄

中央-戦争指導重要国策文書-819 甲谷悦雄大佐回想録　昭１７．２～１８．２ 甲谷悦雄大佐

中央-戦争指導重要国策文書-820 甲谷悦雄大佐回想録　昭１７．２～１８．２ 甲谷悦雄大佐

中央-戦争指導重要国策文書-822 甲谷悦雄大佐回想録　昭１７．２～１８．２ 甲谷悦雄大佐

中央-戦争指導重要国策文書-823 甲谷悦雄大佐回想録　昭和２９年１２月 厚生省引揚援護局

中央-戦争指導重要国策文書-824 甲谷悦雄大佐日誌　其１（４冊合本）昭１７．３．３０～１７．７．７ -

中央-戦争指導重要国策文書-825 甲谷悦雄大佐日誌　其２（７冊合本）　昭和１７．７．８～１８．１．２８ 甲谷悦雄大佐

中央-戦争指導重要国策文書-826 日支新関係調整に関する協議書類 梅機関

中央-戦争指導重要国策文書-827 中山貞武少将　随想日誌　乾岔子から蒙疆まで　昭和１２年夏秋 中山　貞武

中央-戦争指導重要国策文書-828
浅原事件に就いて　（浅原と軍部、特に石原、東條両将軍との関
係）

憲兵大佐　森安精一

中央-戦争指導重要国策文書-829 泰国関係　田村武官メモ　其１ 駐泰大使館付武官　田村浩

中央-戦争指導重要国策文書-830 泰国関係　田村武官メモ　其２　昭１７．４．１７ 駐泰大使館付武官　田村浩

中央-戦争指導重要国策文書-831 泰国関係　田村武官メモ　其３ 駐泰大使館付武官　田村浩

中央-戦争指導重要国策文書-832 日米諒解案接到の際の松岡外相の態度に就て　昭２１．３．３ 加瀬　俊一

中央-戦争指導重要国策文書-833 第３次近衛内閣交迭の顛末（外２件） 外務省

中央-戦争指導重要国策文書-834 小磯大将蘭印対策要綱 外務省



令和４年８月２日

中央-戦争指導重要国策文書-836 法廷に起つ気持　昭２１．２．２８～２１．３．１０ 徳富　蘇峯

中央-戦争指導重要国策文書-837 高田利種海軍少将口述記録 高田　利種

中央-戦争指導重要国策文書-839 日独防共協定関係備忘（有田前外務大臣手記） 有田　八郎

中央-戦争指導重要国策文書-840
昭和１６年度　大本営政府連絡会議綴　現情勢下に於て帝国海軍
の執るべき態度　昭１６．６．５

藤井中佐

中央-戦争指導重要国策文書-841 昭和１６年度　大本営政府連絡会議綴　昭２０．９．２８ 藤井中佐

中央-戦争指導重要国策文書-842 ウオルシュ．ドラウト両帥に関する外務省文書他 外務省

中央-戦争指導重要国策文書-843 日蘇国交調整要綱案（試案）昭１５．１０．３ 外務省

中央-戦争指導重要国策文書-844 満洲国関係重要参考書類聚 関東軍参謀部編纂

中央-戦争指導重要国策文書-845 支那事変関係重要記録 第１復員局法務調査部

中央-戦争指導重要国策文書-846 言い残しておくこと（開戦後の大東亜戦争指導） 佐藤賢了　講述

中央-戦争指導重要国策文書-847 満蒙新建設に対する住民の意嚮　昭７．１．１３ 陸軍省調査班

中央-戦争指導重要国策文書-848 リットン報告書　全文解剖（原稿）昭７．１１．１５ -

中央-戦争指導重要国策文書-849 開戦の真相 賀屋　興宜

中央-戦争指導重要国策文書-850
河辺史料（１３）河辺虎四郎　参謀次長日誌　１／２　昭和２０．４．
７（着任）～２０．７．２５

河辺　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-852 河辺正三参謀本部付日記（抄録）昭１９．１０．６～１９．１１．３０ 陸軍大将　河辺正三

中央-戦争指導重要国策文書-854 戦争開始の際の敵対行為に関する研究報告 -

中央-戦争指導重要国策文書-855 落花之跟　巻１～巻４（井口大将宛書簡巻物） 井口　省吾

中央-戦争指導重要国策文書-856 澤田茂中将回想録（シベリア出兵前後の思い出） 澤田　茂

中央-戦争指導重要国策文書-857 青島会議実施予定（梅機関）昭１４．４．１ 梅機関

中央-戦争指導重要国策文書-858 ５．１５事件公判に現はれた軍人と政治問題に就て -

中央-戦争指導重要国策文書-861 仏印問題経緯　其１　１／８ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-862 仏印問題経緯　其１　２／８ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-863 仏印問題経緯　其１　３／８ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-864 仏印問題経緯　其１　４／８ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-865 仏印問題経緯　其１　５／８ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-866 仏印問題経緯　其１　６／８ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-867 仏印問題経緯　其１　７／８ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-868 仏印問題経緯　其１　８／８ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-869 仏印問題経緯　其２　１／６　昭１５．７．１～１５．８．２０ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-870 仏印問題経緯　其２　２／６ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-871 仏印問題経緯　其２　３／６　昭１５．９．３～１５．９．１０ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-872 仏印問題経緯　其２　４／６　昭１５．９．１１～１５．９．２０ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-873 仏印問題経緯　其２　５／６　昭１５．９．２１～１５．９．２４ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-874 仏印問題経緯　其２　６／６　昭１５．９．２５～１５．９．３０ 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-875 特情報及び仏印問題経緯表　其の２（７） 軍令部

中央-戦争指導重要国策文書-876
柳沢大佐　巡遣任務報告（現地交渉関係電報）其の２（８）昭１５．
８．２８～１５．９．５

柳沢大佐



令和４年８月２日

中央-戦争指導重要国策文書-877 仏印進駐と日仏印協定　昭１５．６．２３ -

中央-戦争指導重要国策文書-878 仏印進駐の真相　昭１５．９．２３ 第１幕僚監部　中村明人

中央-戦争指導重要国策文書-883 防共協定強化問題 外務文書

中央-戦争指導重要国策文書-884 日独間に於ける交渉経緯 海野　芳郎

中央-戦争指導重要国策文書-885 日独防共協定関係備志 （外相）有田八郎

中央-戦争指導重要国策文書-886 三国同盟関係外交文書 外務省

中央-戦争指導重要国策文書-887 三国同盟に関する榎本書記官意見書 フーバー図書館

中央-戦争指導重要国策文書-888 三国同盟交渉資料　昭１４．６．１６～１４．９．１０ 外務省

中央-戦争指導重要国策文書-889 日独伊協定問題経緯　１／７ -

中央-戦争指導重要国策文書-890 日独伊協定問題経緯　２／７ -

中央-戦争指導重要国策文書-891 日独伊協定問題経緯　３／７ -

中央-戦争指導重要国策文書-892 日独伊協定問題経緯　４／７ -

中央-戦争指導重要国策文書-893 日独伊協定問題経緯　５／７ -

中央-戦争指導重要国策文書-894 日独伊協定問題経緯　６／７ -

中央-戦争指導重要国策文書-895 日独伊協定問題経緯　７／７ -

中央-戦争指導重要国策文書-896 日独伊三国協定問題の経緯 陸軍省印刷

中央-戦争指導重要国策文書-897 日独伊三国協定問題の経緯 陸軍省印刷

中央-戦争指導重要国策文書-898 日独伊同盟條約締結要録　１／３ 顧問　斉藤良衛

中央-戦争指導重要国策文書-899 日独伊同盟條約締結要録　２／３ 顧問　斉藤良衛

中央-戦争指導重要国策文書-900 日独伊同盟條約締結要録　３／３ 顧問　斉藤良衛

中央-戦争指導重要国策文書-901 日独伊三国同盟回顧　昭２６．８月
外務大臣官房文書　斉藤良衛
博士稿

中央-戦争指導重要国策文書-902 三国同盟条約関係１件 -

中央-戦争指導重要国策文書-903 三国条約枢密院　審査委員会摘録（阿部事務局長手記） -

中央-戦争指導重要国策文書-904 日独伊提携強化に関する陸海外協議議事録 -

中央-戦争指導重要国策文書-905 日独伊三国協定問題の経緯　昭１６．１．２９ フーバー図書館

中央-戦争指導重要国策文書-906 飯村穰中将日記　写
連合国最高司令官総司令部（Ｇ
ＨＱ）　歴史課作製

中央-戦争指導重要国策文書-907 大本営関係記念写真　昭１３．１０～１４．３ 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-908 支那事変関係重要記録綴 外務省

中央-戦争指導重要国策文書-909 櫛田正夫大佐業務日誌　昭１４．１２～１６．１２ 櫛田　正夫

中央-戦争指導重要国策文書-912 中村明人中将回想録　仏印進駐の真相　１／５ 中村　明人

中央-戦争指導重要国策文書-913 中村明人中将回想録　仏印進駐の真相　２／５　昭１５．９．２３ 第１幕僚監部

中央-戦争指導重要国策文書-914 中村明人中将回想録　仏印進駐の真相　３／５ 第１幕僚監部

中央-戦争指導重要国策文書-915 中村明人中将回想録　仏印進駐の真相　４／５ 第１幕僚監部

中央-戦争指導重要国策文書-916 中村明人中将回想録　仏印進駐の真相　５／５ 第１幕僚監部

中央-戦争指導重要国策文書-917 中村明人中将回想録　仏印進駐の真相 第１幕僚監部

中央-戦争指導重要国策文書-918
総力戦研究所史料　昭和１７年度　基磯研究資料　第４回第１週
～第３週作業

総力戦研究所



令和４年８月２日

中央-戦争指導重要国策文書-919 思想防衛に就て　昭１４．４月 国防研究室

中央-戦争指導重要国策文書-920 総力戦原理（１）昭１３．１１．７ 国防研究室

中央-戦争指導重要国策文書-921 総力戦原理（２）昭１３．１１．２２ 国防研究室

中央-戦争指導重要国策文書-922 総力戦原理（３）昭１３．１２．２６ 国防研究室

中央-戦争指導重要国策文書-923 総力戦原理（４）昭１４．３ 国防研究室

中央-戦争指導重要国策文書-924 総力戦原理（５）昭１４．３ 国防研究室

中央-戦争指導重要国策文書-925 大東亜共栄圏建設対策（上篇）未定稿 国策研究会事務局

中央-戦争指導重要国策文書-926 大東亜共栄圏建設対策（中篇）未定稿 国策研究会事務局

中央-戦争指導重要国策文書-928 昭和２０年度　最高戦争指導会議関係綴　其１（抜萃）昭２０．６．８ 参謀総長

中央-戦争指導重要国策文書-929 昭和２０年度　最高戦争指導会議関係綴　其２（抜萃）昭２０．６．８ 参謀総長

中央-戦争指導重要国策文書-930 衆議院における国策完遂に関する決議　昭１６．１１．１８ -

中央-戦争指導重要国策文書-931 大東亜戦争史編纂資料　収集一覧表　昭１５年～１７年５月 参謀本部第４部

中央-戦争指導重要国策文書-934 大東亜戦争指導史目次要項　３／５ 第１復員局史実部調製

中央-戦争指導重要国策文書-935 大東亜戦争指導史目次要項　４／５ 稲葉事務官

中央-戦争指導重要国策文書-937 大東亜戦争指導史目次要項 戦史室　陸上自衛隊幹部学校

中央-戦争指導重要国策文書-938
第６篇第２章　昭和１９年３月に初頭頃に於ける　大本営陸軍部内
の戦争指導構想

-

中央-戦争指導重要国策文書-939 占領統治及戦後建設に関する各別特質 堀場　一夫

中央-戦争指導重要国策文書-940 大東亜戦争の決意と陸軍情報機関の責任　昭２５．５．２０ 石井　正美

中央-戦争指導重要国策文書-941 政治外交部会調査項目要領案 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-942 戦争指導関係資料　連絡会議に就て 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-943 大本営本土決戦準備 第１復員局　藤原氏

中央-戦争指導重要国策文書-944 国防国策 -

中央-戦争指導重要国策文書-945 大東亜戦争に於ける日泰関係 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-946 政治外交部会調査項目要領案 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-947 第１０篇　第６章　ポツダム宣言 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-948
現地事変処理に資するための現下の東亜情勢判断　昭１５．６．２
３

支那総軍参謀部

中央-戦争指導重要国策文書-949 鈴木内閣の成立　１／３ 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-950 鈴木内閣の成立　２／３ 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-951 鈴木内閣の成立　３／３ 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-953 第２部会調査項目案 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-954 第１０篇　第５章　天皇の終戦意図　昭２０年 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-956
ハル国務長官の１１月２６日の通告を受諾する場合日本が三流国
に堕すべしとの論義の経済面よりする実証（未定稿．試案）

第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-957 昭和２１年春頃を目途とする情勢判断　１／７
大本営陸軍部　歴史課日本班
復写

中央-戦争指導重要国策文書-958 昭和２１年春頃を目途とする情勢判断　２／７
大本営陸軍部　歴史課日本班
復写

中央-戦争指導重要国策文書-959 昭和２１年春頃を目途とする情勢判断　３／７
大本営陸軍部　歴史課日本班
復写

中央-戦争指導重要国策文書-960 昭和２１年春頃を目途とする情勢判断　４／７
大本営陸軍部　歴史課日本班
復写
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中央-戦争指導重要国策文書-961 昭和２１年春頃を目途とする情勢判断　５／７
大本営陸軍部　歴史課日本班
復写

中央-戦争指導重要国策文書-962 昭和２１年春頃を目途とする情勢判断　６／７
大本営陸軍部　歴史課日本班
復写

中央-戦争指導重要国策文書-963 昭和２１年春頃を目途とする情勢判断　７／７ 大本営陸軍部

中央-戦争指導重要国策文書-964
軍命令及情勢判断　原文又は写提出要求の件回答　昭１６．１１．
１５～２０．１．２７

大本営陸軍部　海軍部

中央-戦争指導重要国策文書-965 戦争指導上の諸問題 -

中央-戦争指導重要国策文書-966 東亜情勢判断と言うべき戦略態勢の準拠 総軍参謀部

中央-戦争指導重要国策文書-967 軍事占領と日本の民主主義（朝日新聞切抜） 大熊　信行

中央-戦争指導重要国策文書-968 小林一三氏報告（写） 蘭印特派使節　小林一三

中央-戦争指導重要国策文書-969 日蘇国交調整要綱案（試案） 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-970 対支重要国策綴　昭１７．１～１８．９ 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-971 支那事変戦争指導関係資料　大本営陸軍部の部（一部欠） 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-974 対支情勢判断 第１復員局資料課

中央-戦争指導重要国策文書-975 蒋介石に与うるの書（原稿）昭１５．８．２０ 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-976 日支事変勃発前後の経緯　昭２１．５ 柴山兼四郎　記述

中央-戦争指導重要国策文書-977 冀東防共自治政府に就て 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-978 冀東防共自治政府に就て　昭１１．１１月 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-979 冀東防共自治政府に就て　昭１２年 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-981 白井文忠業務手簿　其１　昭１９．７．１９～１９．１０．１０ 陸軍少佐　白井文忠

中央-戦争指導重要国策文書-982 白井文忠業務手簿　其２　昭１９．１０．１０～２０．１．５ 陸軍少佐　白井文忠

中央-戦争指導重要国策文書-983 白井文忠業務手簿　其３　昭２０．１．５ 陸軍少佐　白井文忠

中央-戦争指導重要国策文書-984 白井文忠業務手簿　其４　昭２０．４．２０～２０．５．３０ 陸軍少佐　白井文忠

中央-戦争指導重要国策文書-985 絶対国防圏の作戦　昭１９．２月 陸軍少佐　白井文忠

中央-戦争指導重要国策文書-986
大東亜問題総括案第３号　大東亜共栄圏建設対策　下篇（未定
稿）

国策研究会事務局

中央-戦争指導重要国策文書-987 主要将校達の敗戦に関する感想筆記 石井　正美

中央-戦争指導重要国策文書-988 石井正美少将回想録（派遣軍司令官と中央との対立） 石井　正美

中央-戦争指導重要国策文書-989_2 占領地行政に関する決定綴　昭１６．１１～１８．３
参謀本部第２０班第１５課　大本
営

中央-戦争指導重要国策文書-990
連合国戦争指導概史　前編別冊　ルーズヴェルト大統領主要演説
集（開戦迄の部）

-

中央-戦争指導重要国策文書-991
蒋介石の親日発言（昭１１年）汪委員長対日方針演説（昭１０．２
月）張鼓峰事件新聞資料（昭１３年）

蒋介石

中央-戦争指導重要国策文書-992
蒋介石の親日発言（昭１１年）汪委員長対日方針演説（昭１０．２
月）張鼓峰事件新聞資料（昭１３年）

-

中央-戦争指導重要国策文書-993 中支社会事業施設要覧　昭１３．１２　末現在 特務機関本部

中央-戦争指導重要国策文書-994 昭和１５年　重慶との交渉 陸軍中将　石井秋穂

中央-戦争指導重要国策文書-995 蒋政権各地区人文（各国勢力）図 -

中央-戦争指導重要国策文書-996 対支情勢判断 第１復員局　資料課

中央-戦争指導重要国策文書-997 陸軍省　軍務課在職当時に於ける主要事項に関する私記 -

中央-戦争指導重要国策文書-998 日本戦争経済秘史　「エコノミスト」　連載　昭和２６．１．１～８．１１ 田中　申一

中央-戦争指導重要国策文書-999 生産機構より見たる濠洲及新西蘭の抗戦力　昭１７．１月 陸軍省主計課別班
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中央-戦争指導重要国策文書-1000 貿易及配給機構より見たる英国の抗戦力　昭１７．１月 陸軍省主計課別班

中央-戦争指導重要国策文書-1001 戦時下の濠洲　昭１８．１０月 政務局第５課

中央-戦争指導重要国策文書-1002
故　マーシャル元帥の第２次大戦秘話（読売新聞　昭３４．９号）朝
刊切抜

読売新聞

中央-戦争指導重要国策文書-1003 昭和２０年２月頃における対ソ作戦準備 水町　勝城

中央-戦争指導重要国策文書-1004 対ソ交渉に関する秘密討議 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-1005 国防史論　昭２８．７．４ 服部卓四郎講

中央-戦争指導重要国策文書-1006 松岡洋右に関する清瀬一郎氏宛大橋忠一書簡 大橋　忠一

中央-戦争指導重要国策文書-1007 カイテルヨードルの職能　及　権限に関する大島浩氏書簡 大島　浩

中央-戦争指導重要国策文書-1008 抬頭せる日貨排斤原稿（改造１１月号） 改造

中央-戦争指導重要国策文書-1009 内外法政研究会記事 内外法政研

中央-戦争指導重要国策文書-1010 米国に対するソ連の具体的動きについて 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-1012
在支接収敵性権益と国民政府との調整に関する件　昭和１７～昭
和１８

-

中央-戦争指導重要国策文書-1013 帝国が最悪事態に陥たる際の戦争指導要綱 石原　莞爾

中央-戦争指導重要国策文書-1014 マッカーサー元帥の戦略に関する意見　昭和２２．１２ 宮崎　周一

中央-戦争指導重要国策文書-1016 須藤栄之助中将回想　付．杉山元帥遺書写 須藤　栄之助

中央-戦争指導重要国策文書-1017 敗戦原因に関する所見 陸軍中将　石原莞爾談

中央-戦争指導重要国策文書-1018 篠塚中将遺稿　敗戦の原因 篠塚　義雄

中央-戦争指導重要国策文書-1019 篠塚中将遺稿　敗戦の原因 篠塚　義雄

中央-戦争指導重要国策文書-1020 支那事変に対する帝国参謀本部の作戦計画 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-1021 日米了解案 国会図書館　角田順

中央-戦争指導重要国策文書-1022 木戸日記　昭１６年 木戸

中央-戦争指導重要国策文書-1023 石井秋穂大佐覚　其３　昭１５．１１～１７．３ 石井　秋穂

中央-戦争指導重要国策文書-1024 日独伊三国協定問題の経緯 陸軍省印刷

中央-戦争指導重要国策文書-1025 林銑十郎将軍述　片々録 林　銑十郎

中央-戦争指導重要国策文書-1026
マイクロフィルムにした明治１年より　昭和２０年に至る日本陸海軍
及び　他官庁の一部記録索引表　ワシントン１９５９

ジョン．ヤン編　ジョージタウン大
学出版局

中央-戦争指導重要国策文書-1029
マッキー将軍回答（１）ドイツ人造石油最高生産高（２）独ソ開戦決
定時期

マッキー将軍

中央-戦争指導重要国策文書-1030 １９４１年４月９日　日米私的個人を通じて　国務省に提出された案 新見政一訳

中央-戦争指導重要国策文書-1031 昭和１５年１２月１４日　ウオルシュ．ドラウト案 新見政一訳

中央-戦争指導重要国策文書-1032 昭和１５年１２月１４　ウオルシュ．ドラウト案 角田順訳

中央-戦争指導重要国策文書-1033 日米諒解案（写本） 角田順訳

中央-戦争指導重要国策文書-1034 佐々木史料　満洲国関係２３件　１／５分冊 佐々木　到一

中央-戦争指導重要国策文書-1035 佐々木史料　満洲国関係２３件　２／５分冊 佐々木　到一

中央-戦争指導重要国策文書-1036 佐々木史料　満洲国関係２３件　３／５分冊 佐々木　到一

中央-戦争指導重要国策文書-1037 佐々木史料　満洲国関係２３件　４／５分冊 佐々木　到一

中央-戦争指導重要国策文書-1038 佐々木史料　満洲国関係２３件　５／５分冊 佐々木　到一

中央-戦争指導重要国策文書-1039 岡田菊三郎氏口供書　昭２２．３．１ 岡田　菊三郎
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中央-戦争指導重要国策文書-1040 思想戦概論 内閣情報部長　横溝光暉

中央-戦争指導重要国策文書-1042 国土防空方策に関する研究 第１復員局

中央-戦争指導重要国策文書-1043
戦争遂行上　軍需生産の為、政府及陸軍の採りたる　戦争経済施
策の具体的経緯と其の影響　昭２１．２．７

-

中央-戦争指導重要国策文書-1044 軍需品製造工業　５年計画要綱 陸軍省

中央-戦争指導重要国策文書-1044_2 軍需品製造工業５年計画要綱　昭和１２．６．２３ 陸軍省

中央-戦争指導重要国策文書-1045_1 総力戦研究所史料　重要産業拡充計画策定経緯 陸軍省　総力戦研究所（複製）

中央-戦争指導重要国策文書-1046 神田正種中将回想録（鴨緑江） 神田　正種

中央-戦争指導重要国策文書-1048_1 柳條湖事件 陸軍大尉　川島正

中央-戦争指導重要国策文書-1048_2 満洲事変勃発と北大営の戦闘 陸軍大尉　川島正

中央-戦争指導重要国策文書-1049 満洲国軍建軍秘史　前編分冊　其１　昭１８．５．３　脱稿 佐々木　到一

中央-戦争指導重要国策文書-1050 満洲国軍建軍秘史　指導編分冊　其２ 佐々木　到一

中央-戦争指導重要国策文書-1051 満洲国軍建軍秘史　指導編分冊　其３　昭１８．５．３脱稿 佐々木　到一

中央-戦争指導重要国策文書-1052 満洲国軍建軍秘史　治安編分冊　其４　昭１８．５．３脱稿 佐々木　到一

中央-戦争指導重要国策文書-1053 満洲国軍建軍秘史　附録（浜田石丸欠右別冊） 佐々木　到一

中央-戦争指導重要国策文書-1054 満洲帝国協和会史料　協和会史資料集　第１集 満洲帝国　協和会中央本部

中央-戦争指導重要国策文書-1055 満洲帝国協和会史料　協和会史資料集　第２集　康徳７．７月 満洲帝国　協和会中央本部

中央-戦争指導重要国策文書-1056 満洲帝国協和会史料　協和会史資料集　発会式関係　第３集 満洲帝国　協和会中央本部

中央-戦争指導重要国策文書-1057
満洲帝国協和会史料　協和会史資料集　第４集　中央事務局新
京移転前後

満洲帝国　協和会中央本部

中央-戦争指導重要国策文書-1058 満洲帝国協和会史料　協和会史資料集　第５集　帝制實施前後 満洲帝国　協和会中央本部

中央-戦争指導重要国策文書-1062 日独伊３国条約　御前会議議事録　昭和１５．９．１９ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1064 支那事変処理要綱　御前会議議事録　昭和１５．１１．１３ 参謀本部（第２０班　第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1066
情勢の推移に伴う帝国国策要綱　御前会議議事録　昭和１６．７．
２

参謀本部．第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1066_2
情勢の推移に伴う帝国国策要綱　御前会議議事録　昭和１６．７．
２

参謀本部．第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1068 帝国国策遂行要領　御前会議議事録　昭和１６．９．６ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1070 帝国国策遂行要領　其の１　御前会議議事録　昭和１６．１１．５ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1071 帝国国策遂行要領　其の２　御前会議議事録　昭和１６．１１．５ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1073 対米英蘭開戦の件　御前会議議事録　昭和１６．１２．１ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1075
当面の戦争指導上作戦と物的国力との調整並に国力の維持増進
に関する件　御前会議議事録　其１　昭和１７．１２．１０

参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1076
当面の戦争指導上作戦と物的国力との調整並に国力の維持増進
に関する件　御前会議議事録　其２　昭和１７．１２．１０

参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1078
大東亜戦争完遂の為の対支処理根本方針　御前会議議事録　昭
和１７．１２．２１

参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1080 御前会議議事録　大東亜政略指導大綱　昭和１８．５．３１ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1082
御前会議議事録　今後採るべき戦争指導の大綱　昭和１８．９．３
０

参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1084
今後採るべき戦争指導の大綱　御前会議議事録　昭和１９．８．１
９

参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1085
今後採るべき戦争指導の大綱　御前会議議事録　昭和１９．８．１
９

参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1087
今後採るべき戦争指導の基本大綱　御前会議議事録　昭和２０．
６．８

参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1089
世界情勢の推移に伴う時局処理要綱　連絡会議議事録　昭１５．
７．２７

参謀本部（第２０班　第１５課）
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中央-戦争指導重要国策文書-1091 対仏印泰施策要綱　連絡会議議事録　昭和１６．１．３０ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1093 南方施策促進に関する件　連絡会議議事録　昭和１６．６．２５ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1095 今後採るべき戦争指導の大綱　連絡会議議事録　昭和１７．３．７ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1097
軍事参議院参議会議事録　帝国国策遂行要領中国防用兵に関す
る件　昭和１６．１１．４

参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1099
大本営政府連絡会議決定綴　其の１（第２．３次近衛内閣時代）昭
和１５．７～１６．９

-

中央-戦争指導重要国策文書-1100
大本営政府連絡会議決定綴　其の２（東條内閣時代）昭和１６．１
０～１６．１２

-

中央-戦争指導重要国策文書-1102
大本営政府連絡会議決定綴　其の３（東條内閣時代）昭和１６．１
２～１７．３

参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1103
大本営政府連絡会議決定綴　其の４（東條内閣時代）昭和１７．１
３～１７．７

参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1105
大本営政府連絡会議決定綴　其の５（東條内閣時代）昭和１７．８
～１８．１

参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1107
大本営政府連絡会議決定綴　其の６（東條内閣時代）昭和１８．１
～１８．４

参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1108
大本営政府連絡会議決定綴　其の７（東條内閣時代）昭和１８．４
～１８．９

参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1110
大本営政府連絡会議決定綴　其の８（東條内閣時代）昭和１８．９
～１９．１

参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1111
大本営政府連絡会議　最高戦争指導会議｝決定綴　其の９　東條
内閣．小磯内閣時代　昭和１９．１～１９．８

参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1114
最高戦争指導会議義定綴　其の１（小磯内閣時代）重要国策決定
綴　其の６　昭和１９．８～１９．９

参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1115
重要国策決定綴　其の６　最高戦争指導会議義定綴　其の２（小
磯内閣時代）昭和１９．９～２０．３

参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1117
重要国策決定綴　其の７　最高戦争指導会議決定綴　其の３（鈴
木内閣時代）昭和２０．４～２０．８

参謀本部第２０班（第１５課及び
第１２課）

中央-戦争指導重要国策文書-1118
重要国策決定綴　巻１　大本営政府連絡会議々事録　其の１　其
の２と同じである　昭和１５．７～１６．１２

厚生省引揚援護局

中央-戦争指導重要国策文書-1119 重要国策決定綴　巻１　昭１５．７～１６．１２
第１復員局　厚生省引揚援護局
（複製）

中央-戦争指導重要国策文書-1120 重要国策決定綴　巻１　昭１５．７～１６．１２
第１復員局　厚生省引揚援護局
（複製）

中央-戦争指導重要国策文書-1121 重要国策決定綴　巻１　昭１５．７～１６．１２
第１復員局　厚生省引揚援護局
（複製）

中央-戦争指導重要国策文書-1122 重要国策決定綴　巻１　昭１５．７～１６．１２
第１復員局　厚生省引揚援護局
（複製）

中央-戦争指導重要国策文書-1123 重要国策決定綴　巻２　昭１６．１２～１７．７
第１復員局　厚生省引揚援護局
（複製）

中央-戦争指導重要国策文書-1124 重要国策決定綴　巻２　昭１６．１２～１７．７
第１復員局　厚生省引揚援護局
（複製）

中央-戦争指導重要国策文書-1125 重要国策決定綴　巻２　昭１６．１２～１７．７
第１復員局　厚生省引揚援護局
（複製）

中央-戦争指導重要国策文書-1126 重要国策決定綴　巻２　昭１６．１２～１７．７
第１復員局　厚生省引揚援護局
（複製）

中央-戦争指導重要国策文書-1127 重要国策決定綴　巻２　昭１６．１２～１７．７
第１復員局　厚生省引揚援護局
（複製）

中央-戦争指導重要国策文書-1129 大本営政府連絡会議議事録　１／６　昭和１５．１１～１６．６ 参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1130 大本営政府連絡会議議事録　２／６　昭和１６．６～１６．１０ 参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1132 大本営政府連絡会議議事録　３／６　昭和１６．１０～１６．１２ 参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1134 大本営政府連絡会議議事録　４／６　昭和１７．１～１７．５ 参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1135 大本営政府連絡会議議事録　５／６　昭和１７．５～１８．１ 参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1137 大本営政府連絡会議議事録　６／６　昭和１８．２～１９．３ 参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1139 日独伊３国条約関係綴　昭和１５．９～２０．４ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1141 大東亜戦争中期　対支重要決定綴　昭和１７．１２～２０．３ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1143 日本国「フィリピン」国間　軍事秘密協定（和本）昭和１８．１０．２０ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1144_2 日本国「フィリピン」国間　軍事秘密協定（英文）昭和１８．１０．２０ 参謀本部第２０班（第１５課）
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中央-戦争指導重要国策文書-1146 大東亜戦争　宣戦詔書草稿綴（写） 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1148 参謀総長上奏時　御下問奉答綴　昭和１５．１１～１６．１１ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1151
大東亜戦争末期に於ける　戦争指導機構強化問題に関する綴
昭和２０．２～２０．４

参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1153 大東亜戦争戦争指導関係綴（一般の部）昭和１８年 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1155 昭和１９年　大東亜戦争　戦争指導関係綴　一般の部 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1157 昭和２０年　大東亜戦争　戦争指導関係綴　一般の部 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1159
昭和１９年　大東亜戦争　戦争指導関係綴　内政経済の部　其１
の１

参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1160
昭和１９年　大東亜戦争　戦争指導関係綴　内政経済の部　其１
の２

参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1162 昭和１９年　大東亜戦争　戦争指導関係綴　内政経済の部　其２ 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1164 昭和２０年　大東亜戦　戦争指導関係綴　内政経済の部　其１ 参謀本部第２０班　第１５課

中央-戦争指導重要国策文書-1166 大東亜戦争　戦争指導関係綴（内政経済の部）其２　昭和２０年 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1167_2 機密戦争日誌　其１　昭和１５年６月１日～１５年１０月１０日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1167_3 機密戦争日誌　其１　昭和１５年６月１日　昭和１５年１０月１０日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1167_4 機密戦争日誌　其１　昭和１５年６月１日　昭和１５年１０月１０日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1169_2 機密戦争日誌　其２　昭和１５年１０月１８日～１６年４月１７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1169_3 機密戦争日誌　其２　昭和１５年１０月１８日　昭和１６年４月１７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1169_4 機密戦争日誌　其２　昭和１５年１０月１５日　昭和１６年４月１７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1171_2 機密戦争日誌　其３　昭和１６年４月１８日～１６年１２月７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1171_3 機密戦争日誌　其３　昭和１６年４月１８日　昭和１６年１２月７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1171_4 機密戦争日誌　其３　昭和１６年４月１８日　昭和１６年１２月７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1174_2 機密戦争日誌　其４　昭和１６年１２月８日～１７年１２月７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1174_3 機密戦争日誌　其４　昭和１６年１２月８日　昭和１７年１２月７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1174_4 機密戦争日誌　其４　昭和１６年１２月８日　昭和１７年１２月７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1179_2 機密戦争日誌　其５　昭和１７年１２月８日～１８年５月３１日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1179_3 機密戦争日誌　其５　昭和１７年１２月８日　昭和１８年５月３１日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1179_4 機密戦争日誌　其５　昭和１７年１２月８日　昭和１８年５月３１日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1183_2 機密戦争日誌　其６　昭和１８年６月１日～１８年１２月７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1183_3 機密戦争日誌　其６　昭和１８年６月１日　昭和１８年１２月７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1183_4 機密戦争日誌　其６　昭和１８年６月１日　昭和１８年１２月７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1185_2 機密戦争日誌　其７　昭和１８年１２月８日～１９年５月２０日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1185_3 機密戦争日誌　其７　昭和１８年１２月８日　昭和１９年５月２０日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1185_4 機密戦争日誌　其７　昭和１８年１２月８日　昭和１９年５月２０日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1188_2 機密戦争日誌　其８　昭和１９年５月２１日～１９年１２月７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1188_3 機密戦争日誌　其８　昭和１９年５月２１日　昭和１９年１２月７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1188_4 機密戦争日誌　其８　昭和１９年５月２１日　昭和１９年１２月７日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1190_2 機密戦争日誌　其９　昭和１９年１２月８日～２０年４月２３日 参謀本部第２０班（第１５課）
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中央-戦争指導重要国策文書-1190_3 機密戦争日誌　其９　昭和１９年１２月８日　昭和２０年４月２３日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1190_4 機密戦争日誌　其９　昭和１９年１２月８日　昭和２０年４月２３日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1193_2 機密戦争日誌　其１０　昭和２０年４月２３日　昭和２０年８月１日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1193_3 機密戦争日誌　其１０　昭和２０年４月２３日　昭和２０年８月１日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1193_4 機密戦争日誌　其１０　昭和２０年４月２３日　昭和２０年８月１日 参謀本部第２０班（第１５課）

中央-戦争指導重要国策文書-1195 最高戦争指導会議に関する綴　其１　昭和１９．８．４～２０．４．１６ 参謀総長

中央-戦争指導重要国策文書-1196 最高戦争指導会議に関する綴　其２　昭和２０．４．１６～９．２ 参謀総長

中央-戦争指導重要国策文書-1197 大本営に関する書類　昭和１２．１１．４～２０．３．１６ 参謀本部第３課長

中央-戦争指導重要国策文書-1198 大本営に関する綴　昭和１２～１９ 陸軍省軍事課

中央-戦争指導重要国策文書-1199 大本営編制　及　勤務令に関する綴　１／２　明治２９～３７ 参謀本部第１課

中央-戦争指導重要国策文書-1200
大本営編制　及　勤務令に関する綴　２／２　明治３６．１１～昭２．
２

参謀本部第１課

中央-戦争指導重要国策文書-1201 石原史料　御進講　欧洲に於ける戦争発達史（其２） -

中央-戦争指導重要国策文書-1202
石原史料　御進講　欧洲に於ける戦争発達史　付図．ナポレオン
戦史　付図前編

-

中央-戦争指導重要国策文書-1203
石原史料　御進講　欧洲に於ける戦争発達史　別冊付録ナポレオ
ン写真集

-

中央-戦争指導重要国策文書-1204
石原史料　御進講　欧洲に於ける戦争発達史　付録　フリードリヒ
大王写真集

-

中央-戦争指導重要国策文書-1205 河辺虎四郎参謀次長日誌　１／２分冊　昭２０．４．７～２０．７．２５ 河辺　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-1206 河辺虎四郎参謀次長日誌　２／２分冊　昭２０．７．２６～２０．９．２ 河辺　虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-1217 開戦に直接関係ある重要国策決定文書 -

中央-戦争指導重要国策文書-1223 粛軍に関する意見書　昭和１０．７．１１
陸軍歩兵大尉　村中孝次・陸軍
１等主計　磯部淺一

中央-戦争指導重要国策文書-1224 世界情勢判断　昭和１９．８ -

中央-戦争指導重要国策文書-1225 香月清司中将回想録　４／５　昭和１５．１．１６ 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-1226 石原莞爾中将回想録　５／５　昭和１４．９．１２ 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-1228 橋本群中将回想録　５／５　昭和１４．１０ 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-1230 Ａ近衛史料　２　自筆手記類　２分冊の１ -

中央-戦争指導重要国策文書-1231 Ａ近衛史料　３　自筆手記類　２分冊の２ -

中央-戦争指導重要国策文書-1232 Ｂ近衛史料　４　手記類　５分冊の１ -

中央-戦争指導重要国策文書-1233 Ｂ近衛史料　５　手記類　５分冊の２ -

中央-戦争指導重要国策文書-1234 Ｂ近衛史料　６　手記類　５分冊の３ -

中央-戦争指導重要国策文書-1235 Ｂ近衛史料　７　手記類　５分冊の４ -

中央-戦争指導重要国策文書-1236 Ｂ近衛史料　８　手記類　５分冊の５ -

中央-戦争指導重要国策文書-1237 Ｃ近衛史料　９　支那事変　１２分冊の１ -

中央-戦争指導重要国策文書-1238 Ｃ近衛史料　１０　支那事変　１２分冊の２ -

中央-戦争指導重要国策文書-1239 Ｃ近衛史料　１１　支那事変　１２分冊の３ -

中央-戦争指導重要国策文書-1240 Ｃ近衛史料　１２　支那事変　１２分冊の４ -

中央-戦争指導重要国策文書-1241 Ｃ近衛史料　１４　支那事変　１２分冊の６ -

中央-戦争指導重要国策文書-1242 Ｃ近衛史料　１５　支那事変　１２分冊の７ -
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中央-戦争指導重要国策文書-1243 Ｃ近衛史料　１６　支那事変　１２分冊の８ -

中央-戦争指導重要国策文書-1244 Ｃ近衛史料　１７　支那事変　１２分冊の９ -

中央-戦争指導重要国策文書-1245 Ｃ近衛史料　１８　支那事変　１２分冊の１０ -

中央-戦争指導重要国策文書-1246 Ｃ近衛史料　１９　支那事変　１２分冊の１１ -

中央-戦争指導重要国策文書-1247 Ｃ近衛史料　２０　支那事変　１２分冊の１２ -

中央-戦争指導重要国策文書-1248 Ｄ近衛史料　２８　日独伊関係　３分冊の１ -

中央-戦争指導重要国策文書-1249 Ｄ近衛史料　２９　日独伊関係　３分冊の２ -

中央-戦争指導重要国策文書-1250 Ｄ近衛史料　３０　日独伊関係　３分冊の３ -

中央-戦争指導重要国策文書-1251 Ｅ近衛史料　３１　日ソ関係　１分冊の１ -

中央-戦争指導重要国策文書-1252 Ｆ近衛史料　３２　第２次及第３次内閣　５分冊の１ -

中央-戦争指導重要国策文書-1253 Ｆ近衛史料　３３　第２次及第３次内閣　５分冊の２ -

中央-戦争指導重要国策文書-1254 Ｆ近衛史料　３４　第２次及第３次内閣　５分冊の３ -

中央-戦争指導重要国策文書-1255 Ｆ近衛史料　３５　第２次及第３次内閣　５分冊の４ -

中央-戦争指導重要国策文書-1256 Ｆ近衛史料　３６　第２次及第３次内閣　５分冊の５ -

中央-戦争指導重要国策文書-1257 Ｇ近衛史料　３７　南方進出関係　１分冊 -

中央-戦争指導重要国策文書-1258 Ｈ近衛史料　３８　日本関係　５分冊の１ -

中央-戦争指導重要国策文書-1259 Ｈ近衛史料　３９　日本関係　５分冊の２ -

中央-戦争指導重要国策文書-1260 Ｈ近衛史料　４０　日本関係　５分冊の３ -

中央-戦争指導重要国策文書-1261 Ｈ近衛史料　４１　日本関係　５分冊の４ -

中央-戦争指導重要国策文書-1262 Ｈ近衛史料　４２　日本関係　５分冊の５ -

中央-戦争指導重要国策文書-1263 Ｉ近衛史料　４３　終戦関係　４分冊の１ -

中央-戦争指導重要国策文書-1264 Ｉ近衛史料　４４　終戦関係　４分冊の２ -

中央-戦争指導重要国策文書-1265 Ｉ近衛史料　４５　終戦関係　４分冊の３ -

中央-戦争指導重要国策文書-1266 Ｉ近衛史料　４６　終戦関係　４分冊の４ -

中央-戦争指導重要国策文書-1267 Ｊ近衛史料　４７　大赦並びに諸事件関係　２分冊の１ -

中央-戦争指導重要国策文書-1268 Ｊ近衛史料　４８　大赦並びに諸事件関係　２分冊の２ -

中央-戦争指導重要国策文書-1269 Ｎ近衛史料　５８　雑件　３分冊の１ -

中央-戦争指導重要国策文書-1270 Ｎ近衛史料　５９　雑件　３分冊の２ -

中央-戦争指導重要国策文書-1271 Ｎ近衛史料　６０　雑件　３分冊の３ -

中央-戦争指導重要国策文書-1272 近衛文書　仏印タイ問題南方進出　昭和１５．１２～１６．６ -

中央-戦争指導重要国策文書-1273 近衛文書　国内諸事件　真崎メモ．近衛手記 -

中央-戦争指導重要国策文書-1274 近衛文書　防共協定強化　１　昭和１３ -

中央-戦争指導重要国策文書-1275 近衛文書　汪工作　２　昭和１４．６以降 -

中央-戦争指導重要国策文書-1276 近衛文書　独ソ開戦　昭和１６ -

中央-戦争指導重要国策文書-1277 近衛文書　汪工作．シナ事変（トラウトマン工作） -

中央-戦争指導重要国策文書-1278 近衛文書　日米交渉　その１ -
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中央-戦争指導重要国策文書-1279 近衛文書　日米交渉　その２ -

中央-戦争指導重要国策文書-1280 重要国策決定の経緯概説（第２次近衛内閣より開戦まで） 外務第１．２復員省編集

中央-戦争指導重要国策文書-1281 北支事変業務日誌 参謀本部第２課

中央-戦争指導重要国策文書-1281_2
支那事変処理日誌　自昭和１２年７月９日　至昭和１２年１１月１８
日

参謀本部第２課

中央-戦争指導重要国策文書-1282 国防国策大綱 -

中央-戦争指導重要国策文書-1284
国際情勢月報　第３１号～第３３号　昭和１６．８．２５～１６．１０．２
５

参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-1285 東久邇宮日誌　１／２３　昭和１６．１．１～１６．２．２ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1286 東久邇宮日誌　２／２３　昭和１６．２．３～１６．３．４ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1287 東久邇宮日誌　３／２３　昭和１６．３．４～１６．５．９ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1288 東久邇宮日誌　４／２３　昭和１６．５．９～１６．６．３０ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1289 東久邇宮日誌　５／２３　昭和１６．７．１～１６．８．３１ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1290 東久邇宮日誌　６／２３　昭和１６．９．１～１６．１１．１ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1291 東久邇宮日誌　７／２３　昭和１６．１１．２～１６．１２．３１ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1292 東久邇宮日誌　８／２３　昭和１７．１．１～１７．３．２８ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1293 東久邇宮日誌　９／２３　昭和１７．３．２９～１７．６．１４ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1294 東久邇宮日誌　１０／２３　昭和１７．６．１５～１７．１０．１ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1295 東久邇宮日誌　１１／２３　昭和１７．１０．２～１７．１２．３１ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1296 東久邇宮日誌　１２／２３　昭和１８．１．１～１８．４．１０ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1297 東久邇宮日誌　１３／２３　昭和１８．４．１１～１８．７．２７ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1298 東久邇宮日誌　１４／２３　昭和１８．７．２８～１８．１０．３１ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1299 東久邇宮日誌　１５／２３　昭和１８．１１．１～１９．１．２９ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1300 東久邇宮日誌　１６／２３　昭和１９．１．３０～１９．５．９ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1301 東久邇宮日誌　１７／２３　昭和１９．５．１０～１９．８．１６ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1302 東久邇宮日誌　１８／２３　昭和１９．８．１７～１９．１１．５ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1303 東久邇宮日誌　１９／２３　昭和１９．１１．５～１９．１２．３１ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1304 東久邇宮日誌　２０／２３　昭和２０．１．１～２０．２．１４ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1305 東久邇宮日誌　２１／２３　昭和２０．２．１５～２０．４．２５ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1306 東久邇宮日誌　２２／２３　昭和２０．４．２６～２０．８．１７ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1307 東久邇宮日誌　２３／２３　昭和２０．８．１８～２０．１２．３１ 東久邇宮稔彦王殿下

中央-戦争指導重要国策文書-1308 国策研究会綴　昭和１８．１ -

中央-戦争指導重要国策文書-1309 第２次近衛内閣より開戦迄　昭和２１．２～６ 外務．第１復員．第２復員省

中央-戦争指導重要国策文書-1310 大東亜戦争指導史目次要項　昭和２１．３ 史実部

中央-戦争指導重要国策文書-1311 国防保安法委員会速記録　昭和１６．１．３１ 衆議院

中央-戦争指導重要国策文書-1312
戦争裁判資料　大東亜戦争に関係ある詔勅及び帝国政府声明其
の他集録　昭和１７．３

軍事課調製

中央-戦争指導重要国策文書-1313
戦争裁判資料　大東亜戦争に関係ある詔勅及び帝国政府声明其
の他集録　昭和１７．３

軍事課調製

中央-戦争指導重要国策文書-1314
戦争裁判資料　大東亜戦争に関係ある詔勅及び帝国政府声明其
の他集録　昭和１７．３

軍事課調製
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中央-戦争指導重要国策文書-1315
戦争裁判資料　大東亜戦争に関係ある詔勅及び帝国政府声明其
の他集録　昭和１７．３

軍事課調製

中央-戦争指導重要国策文書-1316
戦争裁判資料　大東亜戦争に関係ある詔勅及び帝国政府声明其
の他集録　昭和１７．３

軍事課調製

中央-戦争指導重要国策文書-1317 重要国策決定の経緯概説（第２次近衛内閣より開戦迄） -

中央-戦争指導重要国策文書-1318 南方経済陸軍処理要領（陸亜密　第３３９２号）昭和１８．６ 陸軍省

中央-戦争指導重要国策文書-1319 最高戦争指導会議綴（其の１）昭和２０．１．１１～7月１７日 大前　敏一

中央-戦争指導重要国策文書-1320 総合計画案要綱　昭和１５．６ -

中央-戦争指導重要国策文書-1321 戦争指導計画書（中間報告）昭和１２．８．１ -

中央-戦争指導重要国策文書-1322 国防産業拡充５ヶ年計画遂行見込表（試案）昭和１３．８ 日満財政経済研究所

中央-戦争指導重要国策文書-1323 総合判断項目 在独武官

中央-戦争指導重要国策文書-1324 最高戦争指導会議綴　昭和１９．８～２０．６ -

中央-戦争指導重要国策文書-1325 終戦の詔書（青焼）昭和２０．８．１４ -

中央-戦争指導重要国策文書-1326 帝国国防方針案（複写史料）明治３９．１０
田中義一文書８（伝記上　３６４
Ｐ）

中央-戦争指導重要国策文書-1327
大東亜戦争開戦経緯全５巻に対する　石井秋穂陸軍大佐所見
昭和４９．１１末

防衛研修所戦史室

中央-戦争指導重要国策文書-1328 昭和天皇の独白８時間　平成２．１１ 文芸春秋１２月号

中央-戦争指導重要国策文書-1329 昭和天皇の独白８時間　平成２．１１ 文芸春秋１２月号

中央-戦争指導重要国策文書-1330 昭和天皇の独白８時間　平成２．１１ 文芸春秋１２月号

中央-戦争指導重要国策文書-1331
大本営機密戦争日誌　中央公論「歴史と人物」　昭和４６年９月
号．１１月号

参謀本部　戦争指導班

中央-戦争指導重要国策文書-1332
大本営機密戦争日誌　中央公論「歴史と人物」　昭和４６年９月
号．１１月号

参謀本部　戦争指導班

中央-戦争指導重要国策文書-1333 河辺虎四郎日誌　昭和２０年４月７日～９月２８日 河辺虎四郎

中央-戦争指導重要国策文書-1334 軍事極秘　東「ソ」「ソ」軍後方準備調書 大本営陸軍部

中央-戦争指導重要国策文書-1335 機密作戦日誌　昭１２．１１．２４～昭１３．５．２６
大本営陸軍参謀本部　第２課第
１班

中央-戦争指導重要国策文書-1336 機密作戦日誌　昭１２．１１．２４～昭１３．５．２６
大本営陸軍参謀本部　第２課第
１班

中央-戦争指導重要国策文書-1336_2
機密作戦日誌　自．昭和１２年１１月２４日　至．昭和１３年５月２６
日

参謀本部第２課第１班

中央-戦争指導重要国策文書-1337 国防会議関係書 -

中央-戦争指導重要国策文書-1338 大東亜建設基本方策（大東亜建設審議会答申）昭和１７年７月 企画院

中央-戦争指導重要国策文書-1339 比島独立指導要綱及び　現地指導の腹案　昭和１８年６月２６日 大本営政府連絡会議

中央-戦争指導重要国策文書-1340 ビルマ独立関係文書綴　昭和１７年７月～２０年２月 大本営政府連絡会議

中央-戦争指導重要国策文書-1341 最高指導会議決定報告綴　昭和１９年３月～２０年４月 -

中央-戦争指導重要国策文書-1342 緊急戦争準備研究関係書類綴　昭和１６年２月～５月 陸軍省参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-1343 軍備．国策資料 -

中央-戦争指導重要国策文書-1344 政治綱領案　政策要綱 -

中央-戦争指導重要国策文書-1345 国策綴　昭和１４年～１６年頃 -

中央-戦争指導重要国策文書-1348 井口省吾関係書簡綴　明治２７年～大正８年 -

中央-戦争指導重要国策文書-1349 政治経済再建との重点　高嶋少将史料 -

中央-戦争指導重要国策文書-1350 戦争指導対策緊急意見書　高嶋少将史料　昭和１９年 陸軍少将　北尾　龍音

中央-戦争指導重要国策文書-1351 国策研究会等資料　高嶋少将史料 -
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中央-戦争指導重要国策文書-1352
日支和平意見要旨　昭和１２年１１月（近衛声明以前）高嶋少将史
料

高嶋辰彦

中央-戦争指導重要国策文書-1353 戦時経済統制関連論文　昭和１５年　高嶋少将史料
参謀本部委託　武田経済研究
所長　商学博士　武田鼎一

中央-戦争指導重要国策文書-1354
日本自主撤兵戦争廃棄意見要項（詔勅案とも）昭和２０年５月　独
伊降伏直後　高嶋少将史料

-

中央-戦争指導重要国策文書-1355 昭和15年度帝国陸軍国土防衛計画 参謀本部

中央-戦争指導重要国策文書-1356
総合政策局(仮称）設置要綱(案）昭和19年9月29日閣議決定　森
川史料

-

中央-戦争指導重要国策文書-1357 極秘　昭和８年１１月起重要書類綴　高嶋少佐高嶋少将史料 高嶋辰彦少佐

中央-戦争指導外交文書-1 昭和１５～１６年日蘭会商関係　日蘭通商条約関係１件　第１巻１ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-2 昭和１５～１６年日蘭会商関係　日蘭通商条約関係１件　第１巻２ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-3 昭和１５～１６年日蘭会商関係　日蘭通商条約関係１件　第１巻３ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-4 昭和１５～１６年日蘭会商関係　日蘭通商条約関係１件　第１巻４ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-5 昭和１５～１６年日蘭会商関係　日蘭通商条約関係１件　第１巻５ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-6 昭和１５～１６年日蘭会商関係　日蘭通商条約関係１件　第２巻 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-7
昭和１５～１６年日蘭会商関係　日蘭通商条約関係１件　石油関
係　１

外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-8
昭和１５～１６年日蘭会商関係　日蘭通商条約関係１件　石油関
係　２

外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-9
昭和１５～１６年日蘭会商関係　日蘭通商条約関係１件　特派使
節派遣関係

外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-10 日蘭会商特派使節派遣関係（１）昭１５．１０～１５．１１ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-11 日蘭会商特派使節派遣関係（２）昭１５．１２．１～１５．１２．３１ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-12 日蘭会商特派使節派遣関係（３）昭１６．１．１～１６．４．１０ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-13 日蘭会商特派使節派遣関係（４）昭１６．４．１１～１６．６．３０ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-14 日蘭会商特派使節派遣関係（５）昭１６．７．１～１６．７．３０ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-15 日蘭通商条約関係１件（１）昭１５．９～１５．１２．３１ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-16 日蘭通商条約関係１件（２）昭１６．１．１～１６．１．１６ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-17 日蘭通商条約関係１件（３）昭１６．１．１６～１６．１．３１ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-18 日蘭通商条約関係１件（４）昭１６．２．１～１６．２．２０ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-19 日蘭通商条約関係１件（５）昭１６．２．２１～１６．２．２８ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-20 日蘭通商条約関係１件（６）昭１６．３．１～１６．３．１５ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-21 日蘭通商条約関係１件（７）昭１６．３．１６～１６．３．３１ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-22 日蘭通商条約関係１件（８）昭１６．４．１～１６．４．１５ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-23 日蘭通商条約関係１件（９）昭１６．４．１６～１６．４．３０ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-24 日蘭通商条約関係１件（１０）昭１６．５．１～１６．５．３１ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-25 日蘭通商条約関係１件（１１）昭１６．６．１～１６．６．７ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-26 日蘭通商条約関係１件（１２）昭１６．６．９～１６．６．１４ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-27 日蘭通商条約関係１件（１３）昭１６．６．１５～１６．６．２７ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-28 日蘭通商条約関係１件（１４）昭１６．６．２８～１６．７．１５ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-29 日蘭通商条約関係１件（１５）昭１６．７．１５～１６．７．３１ 外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-30 日蘭通商条約関係１件（１６）昭１６．８．１～１６．９．１５ 外務省　外交文書室
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中央-戦争指導外交文書-31 日蘭通商条約関係１件（１７）昭１６．９．１６～１６．１２．１ 外務省

中央-戦争指導外交文書-32 日蘭通商条約関係１件（日蘭会商経過概要報告）（１８） 外務省

中央-戦争指導外交文書-33 日米外交関係雑纂　日付順（１）昭１６．２～１６．４ 外務省

中央-戦争指導外交文書-34 日米外交関係雑纂　日付順（２）昭１６．５ 外務省

中央-戦争指導外交文書-35 日米外交関係雑纂　日付順（３の１）昭１６．６ 外務省

中央-戦争指導外交文書-36 日米外交関係雑纂　日付順（３の２）昭１６．６ 外務省

中央-戦争指導外交文書-37 日米外交関係雑纂　日付順（４）昭１６．７ 外務省

中央-戦争指導外交文書-38 日米外交関係雑纂　日付順（１巻）昭１６．７．１２～１６．７．２６ 外務省

中央-戦争指導外交文書-39
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　２巻１　昭１６．８．１～１６．８．１０

外務省

中央-戦争指導外交文書-40
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　２巻２　昭１６．８．１１～１６．８．１９

外務省

中央-戦争指導外交文書-41
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　２巻３　昭１６．８．２０～１６．８．２５

外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-42
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　２巻４　昭１６．８．２６～１６．８．３１

外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-43
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　３巻１　昭１６．９．１～１６．９．５

外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-44
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　３巻２　昭１６．９．６～１６．９．８

外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-45
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　３巻３　昭１６．９．８～１６．９．１５

外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-46
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　３巻４　昭１６．９．１５～１６．９．１８

外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-47
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　３巻５　昭１６．９．１９～１６．９．２１

外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-48
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　３巻６　昭１６．９．２２～１６．９．２５

外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-49
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　３巻７　昭１６．９．２６～１６．９．３０

外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-50
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　４巻１　昭１６．１０．１～１６．１０．３

外務省　外交文書室

中央-戦争指導外交文書-51
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　４巻２　昭１６．１０．３～１６．１０．７

外務省

中央-戦争指導外交文書-52
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　４巻３　昭１６．１０．８～１６．１０．１３

外務省

中央-戦争指導外交文書-53
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　４巻４　昭１６．１０．１３～１６．１０．１５

外務省

中央-戦争指導外交文書-54
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　４巻５　昭１６．１０．１６～１６．１０．１８

外務省

中央-戦争指導外交文書-55
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　４巻６　昭１６．１０．２０～１６．１０．３１

外務省

中央-戦争指導外交文書-56
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　５巻１　昭１６．１１．１～１６．１１．４

外務省

中央-戦争指導外交文書-57
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　５巻２　昭１６．１１．５～１６．１１．８

外務省

中央-戦争指導外交文書-58
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　５巻３　昭１６．１１．９～１６．１１．１２

外務省

中央-戦争指導外交文書-59
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　５巻４　昭１６．１１．１０～１６．１１．１４

外務省

中央-戦争指導外交文書-60
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　５巻５　昭１６．１１．１４～１６．１１．１７

外務省

中央-戦争指導外交文書-61
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　５巻６　昭１６．１１．１８～１６．１１．１９

外務省

中央-戦争指導外交文書-62
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　５巻７　昭１６．１１．２０～１６．１１．２１

外務省

中央-戦争指導外交文書-63
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　５巻８　昭１６．１１．２１～１６．１１．２５

外務省

中央-戦争指導外交文書-64
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　６巻１　昭１６．１１．２６～１６．１１．３０

外務省

中央-戦争指導外交文書-65
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　６巻２　昭１６．１２．１～１６．１２．４

外務省

中央-戦争指導外交文書-66
日米外交関係雑纂　太平洋平和並東亜問題に関する日米交渉関
係　日付順　６巻３　昭１６．１２．５～１６．１２．７

外務省
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中央-戦争指導外交文書-67 日米外交関係雑纂　交渉経過 外務省

中央-戦争指導外交文書-68 日米外交関係雑纂　参考資料　昭１６．３．１５～１６．７．１１ 外務省

中央-戦争指導外交文書-69 日米外交関係雑纂　硯滴筆洗　朝日領事（１） 外務省

中央-戦争指導外交文書-70 日米外交関係雑纂　硯滴筆洗　朝日領事（２） 外務省

中央-戦争指導外交文書-71 日米外交関係雑纂　野村大使駐米任務報告（１） 外務省

中央-戦争指導外交文書-72 日米外交関係雑纂　野村大使駐米任務報告（２） 外務省

中央-戦争指導外交文書-73 日米外交関係雑纂　野村大使駐米任務報告（３） 外務省

中央-戦争指導外交文書-74 日米外交関係雑纂　野村大使駐米任務報告（４） 外務省

中央-戦争指導外交文書-75
大東亜戦争関係１件　第１巻１　日仏印共同防衛協定及これに基
く帝国軍隊の仏印進駐関係　昭１６．６～１６．７．９

外務省

中央-戦争指導外交文書-76
大東亜戦争関係１件　第１巻２　日仏印共同防衛協定及これに基
く帝国軍隊の仏印進駐関係　昭１６．７．１１～１６．７．１５

外務省

中央-戦争指導外交文書-77
大東亜戦争関係１件　第１巻３　日仏印共同防衛協定及これに基
く帝国軍隊の仏印進駐関係　昭１６．７．１６～１６．７．２０

外務省

中央-戦争指導外交文書-78
大東亜戦争関係１件　第１巻４　日仏印共同防衛協定及これに基
く帝国軍隊の仏印進駐関係　昭１６．７．２１～１６．７．２３

外務省

中央-戦争指導外交文書-79
大東亜戦争関係１件　第１巻５　日仏印共同防衛協定及これに基
く帝国軍隊の仏印進駐関係　昭１６．７．２４～１６．７．２５

外務省

中央-戦争指導外交文書-80
大東亜戦争関係１件　第１巻６　日仏印共同防衛協定及これに基
く帝国軍隊の仏印進駐関係　昭１６．７．２６～１６．９．１３

外務省

中央-戦争指導外交文書-81
大東亜戦争関係１件　第２巻１　日仏印共同防衛協定及これに基
く帝国軍隊の仏印進駐関係　昭１６．１２．５～１６．２．１

外務省

中央-戦争指導外交文書-82
大東亜戦争関係１件　第２巻２　日仏印共同防衛協定及これに基
く帝国軍隊の仏印進駐関係　昭１６．６．１２～１６．７．３

外務省

中央-戦争指導外交文書-83
大東亜戦争関係１件　第２巻３　日仏印共同防衛協定及これに基
く帝国軍隊の仏印進駐関係　昭１６．７．１４～１６．７．２９

外務省

中央-戦争指導外交文書-84
大東亜戦争関係１件　日仏印共同防衛協定及これに基く帝国軍
隊の仏印進駐関係　反響（与論並新聞論調）昭１６．７．１５～１６．
９．２５

外務省

中央-戦争指導外交文書-85
大東亜戦争関係１件　日仏印共同防衛協定及これに基く帝国軍
隊の仏印進駐関係　進駐軍軍費問題　昭１５．９～２０年

外務省

中央-戦争指導外交文書-86
大東亜戦争関係１件（１）日仏印共同防衛協定及これに基く帝国
軍隊の仏印進駐関係（別冊）仏印の共同防衛に関する日仏間議
定書　昭和１５．８．３０～１６．７月

外務省

中央-戦争指導外交文書-87
大東亜戦争関係１件（２）日仏印共同防衛協定及これに基く帝国
軍隊の仏印進駐関係（別冊）仏印の共同防衛に関する日仏間議
定書　昭和１６．７

外務省南洋局第２課　条約局第
１課

中央-戦争指導外交文書-88
大東亜戦争関係１件（３）日仏印共同防衛協定及これに基く帝国
軍隊の仏印進駐関係（別冊）仏印の共同防衛に関する日仏間議
定書　昭和１６．７～１６．８．１０

条約局第１課

中央-戦争指導外交文書-89
大東亜戦争関係１件　日仏印共同防衛協定及これに基く帝国軍
隊の仏印進駐関係　日仏印軍事協定関係　昭１６．２～２０年

外務省南洋局第２課

中央-戦争指導外交文書-90
第２次欧洲戦争関係１件　独ソ開戦関係（１）昭１６．５．２６～２０．
８

外務省欧亜局第１課

中央-戦争指導外交文書-91 第２次欧洲戦争関係１件　独ソ開戦関係（２） 外務省

中央-戦争指導外交文書-92 第２次欧洲戦争関係１件　独ソ開戦関係（３） 外務省

中央-戦争指導外交文書-93 第２次欧洲戦争関係１件　独ソ開戦関係（４） 外務省

中央-戦争指導外交文書-94 大臣日誌写（松岡外相時代）昭１５．７～１６．１０ 外務省

中央-戦争指導外交文書-95 日英外交関係雑纂（１） 外務省

中央-戦争指導外交文書-96 日英外交関係雑纂（２） 外務省

中央-戦争指導外交文書-97 日英外交関係雑纂（３）昭１６．８．２５～１６．１０．２３ 外務省

中央-戦争指導外交文書-98
日仏印経済交渉（松宮大使発電報）昭１５．１０．２４～１５．１１．１
５

外務省

中央-戦争指導外交文書-99 日仏印経済交渉要録日誌　昭１６．６月 外務省

中央-戦争指導外交文書-100 対仏印経済交流 外務省

中央-戦争指導外交文書-101 泰仏印国境紛争１件 外務省

中央-戦争指導外交文書-102 泰仏印国境紛争　人事関係及行動　昭１６．７．２１～１６．１２．２６ 外務省
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中央-戦争指導外交文書-103
泰仏印国境紛争　国境劃定委員会関係　昭１６．７．５～１６．７．２
８

外務省

中央-戦争指導外交文書-104
泰仏印国境紛争　調停関係枢密院審査関係　昭１６．３．１３～１
６．６．１２

外務省

中央-戦争指導外交文書-105 泰仏印国境紛争　東京調停会議関係調書（１）昭１６．２月～５月 外務省

中央-戦争指導外交文書-106 泰仏印国境紛争　東京調停会議関係調書（２） 外務省

中央-戦争指導外交文書-107
泰仏印国境紛争　東京調停会議関係調書（３）昭１６．２．２５～１
６．３．１１

外務省

中央-戦争指導外交文書-108
泰仏印国境紛争　東京調停会議関係調書（４）昭１６．３．１４～１
６．４．１９

外務省

中央-戦争指導外交文書-109
泰仏印国境紛争　西貢停戦会議関係　昭１６．１．２８～１６．５．２
３

外務省

中央-戦争指導外交文書-110 日泰友好条約関係 外務省欧亜局

中央-戦争指導外交文書-111 松岡外務大臣　渡欧復命内奏　昭１６．４．２２ 外務省

中央-戦争指導外交文書-112 日ソ中立条約関係１件　交渉関係 外務省

中央-戦争指導外交文書-113 日ソ中立条約関係１件　手続書類　昭１６．４．１３～１６．４．２５ 外務省

中央-戦争指導外交文書-114
日ソ中立条約関係１件　日ソ中立条約締結に関する外紙論調　昭
１６．４．２１～１６．４．２４

外務省調査部第５課

中央-戦争指導外交文書-115
日ソ中立条約関係１件　各国の態度．新聞論調　昭１６．４．１８～
１６．４．３０

外務省

中央-戦争指導外交文書-116 日ソ中立条約関係１件　廃棄関係 外務省

中央-戦争指導外交文書-117
外交資料　日ソ外交交渉記録の部（中立条約締結交渉より終戦
迄）

外務省

中央-戦争指導外交文書-118
在独陸軍武官室史料（１）駐独大使館　付　武官室　庶務関係電
報綴　昭１６．２．２２～１６．１２．２７

-

中央-戦争指導外交文書-119 在独陸軍武官室史料（２）在独駐在官報告書　昭１４．１１～１５．８ -

中央-戦争指導外交文書-120 在独陸軍武官室史料（３）駐独武官電報綴　昭１６．１２～１７．９ -

中央-戦争指導外交文書-121
在独陸軍武官室史料（４）在独陸軍駐在官電報綴　兵器購入関係
その１　昭１３．８．２０～１５．５．２７

-

中央-戦争指導外交文書-122 在独陸軍武官室史料（５）独国より技術導入関係書類 -

中央-戦争指導外交文書-123 在独陸軍武官室史料（６）独国駐在官　築城関係書類　その１ -

中央-戦争指導外交文書-124
在独陸軍武官室史料（７）独国駐在官　築城関係書類　その２　昭
１５．４～１５．１１．１６

-

中央-戦争指導外交文書-125
在独陸軍武官室史料（８）海軍在外武官　補佐官名簿　昭１０～２
０年

-

中央-戦争指導外交文書-126
在独陸軍武官室史料（９）防空関係独国駐在員報告　昭１４．１１
～１６．１．７

-

中央-戦争指導外交文書-127
在独陸軍武官室史料（１０）亜欧軍事連絡試験飛行（セ号機関係）
に関する電報綴　昭１８．５．１６～１８．７．７

-

中央-戦争指導外交文書-128
在独陸軍武官室史料（１１）在独陸軍高等駐在官電報綴　兵器購
入関係　昭１５．１．９～１６．３．２９

-

中央-戦争指導外交文書-129
在独陸軍武官室史料（１２）在独陸軍高等駐在官電報綴　兵器技
術に関するもの　昭和１５．５．２８～１７．１２．１５

-

中央-戦争指導外交文書-130
アレグザンドリヤ史料（１）「ソビエト」政府に対する独外務省覚書
１９４１．６．２１

-

中央-戦争指導外交文書-131 アレグザンドリヤ史料（２）ソ軍戦車と独軍の経験 坂西　一良

中央-戦争指導外交文書-132
アレグザンドリヤ史料（３）独ソ開戦に至れる経緯及　独ソ戦作戦
経過に関する研究

西郷中佐

中央-戦争指導外交文書-133
アレグザンドリヤ史料（４）日独陸軍間情報交換に関する　意見具
申案その他戦訓等

西郷中佐　草稿

中央-戦争指導外交文書-134
アレグザンドリヤ史料（５）欧洲交戦国の築城　昭１７．１．２７～１
７．５．２８

-

中央-戦争指導外交文書-135
アレグザンドリヤ史料（６）三国同盟に基く日独協定に関するドイツ
側文書　昭１６．１２．２９～１８．４．６

-

中央-戦争指導外交文書-136
アレグザンドリヤ史料（７）ベルリン駐在日本陸軍武官に対し　ドイ
ツ国防軍が与えた情報綴　昭１７．２．６～１８．１２．９

-

中央-戦争指導外交文書-137
アレグザンドリヤ史料（８）バンコク駐在ドイツ陸軍武官報告綴（１）
昭１８．１．５～１９．１２．１７

-

中央-戦争指導外交文書-138
アレグザンドリヤ史料（９）バンコク駐在ドイツ陸軍武官報告綴（２）
昭１９～２０年（２０年２．１２迄）

-
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中央-戦争指導外交文書-139
アレグザンドリヤ史料（１０）ドイツ側の把握せる支那共産軍情報
昭１５～２０年

-

中央-戦争指導外交文書-140
アレグザンドリヤ史料（１１）ドイツ側の蒐集せる支那空軍情報（末
尾に海軍の分とその他若干）昭１７～１８年（一部１５～１６年）

-

中央-戦争指導外交文書-141
アレグザンドリヤ史料（１２）ドイツ側の把握せる支那軍情報　昭１５
～１６年（一部それ以外含）

-

中央-戦争指導外交文書-142
アレグザンドリヤ史料（１３）ドイツ側の把握せる支那軍情報　昭１
６．１０月の状態

-

中央-戦争指導外交文書-143
アレグザンドリヤ史料（１４）独の対日兵器援助に関する文書断片
１９４３～１９４４

-

中央-戦争指導外交文書-144
アレグザンドリヤ史料（１５）ドイツ国防軍総司令部　作戦部情報
ファイル（東京駐在武官関係）昭１８．１１～１９．７

-

中央-戦争指導外交文書-145
アレグザンドリヤ史料（１６）ドイツ国防軍総司令部　作戦部情報
ファイル（日本海空軍政治経済関係）昭１９．２～１９．６

-

中央-戦争指導外交文書-146
アレグザンドリヤ史料（１７）ドイツ国防軍総司令部　作戦部情報
ファイル（東亜関係）

-

中央-戦争指導外交文書-147
アレグザンドリヤ史料（１８）ドイツ国防軍総司令部　作戦部情報
ファイル（太平洋の戦況）

-

中央-戦争指導外交文書-148
アレグザンドリヤ史料（１９）独経済力に関する論文　昭１７．７月～
８月

-

中央-戦争指導外交文書-149 アレグザンドリヤ史料（２０）独ソ経済関係の展望　昭１６年頃 西郷中佐

中央-戦争指導外交文書-150
アレグザンドリヤ史料（２１）西郷中佐の日独経済研究資料綴　昭
１５後半～１６年初め

西郷中佐

中央-戦争指導外交文書-151 アレグザンドリヤ史料（２２）ソ連邦旅行日記 西郷　従吾

中央-戦争指導外交文書-152
アレグザンドリヤ史料（２３）東京駐在ドイツ陸軍武官　発信機密電
報綴　昭１８．７．２１～１８．８．１４

-

中央-戦争指導外交文書-153
アレグザンドリヤ史料（２４）東京駐在ドイツ武官報告綴（４）昭１９．
５月～６月

-

中央-戦争指導外交文書-154
アレグザンドリヤ史料（２５）東京駐在ドイツ武官報告綴（５）昭１９．
７月～８月

-

中央-戦争指導外交文書-155
アレグザンドリヤ史料（２６）東京駐在ドイツ武官報告綴（６）昭１９．
９月～１０月

-

中央-戦争指導外交文書-156
アレグザンドリヤ史料（２７）東京駐在ドイツ武官報告綴（７）昭１９．
１１月

-

中央-戦争指導外交文書-157
アレグザンドリヤ史料（２８）東京駐在ドイツ武官報告綴（８）昭１９．
１２月

-

中央-戦争指導外交文書-158
アレグザンドリヤ史料（２９）東京駐在ドイツ武官報告綴（９）昭２０
年１月

-

中央-戦争指導外交文書-159
アレグザンドリヤ史料（３０）東京駐在ドイツ武官報告綴（１０）昭２
０．２．２～２０．３．７

-

中央-戦争指導外交文書-160
アレグザンドリヤ史料（３１）南京駐在ドイツ陸軍武官報告綴　昭１
９．９．１１～２０．１．２４

-

中央-戦争指導外交文書-161
アレグザンドリヤ史料（３２）独軍部の把握せる太平洋の戦況（除マ
リアナ）昭１６～２０年

-

中央-戦争指導外交文書-162
アレグザンドリヤ史料（３３）独軍部の把握せる日本軍　支那軍等
の兵力配置等　昭１６～２０年

-

中央-戦争指導外交文書-163
アレグザンドリヤ史料（３４）独軍部の把握せる日本軍　支那軍等
の兵力配置等　昭１６～２０年

-

中央-戦争指導外交文書-164
アレグザンドリヤ史料（３５）独軍部の把握せる支那戦況（日記）昭
１９～２０年

-

中央-戦争指導外交文書-165
アレグザンドリヤ史料（３６）独軍部の把握せる支那戦場（日記）昭
１６．５．７～１７．４．３

-

中央-戦争指導外交文書-166
アレグザンドリヤ史料（３７）独軍部の把握せる　ビルマ．マラヤ．タ
イ戦況　昭１６～２０年

-

中央-戦争指導外交文書-167
アレグザンドリヤ史料（３８）独軍部の把握せる　フィリピン．マリア
ナ戦況（日記）昭１６～２０年

-

中央-戦争指導外交文書-168
アレグザンドリヤ史料（３９）独軍部の把握せる　ジャワ．ボルネ
オ．ニューギニヤの戦況　昭１６～２０年

-

中央-戦争指導外交文書-169 アレグザンドリヤ史料（４０）ドイツの防空に関する調査 -

中央-戦争指導外交文書-170
アレグザンドリヤ史料（４１）防空関係雑報　木原中佐ファイル　昭
１６年

-

中央-戦争指導外交文書-171
アレグザンドリヤ史料（４２）東京駐在ドイツ武官報告綴（１）昭１８．
１１月～１２月　及び目録

-

中央-戦争指導外交文書-172
アレグザンドリヤ史料（４３）東京駐在ドイツ武官報告綴（２）昭１９．
１月～２月

-

中央-戦争指導外交文書-173
アレグザンドリヤ史料（４４）東京駐在ドイツ武官報告綴（３）昭１９．
３月～４月

-

中央-戦争指導外交文書-174 ドイツ現代史史料概観（いわゆる押収ドイツ文書を中心として） 史学雑誌より　西川正雄



令和４年８月２日

中央-戦争指導外交文書-175 ヒットラーと独逸海軍との会議　１／５ -

中央-戦争指導外交文書-176 ヒットラーと独逸海軍との会議　２／５ -

中央-戦争指導外交文書-177 ヒットラーと独逸海軍との会議　３／５ -

中央-戦争指導外交文書-178 ヒットラーと独逸海軍との会議　４／５ -

中央-戦争指導外交文書-178_2 ヒットラーと独逸海軍との会議　５／５ -

中央-戦争指導外交文書-179 大東亜戦争関係　国際法問題論叢　昭１７．６月 条約局第２課

中央-戦争指導外交文書-180
ヒットラーの対ソ開戦　決意時期に関するハルダー．ヨードル．ワ
ルリモントの記録

寺阪精二訳

中央-戦争指導外交文書-182 英国政府覚書要領仮訳文 -

中央-戦争指導外交文書-183 外交資料　其１　日米交渉経緯の部　昭２１．２月 外務省編纂

中央-戦争指導外交文書-184 外交資料　其２　日米交渉経緯の部　昭２１．２月 外務省編纂

中央-戦争指導外交文書-185 極東国際軍事裁判提出書類 外務省南洋局第２課

中央-戦争指導外交文書-186
華北に於ける日支両軍交渉（１）１／２部中　昭１０．５．４～１０．
７．６

軍令部第６課

中央-戦争指導外交文書-187
華北に於ける日支両軍交渉（２）２／２部中　昭１０．６．１５～１０．
６．２４

軍令部第６課

中央-戦争指導外交文書-188
華北に於ける日支両軍交渉（１）１／２部中　昭１０．５．４～１０．
７．６

軍令部第６課

中央-戦争指導外交文書-189
華北に於ける日支両軍交渉（２）２／２部中　昭和１０．５．２５～１
０．６．１４

軍令部第６課

中央-戦争指導外交文書-190
華北問題　新生事件経緯　１／２部中　昭１０．５．２８～１０．８．２
０

-

中央-戦争指導外交文書-191
華北問題　新生事件経緯　２／２部中　昭１０．５．２８～１０．８．２
０

軍令部

中央-戦争指導外交文書-192 仏印問題経緯文書　１／１０分冊　昭１５．６．２１～１５．７．３１ 軍令部

中央-戦争指導外交文書-193 仏印問題経緯文書　２／１０分冊　昭１５．７．１～１５．７．８ 軍令部

中央-戦争指導外交文書-194 仏印問題経緯文書　３／１０分冊　昭１５．３．１９～１５．６．２９ 軍令部

中央-戦争指導外交文書-195 仏印問題経緯文書　４／１０分冊　昭１５．６．１６～１５．６．２４ 軍令部

中央-戦争指導外交文書-196 仏印問題経緯文書　５／１０分冊　昭１５．６．１５～１５．７．２ 軍令部

中央-戦争指導外交文書-197 仏印問題経緯文書　６／１０分冊　昭１５．８．８～１５．９．１７ 軍令部

中央-戦争指導外交文書-198 仏印問題経緯文書　７／１０分冊　昭１５．９．１８～１５．９．２５ 軍令部

中央-戦争指導外交文書-199 仏印問題経緯文書　８／１０分冊　昭１５．９．１５～１５．９．２９ 軍令部

中央-戦争指導外交文書-200 仏印問題経緯文書　９／１０分冊　昭１５．８．２６～１５．９．１６ 軍令部

中央-戦争指導外交文書-201 仏印問題経緯文書　１０／１０分冊　昭１５．９．３～１６．９．２７ 軍令部

中央-戦争指導外交文書-202 戦時日ソ交渉史（第１分冊）１／２　昭１６～２０年 外務省欧亜局東亜課

中央-戦争指導外交文書-203 戦時日ソ交渉史（第１分冊）２／２　昭１６～２０年 外務省欧亜局東亜課

中央-戦争指導外交文書-204
米国駐在報告綴　其１　米陸軍士官学校及び普通学校　軍事教育
状況　昭８年

陸軍中将　木村松治郎

中央-戦争指導外交文書-205
米国駐在報告綴　其２　駐在員に対する訓令及任務終了報告　昭
８年

陸軍中将　木村松治郎

中央-戦争指導外交文書-206 外交資料　日米交渉記録の部　昭１６．２～１６．１２ 外務省編纂

中央-戦争指導外交文書-207 外交資料　日米交渉記録の部　昭１６．２月～１６．１２月 外務省編纂

中央-戦争指導外交文書-208 山東出兵１　田中外交についての一考察 お茶の水大学史学科　秦祥子

中央-戦争指導外交文書-209
国際連盟支那調査委員会　報告書に対する帝国政府意見書　昭
７．１１．２１

外務省

中央-戦争指導外交文書-210 日ソ交渉史　大正１４～昭和１５年 外務省欧亜局第３課



令和４年８月２日

中央-戦争指導外交文書-211
支那　米国　等派遣中大使より外務大臣あて電報綴（写）昭１６．１
０～１６．１１

外務省

中央-戦争指導外交文書-212 日独経済協定関係交換文書　昭和１８．３．１ 大蔵省外資局

中央-戦争指導外交文書-213 大東亜戦争秘史 山本　熊一

中央-戦争指導外交文書-214
日英戦争勃発に関するイギリス外務省文書　－クレイギー駐日大
使最終報告書　イギリス外務省極東局覚書－

イギリス外務省極東局

中央-戦争指導外交文書-215 「リットン」報告書に対する意見書案 -

中央-戦争指導外交文書-216 「リットン」調査団報告書に関する　日本政府の意見書 ベパン博士

中央-戦争指導外交文書-217 「リットン」調査団報告　支那に関する問題 -

中央-戦争指導外交文書-218 「リットン」報告書に対する意見案（未完稿）昭和７．１０．９ 外務省

中央-戦争指導外交文書-219 日米交渉経緯概況（戦資第４号別冊） -

中央-戦争指導外交文書-220 明号作戦（仏印武力処理）に関する　仏印総督府関係者の記録 -

中央-戦争指導外交文書-221 日米交渉の経緯と陸軍の採りたる態度　昭和２１．１．２０ 第１復員局

中央-戦争指導外交文書-222 重要国策決定の経緯概説（第２次近衛内閣より開戦まで） 第１復員局

中央-戦争指導外交文書-223
中支の治安と南京の復興　南支からみる支那の心臓部　昭和１
３．９

日本外交協会

中央-戦争指導外交文書-224
大東亜戦争前に対外交渉関係綴（対米．英．蘭．泰．仏印３国同
盟）

第１復員局

中央-戦争指導外交文書-225 軍縮研究のための第１小委員会（軍事）最終報告　大正１５．５ 国際連盟軍縮準備委員会

中央-戦争指導外交文書-226 同盟及連合国と独逸国との平和条約並議定書　大正８．１１ 外務省

中央-戦争指導外交文書-227 軍縮会議の真相　大正１１ -

中央-戦争指導外交文書-228 帝国の軍備縮少の問題に関し採れる方針概要　大正１３．１０ 国際連盟係

中央-戦争指導外交文書-229 第２　９ヶ国条約の問題　昭和１５．５ 高嶋少将史料

中央-戦争指導外交文書-230 日．独．伊　３国条約に関する外紙論調（その９）昭和１５．１０ 情報部第２課

中央-戦争指導外交文書-231 外交文書綴　昭和１６．８ -

中央-戦争指導外交文書-232 東郷大臣佐藤駐ソ大使間往復電報綴　その１　昭和２０．６～８ 米戦史課複製

中央-戦争指導外交文書-233 東郷大臣佐藤駐ソ大使間往復電報綴　その１　昭和２０．６～８ 米戦史課複製

中央-戦争指導外交文書-234 東郷大臣佐藤駐ソ大使間往復電報綴　その２　昭２０．７～８ 米戦史課複製

中央-戦争指導外交文書-235 バーンズ回答に関する加瀬公使電　昭和２０．８．１１ -

中央-戦争指導外交文書-236
同盟及び連合国とイタリヤ国との間の平和条約草案（仮訳）昭和２
１年

-

中央-戦争指導外交文書-237 平和会議参考書　昭和２１．９ -

中央-戦争指導外交文書-238 平和会議参考書類　１／２　昭和２１．９ -

中央-戦争指導外交文書-239 基地租借に関する協約の事例 第１復員局

中央-戦争指導外交文書-240
同盟及び連合国とイタリア国との間の平和条約草案（仮訳）　昭和
２１．７

-

中央-戦争指導外交文書-241 講和会議に関する奈特報　第１～１１号報告　大正８．６～１２ -

中央-戦争指導外交文書-242
在欧米公使と往復書　但　英露公使との分は別綴に在り　明治３４
年１月以降

-

中央-戦争指導外交文書-243_2 第１次上海事変　日支停戦協定文書（英文）昭和７年５月５日 -

中央-戦争指導外交文書-244 復命書　大正８年１１月
講和全権委員随員　陸軍中将
奈良武次

中央-戦争指導外交文書-245 外交資料　日仏印関係の部 外務省編纂

中央-戦争指導外交文書-246 終戦工作関係外交史料綴　昭和２０年６月～８月 外務省



令和４年８月２日

中央-戦争指導外交文書-247 昭和１８年１１月　大東亜会議関係　谷岡中佐 大東亜省

中央-戦争指導その他-1 所謂一蓮托生と軍部大臣　昭７．１末 -

中央-戦争指導その他-2 南方地域に関係ある　列国海軍艦艇一覧表　昭１６．９．１０ 参謀本部

中央-戦争指導その他-3 陸軍省調査班調製史料綴（満支関係）昭６．１１～１０．３ 陸軍省調査班

中央-戦争指導その他-4
戦時に於ける文民の保護に関する　１９４９年８月１２日のジュネー
ブ条約

-

中央-戦争指導その他-5
戦地にある軍隊傷者及病者の状態の改善に関する１９４９年８月１
２日のジュネーブ条約

-

中央-戦争指導その他-6
太平洋方面に於ける島嶼たる　属地及島嶼たる領地に関する　四
国条約並に追加協定説明書

外務省

中央-戦争指導その他-7 満蒙特殊性の解剖
東京興亜閣発行　満川亀太郎
述

中央-戦争指導その他-9
満洲事変勃発前以来帝国陸軍参謀本部に於ける対「ソ」情勢判断
の推移に就て　２／２

-

中央-戦争指導その他-11
満洲事変及支那事変　重要時期に於ける対ソ（対支）情勢判断　２
／２

-

中央-戦争指導その他-12 大東亜戦争等の真原因をさぐる（日本の名誉快復のために）１／４ 稲村　豊二郎

中央-戦争指導その他-13 大東亜戦争等の真原因をさぐる（日本の名誉快復のために）２／４ 稲村　豊二郎

中央-戦争指導その他-14 大東亜戦争等の真原因をさぐる（日本の名誉快復のために）３／４ 稲村　豊二郎

中央-戦争指導その他-15 大東亜戦争等の真原因をさぐる（日本の名誉快復のために）４／４ 稲村　豊二郎

中央-戦争指導その他-16 時艱の突破と国防国家の建設 -

中央-戦争指導その他-17
日本学の本質　前編　日本世界学の樹立　後編　日本学としての
国防学　昭１４．１月

-

中央-戦争指導その他-18 支那国際関係　概観 法学博士　斉藤良衛

中央-戦争指導その他-19
多田礼吉中将　大陸軍の消滅に対しての感懐（兵器技術者とし
て）昭２９．１２月

陸軍中将　多田礼吉

中央-戦争指導その他-20
多田礼吉中将　大陸軍の消滅に対しての感懐（兵器技術者とし
て）

陸軍中将　多田礼吉

中央-戦争指導その他-21 戦争指導関係史料綴　昭和１８ 参謀本部

中央-戦争指導その他-22
１．兵学研究序説（附録：戦史研究の目的と方法）１．軍事科学と
軍事教義　１．「戦略」の再認識：ボーフル将軍の論文に関連して
１．仏国々防軍参謀総長アイユレ将軍述

西浦　進

中央-戦争指導その他-23
１．兵学研究序説（附録：戦史研究の目的と方法）１．軍事科学と
軍事教義

西浦　進

中央-戦争指導その他-24
１．兵学研究序説（附録：戦史研究の目的と方法）１．軍事科学と
軍事教義

西浦　進

中央-戦争指導その他-25
１．兵学研究序説（附録：戦史研究の目的と方法）１．軍事科学と
軍事教義

西浦　進

中央-戦争指導その他-26 対日戦争　巻２　１／４　１９４２．８．７～１９４４．１２．３１ -

中央-戦争指導その他-27 対日戦争　巻２　２／４　１９４２．８．７～１９４４．１２．３１ -

中央-戦争指導その他-28 対日戦争　巻２　３／４　１９４２．８．７～１９４４．１２．３１ -

中央-戦争指導その他-29 対日戦争　巻２　４／４　１９４２．８．７～１９４４．１２．３１ -

中央-戦争指導その他-30 対日戦争　巻３　１／３　１９４５．１月～１９４５．８月 -

中央-戦争指導その他-31 対日戦争　巻３　２／３　１９４５．１月～１９４５．８月 -

中央-戦争指導その他-32 対日戦争　巻３　３／３（一部欠） -

中央-戦争指導その他-33 米人の観る日本アジアの再建 青木　猛

中央-戦争指導その他-34 国際中立の研究　第８回開校記念祭発表　１９６０．１１月
防衛大学校校友会社会科学
研究部

中央-戦争指導その他-35 帝国及列国の陸軍　昭和１０年 陸軍省

中央-戦争指導その他-36 帝国及列強の陸軍　大正１５年１月 陸軍省

中央-戦争指導その他-37 重大時局に処する途一に軍備の充実あるのみ 長谷川　尚一
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中央-戦争指導その他-41 敵性情報（終戦前後）昭２０．７．２～２０．８．２２ 同盟通信社内　情報局分室

中央-戦争指導その他-42 防衛叢書（戦争論）其の１ -

中央-戦争指導その他-43 防衛叢書（軍制論）其の２ -

中央-戦争指導その他-44 防衛叢書（国防論）其の３（１）素案 -

中央-戦争指導その他-45 防衛叢書（国防論）其の３（２）素案 -

中央-戦争指導その他-46 防衛叢書（用兵論）其の４（１）素案 -

中央-戦争指導その他-47 防衛叢書（用兵論）其の４（２）素案 -

中央-戦争指導その他-48 陸軍の新施設に就て　大正１３．１２月 陸軍省

中央-戦争指導その他-49 列国陸軍軍備一覧　昭６．７ 陸軍省

中央-戦争指導その他-50 国際連盟に対する各国軍備の現状通報に就て　昭６．１２月 陸軍省調査班

中央-戦争指導その他-51 ３国調印に際しての総司令官談話　昭１５．１０月 総司令部　支那派遣軍

中央-戦争指導その他-52
最近４年間　軍隊関係重要渉外事件一覧表　昭２．１月～５．１２
月

関東軍参謀部

中央-戦争指導その他-53 梨本宮元帥副官日記 陸軍大尉　美山要藏

中央-戦争指導その他-53_2 終戦日誌　昭２０．８．１０～２０．１２．２３ 陸軍省副官　美山要藏

中央-戦争指導その他-54 閣議決定要旨　議会報綴　昭２１．６．５～２１．８．３１ 史実調査部第１班

中央-戦争指導その他-56 戦争に関する観察断片　昭和２０．１０月～２１．２月 服部　卓四郎

中央-戦争指導その他-57 戦争に関する観察断片　昭和２０．１０月～２１．２月 服部　卓四郎

中央-戦争指導その他-58 堀場君への弔辞　昭２８．１０．２２ 服部　卓四郎

中央-戦争指導その他-59 大東亜戦史編纂資料（兵器．通信．獣医） -

中央-戦争指導その他-60 林銑十郎大将史料（１）内閣走馬灯（２）南関東軍司令官の書簡 林　銑十郎

中央-戦争指導その他-61
岡部直三郎講話案　「戦時に於ける帝国の戦争指導　特に其の指
導機関の組織及国民指導に関する事項研究」の概要

-

中央-戦争指導その他-63 東條英機大将　大森拘禁所内における感慨　昭和２０．１１
参謀本部．総務課長．陸軍大
佐．榊原主計

中央-戦争指導その他-65
東條内閣総理大臣機密記録　１／７　昭和１６．１１．７～１７．７．３
１

内閣総理大臣秘書官

中央-戦争指導その他-66 東條内閣総理大臣機密記録　２／７　昭和１７．８．１～１７．１２ 内閣総理大臣秘書官

中央-戦争指導その他-67 東條内閣総理大臣機密記録　３／７　昭和１８．１．１～１８．６．３０ 内閣総理大臣秘書官

中央-戦争指導その他-68
東條内閣総理大臣機密記録　４／７　昭和１８．７．１２～１８．１０．
３１

内閣総理大臣秘書官

中央-戦争指導その他-69
東條内閣総理大臣機密記録　５／７　昭和１８．１１．１～１８．１２．
３１

内閣総理大臣秘書官

中央-戦争指導その他-70 東條内閣総理大臣機密記録　６／７　昭和１９．１．５～１９．４．３０ 内閣総理大臣秘書官

中央-戦争指導その他-71 東條内閣総理大臣機密記録　７／７　昭和１９．５．１～１９．９．２１ 内閣総理大臣秘書官

中央-戦争指導その他-72
昭和戦争史講座～国防　日本の戦争指導～その機構と実際　１
／２部中

稲葉　正夫

中央-戦争指導その他-73
昭和戦争史講座～国防　日本の戦争指導～その機構と実際　２
／２部中

稲葉　正夫

中央-戦争指導その他-74 国防大綱関係重要書類綴　１／５　昭１８．７～１９．４．５ 陸軍中佐　島貫重節

中央-戦争指導その他-75 国防大綱関係重要書類綴　２／５　昭１９．６．２１～１９．８．２５ 陸軍中佐　島貫重節

中央-戦争指導その他-76 国防大綱関係重要書類綴　３／５　昭１９．９．８～１９．１２．２４ 陸軍中佐　島貫重節

中央-戦争指導その他-77 国防大綱関係重要書類綴　４／５　昭２０．１上旬～２０．６．８ 陸軍中佐　島貫重節

中央-戦争指導その他-78 国防大綱関係重要書類綴　５／５　昭２０．５．１５～２０．９．４ 陸軍中佐　島貫重節
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中央-戦争指導その他-79 軍の統帥指揮に関する一部の研究 大本営陸軍部研究班

中央-戦争指導その他-80 日本の戦争と統帥　昭１８．３月 陸軍少佐　李?公

中央-戦争指導その他-81 戦争術に関する講話案　昭１５．１２ 総力研究所　陸軍中将　飯村穣

中央-戦争指導その他-82 総力戦綱要（概案　第１巻）昭１６．７．１ 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-83 大東亜共栄圏建設原案（草稿）昭１７．１．２７ 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-84 経済戦史（森武雄講述） 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-85 軍用手票．戦地使用貨幣　昭和１４．９～１６．７ 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-86 太平洋戦争における戦争指導について 真田　穣一郎

中央-戦争指導その他-87 戦争指導諸問題の思い出　昭６～１９年 第１６師団参謀長　渡辺三郎

中央-戦争指導その他-88 総力戦研究所講話録　昭１６．４～１６．６ 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-89 大東亜戦争指導　基本大綱等文書綴　昭１６．２．１５～１９．２．２ 大本営政府連絡会議

中央-戦争指導その他-90 昭和１７年度　総力戦机上演習の成果（第１．２集） 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-91 皇国総力戦の本義　昭１６．３．１５ 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-92 東亜建設第１期　総力戦方略（案）昭１７．２．２８ 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-93 大東亜戦争情勢判断　研究資料綴　昭１６．１０．２９ 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-94 実録．総力戦研究所　昭４７年１０月号 歴史と人物　芦沢紀之

中央-戦争指導その他-95 戦争指導対策緊急意見書　昭１９．１２．２０ 陸軍少将　北尾龍音

中央-戦争指導その他-96 大本営政戦略指導　昭１７年後半 島貫　武治

中央-戦争指導その他-97 日本１００年戦争宣言　昭１４年 参謀本部部員　高嶋辰彦

中央-戦争指導その他-98 日本国防論　明治２２年１月 曽我　祐準

中央-戦争指導その他-128 戦争（国防）指導原理の史的研究　第１章　１／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-129 戦争（国防）指導原理の史的研究　第１章　２／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-130 戦争（国防）指導原理の史的研究　第１章　３／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-131 戦争（国防）指導原理の史的研究　第１章　４／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-132 戦争（国防）指導原理の史的研究　第１章　５／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-133 戦争（国防）指導原理の史的研究　第１章　６／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-134 戦争（国防）指導原理の史的研究　第２章　７／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-135 戦争（国防）指導原理の史的研究　第２章　８／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-136 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　９／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-137 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　１０／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-138 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　１１／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-139 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　１２／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-140 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　１３／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-141 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　１４／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-142 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　１５／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-143 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　１６／２７ 中島　純雄
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中央-戦争指導その他-144 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　１７／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-145 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　１８／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-146 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　１９／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-147 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　２０／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-148 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　２１／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-149 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　２２／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-150 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　２３／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-151 戦争（国防）指導原理の史的研究　第３章　２４／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-152 戦争（国防）指導原理の史的研究　第４章　２５／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-153 戦争（国防）指導原理の史的研究　第５章　２６／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-154 戦争（国防）指導原理の史的研究　第６章　２７／２７ 中島　純雄

中央-戦争指導その他-155 昭和１６年度　総力戦研究所講義録綴 -

中央-戦争指導その他-156 昭和１７年度　総力戦研究所　教育演練実施経過概要 -

中央-戦争指導その他-158 終戦時に於ける参謀本部の情況 -

中央-戦争指導その他-160
「帝国並に列国の国力に関する　総力戦的研究」報告会次第　昭
１９．６．２４

総力戦研究所

中央-戦争指導その他-161 参謀総長の命令権に関する往復書　明治３８．８月 大本営陸軍参謀部

中央-戦争指導その他-162 日本を中心とする東亜圏の自給力に関する研究　昭１４年
日満財政経済研究会調製　総
力戦研究所複製

中央-戦争指導その他-163 日独協定成立後に於けるソ連邦の外交政策と対策　昭１２．２．１ 参謀本部

中央-戦争指導その他-164
太平洋戦争敗因の究明　－陸戦全般についての考察と反省－
昭５７．１０．３１

第８連合特別陸戦隊参謀　兼
南東支隊参謀　今井秋次郎

中央-戦争指導その他-165 戦法研究参考資料綴（１） 陸軍中佐　安倍邦夫

中央-戦争指導その他-166 戦法研究参考資料綴（２） 陸軍中佐　安倍邦夫

中央-戦争指導その他-167 占領地統治及戦後建設史　草稿　第１篇　日本　昭和１７．６月 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-168
占領地統治及戦後建設史　草稿　第２篇　大東亜　其１　昭和１
７．６月

総力戦研究所

中央-戦争指導その他-169
占領地統治及戦後建設史　草稿　第２篇　大東亜　其２　昭和１
７．６月

総力戦研究所

中央-戦争指導その他-170 占領地統治及戦後建設史　草稿　第３編　西亜　昭１７．６月 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-171 占領地統治及戦後建設史　草稿　第４編　欧亜　昭１７．６月 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-173
占領地統治及戦後建設史　草稿　第２編　大東亜　其１　昭１７．６
月

総力戦研究所

中央-戦争指導その他-174
占領地統治及戦後建設史　草稿　第２編　大東亜　其２　昭１７．６
月

総力戦研究所

中央-戦争指導その他-176 占領地統治及戦後建設史　草稿　第４編　欧米　昭１７．６月 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-177 占領地統治及戦後建設史　草稿　第４編　欧米　昭１７．６月 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-179 対「ソ」戦争指導要綱　昭１７年 第２復員局

中央-戦争指導その他-180 大臣等の口演要旨訓示の一部　大．１４～１５ -

中央-戦争指導その他-181 昭和史研究（１）陸軍の派閥「桜会」 秦　郁彦

中央-戦争指導その他-182 昭和史研究（２）５．１５事件 秦　郁彦

中央-戦争指導その他-183 昭和史研究（３）皇道派と統制派 秦　郁彦

中央-戦争指導その他-184 昭和史研究（４）２．２６事件 秦　郁彦
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中央-戦争指導その他-185 ソ軍に関する研究資料　昭１２ 陸軍大学校

中央-戦争指導その他-186 大東亜戦争第１期　及次期の政戦略指導　昭和３８．４ 島貫　武治

中央-戦争指導その他-187 小部隊対機　甲戦闘の参考 豊橋陸軍教導学校

中央-戦争指導その他-188 防衛総司令官　軍司令官等会同　書類綴　昭１９．５．８ 第１復員局

中央-戦争指導その他-189 作戦記録資料出所表　昭和２２．４調製　昭和２４．１０複製 復員局

中央-戦争指導その他-190 総力戦研究所　資料目録 -

中央-戦争指導その他-191 総力戦研究所　法令・資料　昭１５．９．３０～２０．３．１４ 法令全書

中央-戦争指導その他-192 東條内閣の総辞職 -

中央-戦争指導その他-193 戦争に関する観察断片（カタカナ） 第１復員局

中央-戦争指導その他-194_1 戦争に関する観察断片（ひらがな） -

中央-戦争指導その他-194_2 戦争に関する観察断片（ひらがな） -

中央-戦争指導その他-195_1 我等の興亜理念並　其運動の回顧 陸軍大将　松井石根

中央-戦争指導その他-195_2 我等の興亜理念並　其運動の回顧 陸軍大将　松井石根

中央-戦争指導その他-196_1 東京裁判に関する　松井大将の意見抗議等 陸軍大将　松井石根

中央-戦争指導その他-196_2 東京裁判に関する　松井大将の意見抗議等 陸軍大将　松井石根

中央-戦争指導その他-197 総力戦研究関係写真集 -

中央-戦争指導その他-198 総力戦研究所関係資料　昭１６．７．１２ -

中央-戦争指導その他-199 総力戦研究所職員研究生名簿 -

中央-戦争指導その他-200 総研一期生会報（総力戦研究所関係資料） -

中央-戦争指導その他-201 第１回総力戦机上演習関係書類　昭１６．８ 総力戦研究所

中央-戦争指導その他-202 陸軍の整理充実に対する私見　大正１１．１ 由比　光衛

中央-戦争指導その他-203
満洲事変勃発前後以来参謀本部に於ける　対ソ情勢判断の推移
について

-

中央-戦争指導その他-204 ３月１０日　陸軍紀念日御前講演要旨　昭５．３．１１～４．９ 第５師団長　木越安綱

中央-戦争指導その他-205 獨逸戦争遂行能力調書　昭１９．２．１ 大本営陸軍部

中央-戦争指導その他-206 陸海合一に関する上申書　昭２０．３．３１
陸軍省軍事課課員　陸軍大佐
高崎正男等

中央-戦争指導その他-207 将来戦に関する観察　昭２０．８ -

中央-戦争指導その他-208 私の所信　第１編　序論　昭３２．９ 小林　順一郎

中央-戦争指導その他-209 第２次世大戦指導史より見たる政治と軍事との関係に関する研究 民国　実践学社

中央-戦争指導その他-210 研究資料　１０５号　交戦権拘束の諸条約綴 -

中央-戦争指導その他-211 研究資料　第１０６号　統帥と国務（藤田氏談） 内外法政研究会

中央-戦争指導その他-212 資料　第１１６号　日本陸軍の内情（松室孝良氏談） 内外法政研究会

中央-戦争指導その他-213 研究資料　第１１８号　陸軍と満洲事変（河野恒吉氏談） 内外法政研究会

中央-戦争指導その他-214 研究資料　第１２１号　満鮮統治の基調（遠藤柳作氏談） 内外法政研究会

中央-戦争指導その他-215
研究資料　第１２３号　支那事変以来の陸軍の動向（田中香苗氏
手記）

内外法政研究会

中央-戦争指導その他-216 研究資料　第１２９号　支那事変と軍部（河野恒吉氏手記） 内外法政研究会

中央-戦争指導その他-217 研究資料　第１３０号　我が大陸政策と軍（松井石根氏談） 内外法政研究会
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中央-戦争指導その他-218 研究資料　第１３４号　興亜運動の基本理念（高木陸郎氏談） 内外法政研究会

中央-戦争指導その他-219
研究資料　第１３５号　林内閣より近衛内閣出現まで（河原田稼吉
氏談）

内外法政研究会

中央-戦争指導その他-220
研究資料　第１３６号　東條内閣及軍部の開戦責任（河野恒吉氏
手記）

内外法政研究会

中央-戦争指導その他-221 研究資料　第１３８号　日．独．伊３国同盟の経緯（富田健治氏談） 内外法政研究会

中央-戦争指導その他-222 研究資料　第１４３号　司法フアッショの実相（川本判事談） 内外法政研究会

中央-戦争指導その他-223 研究資料　第１４４号　日米交渉と松岡外相（野村吉三郎氏談） 内外法政研究会

中央-戦争指導その他-224 研究資料　第８４号　満洲発展史（第１回） 内外法政研究会

中央-戦争指導その他-225 研究資料　第８６号　日米開戦外交史概説 内外法政研究会

中央-戦争指導その他-226 史実資料　開戦前の物的国力と対米英戦争決意 陸軍少将　岡田菊三郎

中央-戦争指導その他-227 大東亜戦争指導に関する回想記録　昭和１６～２０ 服部　卓四郎

中央-戦争指導その他-228 「ルーデンドルフ」の全体戦争論　昭和１２．１２．１０ 参謀本部

中央-戦争指導その他-229 軍事研究資料綴　昭和１７～１９ 軍事研究会

中央-戦争指導その他-230 神風特攻後続隊関係史料 -

中央-戦争指導その他-231 大東亜戦争下の支那派遣軍将兵 支那派遣軍総司令部

中央-戦争指導その他-232 近衛公手記　昭和１６．１０．１６ -

中央-戦争指導その他-233 東條総理大臣行動記録　昭和１８．１．１～１９．６．２３ 廉岡秘書官

中央-戦争指導その他-234 昭和２１年春頃を目途とする情勢判断　昭和２０．７．１ 大本営陸軍部

中央-戦争指導その他-235 戦争終結の詔書と皇国国体及皇軍の本質　昭和２０．８．１９ 高嶋少将史料

中央-戦争指導その他-236 開戦前の物的国力と対米英戦争決意　昭和１５～１６年
当時陸軍省整備局戦備課長
岡田菊三郎

中央-戦争指導その他-237 石原大佐記述資料　昭和８．６～１４．末 -

中央-戦争指導その他-238 終戦詔書　附．石原・松谷両氏の戦後施策要綱　昭和２０．８ -

中央-戦争指導その他-239 第８６議会　想定質議応答並説明資料 -

中央-戦争指導その他-240
国内防衛に関する　陸海軍任務分担協定案作成の要旨　昭和１０
年１２月２６日

参謀本部第３課

中央-戦争指導その他-241
国内防衛に関する　陸海軍任務分担協定案　昭和１０年１２月２６
日

参謀本部第３課

中央-戦争指導その他-242 国土防衛緊急充備案　昭和１３年４月８日 参謀本部第４課

中央-戦争指導その他-243
大東亜戦争　夜郎自大の思い上がり　国力そっちのけの作戦（第
１章～第６章）中原茂敏

中原茂敏

中央-戦争指導その他-244
大東亜戦争　夜郎自大の思い上がり　国力そっちのけの作戦（第
７章～第１２章） 中原茂敏

中原茂敏

中央-戦争指導その他-245
大東亜戦争　夜郎自大の思い上がり　国力そっちのけの作戦（第
１３章～第１８章）中原茂敏

中原茂敏

中央-戦争指導その他-246 小島三郎資料　降伏関係書綴
南方軍総司令部付　小島三郎
准尉

中央-戦争指導その他-247
明治１０年　西郷従道宛　在露国公使館山本清堅陸軍少佐露土
戦況報告（地図添）

山本清堅

中央-戦争指導その他-247_2
SPECIAL WAR NUMBER OF THE ILLUSTRATED LONDON NEWS
May 23.1877

THE ILLUSTRATED LONDON
NEWS 編集部

中央-戦争指導その他-248
１８７７年　露土開戦前に於ける露国の外交並に軍事行動対照一
覧表

不詳

中央-戦争指導その他-249
経研資料調第７９号
昭和17年度に於ける南方物資流入による帝国物的国力推移の具
体的検討

陸軍省主計課別班

中央-作戦指導大陸命-2
臨参命．臨命綴　初　昭６．９．２２～１１．５．６（臨命第１～３３０
号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-3
臨参命．臨命綴　初　昭６．９．２２～１１．５．６（臨命第１～３３０
号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-4
臨参命．臨命綴　初　昭６．９．２２～１１．５．６（臨命第１～３３０
号）

参謀本部
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中央-作戦指導大陸命-6
臨参命綴（支那事変）巻１　昭１２．７．１１～１２．１１．１３（第５６～
１４４号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-7
臨参命綴（支那事変）巻１　昭１２．７．１１～１２．１１．１３（第５６～
１４４号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-8
臨参命綴（支那事変）巻１　昭１２．７．１１～１２．１１．１３（第５６～
１４４号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-10
大陸命綴（支那事変）巻２　昭１２．１１．２２～１３．５．５（第１～１０
０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-11
大陸命綴（支那事変）巻２　昭１２．１１．２２～１３．５．５（第１～１０
０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-12
大陸命綴（支那事変）巻２　昭１２．１１．２２～１３．５．５（第１～１０
０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-14
大陸命綴（支那事変）巻３　昭１３．５．１０～１３．９．１９（第１０１～
２００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-15
大陸命綴（支那事変）巻３　昭１３．５．１０～１３．９．１９（第１０１～
２００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-16
大陸命綴（支那事変）巻３　昭１３．５．１０～１３．９．１９（第１０１～
２００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-18
大陸命綴（支那事変）巻４　昭１３．９．１３～１４．５．１１　（第２０１
～３００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-19
大陸命綴（支那事変）巻４　昭１３．９．１３～１４．５．１１　（第２０１
～３００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-20
大陸命綴（支那事変）巻４　昭１３．９．１３～１４．５．１１　（第２０１
～３００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-22
大陸命綴（支那事変）巻５　昭１４．５．１５～１４．１２．１５　（第３０
１～４００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-23
大陸命綴（支那事変）巻５　昭１４．５．１５～１４．１２．１５　（第３０
１～４００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-24
大陸命綴（支那事変）巻５　昭１４．５．１５～１４．１２．１５　（第３０
１～４００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-26
大陸命綴（支那事変）巻６　昭１４．１２．１５～１６．６．１１　（第４０
１～５００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-27
大陸命綴（支那事変）巻６　昭１４．１２．１５～１６．６．１１　（第４０
１～５００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-28
大陸命綴（支那事変）巻６　昭１４．１２．１５～１６．６．１１　（第４０
１～５００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-30
大陸命綴（支那事変）巻７　昭１６．６．１１～１６．９．３　（第５０１～
５４０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-31
大陸命綴（支那事変）巻７　昭１６．６．１１～１６．９．３　（第５０１～
５４０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-32
大陸命綴（支那事変）巻７　昭１６．６．１１～１６．９．３　（第５０１～
５４０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-34
大陸命綴　巻８　自．昭和１６．９．１５第５４１号　至．昭和１７．２．
１６第６００号

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-35
大陸命綴（支那事変．大東亜戦争）巻８　昭１６．９．１５～１７．２．
１６　（第５４１～６００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-36
大陸命綴（支那事変．大東亜戦争）巻８　昭１６．９．１５～１７．２．
１６　（第５４１～６００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-38
大陸命綴（大東亜戦争）巻９　昭１７．２．２３～１７．１０．５　（第６０
１～７００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-39
大陸命綴（大東亜戦争）巻９　昭１７．２．２３～１７．１０．５　（第６０
１～７００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-40
大陸命綴（大東亜戦争）巻９　昭１７．２．２３～１７．１０．５　（第６０
１～７００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-42_1
大陸命綴（大東亜戦争）巻１０　昭１７．１０．９～１８．６．１２　（第７
０１～８００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-42_2
大陸命綴（大東亜戦争）巻１０　昭１７．１０．９～１８．６．１２　（第７
０１～８００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-43
大陸命綴（大東亜戦争）巻１０　昭１７．１０．９～１８．６．１２　（第７
０１～８００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-44
大陸命綴　巻１０　自．昭和１７．１０．９第７０１号　至．昭和１８．
６．１２第８００号

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-46
大陸命綴（大東亜戦争）巻１１　昭１８．６．１２～１８．１１．２６　（第
８０１～９００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-47
大陸命綴（大東亜戦争）巻１１　昭１８．６．１２～１８．１１．２６　（第
８０１～９００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-48
大陸命綴（大東亜戦争）巻１１　昭１８．６．１２～１８．１１．２６　（第
８０１～９００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-48_2
大陸命綴（大東亜戦争）巻１１　昭１８．６．１２～１８．１１．２６　（第
８０１～９００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-50
大陸命綴（大東亜戦争）巻１２　昭１８．１１．２９～１９．２．２１　（第
９０１～９５０号）

参謀本部
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中央-作戦指導大陸命-51
大陸命綴（大東亜戦争）巻１２　昭１８．１１．２９～１９．２．２１　（第
９０１～９５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-52
大陸命綴（大東亜戦争）巻１２　昭１８．１１．２９～１９．２．２１　（第
９０１～９５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-53
大陸命綴（大東亜戦争）巻１２　昭１８．１１．２９～１９．２．２１　（第
９０１～９５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-55
大陸命綴（大東亜戦争）巻１３　昭１９．２．２４～１９．５．３　（第９５
１～１０００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-56
大陸命綴（大東亜戦争）巻１３　昭１９．２．２４～１９．５．３　（第９５
１～１０００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-57
大陸命綴（大東亜戦争）巻１３　昭１９．２．２４～１９．５．３　（第９５
１～１０００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-57_2
大陸命綴（大東亜戦争）巻１３　昭１９．２．２４～１９．５．３　（第９５
１～１０００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-59
大陸命綴（大東亜戦争）巻１４　昭１９．５．３～１９．７．４　（第１００
１～１０５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-60
大陸命綴（大東亜戦争）巻１４　昭１９．５．３～１９．７．４　（第１００
１～１０５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-61
大陸命綴（大東亜戦争）巻１４　昭１９．５．３～１９．７．４　（第１００
１～１０５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-62
大陸命綴（大東亜戦争）巻１４　昭１９．５．３～１９．７．４　（第１００
１～１０５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-64
大陸命綴（大東亜戦争）巻１５　昭１９．７．５～１９．８．１１　（第１０
５１～１１００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-65
大陸命綴（大東亜戦争）巻１５　昭１９．７．５～１９．８．１１　（第１０
５１～１１００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-66
大陸命綴（大東亜戦争）巻１５　昭１９．７．５～１９．８．１１　（第１０
５１～１１００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-67
大陸命綴（大東亜戦争）巻１５　昭１９．７．５～１９．８．１１　（第１０
５１～１１００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-69
大陸命綴（大東亜戦争）巻１６　昭１９．８．１５～１９．１０．１１　（第
１１０１～１１５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-70
大陸命綴（大東亜戦争）巻１６　昭１９．８．１５～１９．１０．１１　（第
１１０１～１１５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-71
大陸命綴（大東亜戦争）巻１６　昭１９．８．１５～１９．１０．１１　（第
１１０１～１１５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-72
大陸命綴（大東亜戦争）巻１６　昭１９．８．１５～１９．１０．１１　（第
１１０１～１１５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-74
大陸命綴（大東亜戦争）巻１７　昭１９．１０．１４～１９．１２．６　（第
１１５１～１２００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-75
大陸命綴（大東亜戦争）巻１７　昭１９．１０．１４～１９．１２．６　（第
１１５１～１２００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-76
大陸命綴（大東亜戦争）巻１７　昭１９．１０．１４～１９．１２．６　（第
１１５１～１２００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-77
大陸命綴（大東亜戦争）巻１７　昭１９．１０．１４～１９．１２．６　（第
１１５１～１２００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-79
大陸命綴（大東亜戦争）巻１８　昭１９．１２．９～２０．２．９　（第１２
０１～１２５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-79_2
大陸命綴（大東亜戦争）巻１８　昭１９．１２．９～２０．２．９　（第１２
０１～１２５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-80
大陸命綴（大東亜戦争）巻１８　昭１９．１２．９～２０．２．９　（第１２
０１～１２５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-81
大陸命綴（大東亜戦争）巻１８　昭１９．１２．９～２０．２．９　（第１２
０１～１２５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-83
大陸命綴（大東亜戦争）巻１９　昭２０．２．９～２０．４．８　（第１２５
１～１３００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-84
大陸命綴（大東亜戦争）巻１９　昭２０．２．９～２０．４．８　（第１２５
１～１３００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-85
大陸命綴（大東亜戦争）巻１９　昭２０．２．９～２０．４．８　（第１２５
１～１３００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-86
大陸命綴（大東亜戦争）巻１９　昭２０．２．９～２０．４．８　（第１２５
１～１３００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-88
大陸命綴（大東亜戦争）巻２０　昭２０．４．８～２０．６．１８　（第１３
０１～１３５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-89
大陸命綴（大東亜戦争）巻２０　昭２０．４．８～２０．６．１８　（第１３
０１～１３５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-90
大陸命綴（大東亜戦争）巻２０　昭２０．４．８～２０．６．１８　（第１３
０１～１３５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-91
大陸命綴（大東亜戦争）巻２０　昭２０．４．８～２０．６．１８　（第１３
０１～１３５０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-93
大陸命綴（大東亜戦争）巻２１　昭２０．６．１９～２０．８．２８　（第１
３５１～１３９２号）

参謀本部
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中央-作戦指導大陸命-94
大陸命綴（大東亜戦争）巻２１　昭２０．６．１９～２０．８．２８　（第１
３５１～１３９２号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-95
大陸命綴（大東亜戦争）巻２１　昭２０．６．１９～２０．８．２８　（第１
３５１～１３９２号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-96
大陸命綴（大東亜戦争）巻２１　昭２０．６．１９～２０．８．２８　（第１
３５１～１３９２号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-97
大陸命綴（終戦に関する書類）　昭２０．８．１５～２０．８．２１　（第
１３８１～１３８７号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸命-98
英文大陸命綴　（第４０１号～第１３８８号）　昭和１４．１２．１５～２
０．８．２２

米軍戦史課

中央-作戦指導大陸命-99
航空に関する大陸命．大陸指要旨概見表　其の３　昭和２０．１２．
２０

田中　耕二

中央-作戦指導大陸命-100
航空に関する大陸命．大陸指要旨概見表　其の４　昭和２０．１２．
２０

田中　耕二

中央-作戦指導大陸命-101 大陸命　大陸指綴　昭和１８．７．２１～２０．４．２８ 参謀本部　第１５課

中央-作戦指導大陸命-102 大陸命綴　巻１　昭和２０．４．１５～２０．８．１８ 第２総軍　第１課保管用

中央-作戦指導大陸命-103
昭和１６年に於ける大陸命　大陸指中主として私が起案を担当し
たものについて記憶する処を記述した

参謀本部第２課課員　瀬島竜三

中央-作戦指導大陸命-104
臨参命　（第１～５１号）　臨命　（第１４～３３０号）　昭和６．９～１
１．５　初

-

中央-作戦指導大陸命-105 支那事変　臨参命　巻１　（第５６～１４４号）　昭和１２．７～１１月 -

中央-作戦指導大陸命-106 大陸命　巻２　（第１～１００号）　昭和１２．１１～１３．５ -

中央-作戦指導大陸命-107 大陸命　巻３　（第１０１～２００号）　昭和１３．５～９月 -

中央-作戦指導大陸命-108 大陸命　巻４　（第２０１～３００号）　昭和１３．９～１４．５ -

中央-作戦指導大陸命-109 大陸命　巻５　（第３０１～４００号）　昭和１４．５～１２月 -

中央-作戦指導大陸命-110 大陸命　巻６　（第４０１～５００号）　昭和１４．１２～１６．６ -

中央-作戦指導大陸命-111 大陸命　巻７　（第５０１～５４０号）　昭和１６．６～９月 -

中央-作戦指導大陸命-112 大陸命　巻８　（第５４１～６００号）　昭和１６．９～１７．２ -

中央-作戦指導大陸命-113 大陸命　巻９　（第６０１～７００号）　昭和１７．２～１０月 -

中央-作戦指導大陸命-114 大陸命　巻１０　（第７０１～８００号）　昭和１７．１０～１８．６ -

中央-作戦指導大陸命-115 大陸命　巻１１　（第８０１～９００号）　昭和１８．６～１１月 -

中央-作戦指導大陸命-116 大陸命　巻１２　（第９０１～９５０号）　昭和１８．１１～１９．２ -

中央-作戦指導大陸命-117 大陸命　巻１３　（第９５１～１０００号）　昭和１９．２～５月 -

中央-作戦指導大陸命-118 大陸命　巻１４　（第１００１～１０５０号）　昭和１９．５～７月 -

中央-作戦指導大陸命-119 大陸命　巻１５　（第１０５１～１１００号）　昭和１９．７～８月 -

中央-作戦指導大陸命-120 大陸命　巻１６　（第１１０１～１１５０号）　昭和１９．８～１０月 -

中央-作戦指導大陸命-121 大陸命　巻１７　（第１１５１～１２００号）　昭和１９．１０～１２月 -

中央-作戦指導大陸命-122 大陸命　巻１８　（第１２０２～１２５０号）　昭和１９．１２～２０．２ -

中央-作戦指導大陸命-123 大陸命　巻１９　（第１２５１～１３００号）　昭和２０．２～４月 -

中央-作戦指導大陸命-124 大陸命　巻２０　（第１３０１～１３５０号）　昭和２０．４～６月 -

中央-作戦指導大陸命-125 大陸命　巻２１　（第１３５１～１３９２号）　昭和２０．６～８月 -

中央-作戦指導大陸命-126 新作戦方針に基く作戦準備　昭和２０年 -

中央-作戦指導大陸指-1_2
支那事変臨命綴　巻１　自．臨命第４００号～至６０８号　昭和１２．
７．８～１２．１１．１３

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-2
臨命綴（支那事変）巻１　昭１２．７．８～１２．１１．１３　（第４００号
～６０８号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-2_2
臨命綴（支那事変）巻１　第４００号～６０８号　昭和１２．７．８～１
２．１１．１３

参謀本部
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中央-作戦指導大陸指-3
臨命綴（支那事変）巻１　昭１２．７．８～１２．１１．１３　（第４００～
６０８号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-4
臨命綴（支那事変）巻１　昭１２．７．８～１２．１１．１３　（第４００～
６０８号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-6
大陸指綴（支那事変）巻２　昭１２．１２．１～１３．１０．３　（第９～３
００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-7
大陸指綴（支那事変）巻２　昭１２．１２．１～１３．１０．３　（第９～３
００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-8
大陸指綴（支那事変）巻２　昭１２．１２．１～１３．１０．３　（第９～３
００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-10
大陸指綴（支那事変）巻３　昭１３．１０．７～１４．１０．２５　（第３０
１～５９５号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-11 大陸指綴（支那事変）巻３　昭和１３．１０．７～１４．１０．２５ 参謀本部

中央-作戦指導大陸指-12
大陸指綴（支那事変）巻３　昭１３．１０．７～１４．１０．２５　（第３０
１～５９５号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-14
大陸指綴（支那事変）巻４　昭１４．１１．１３～１６．７．１５　（第６０
３～８９６号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-15
大陸指綴　巻４　第６０３～８９６号　昭和１４．１１．１３～１６．７．１
５

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-16
大陸指綴（支那事変）巻４　昭１４．１１．１３～１６．７．１５　（第６０
３～８９６号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-18
大陸指綴（大東亜戦争）巻５　昭１６．７．１９～１７．２．２　（第９０１
～１０９５号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-19
大陸指綴　巻５　自昭和１６．７．１９第９０１号　至昭和１７．２．２第
１０９５号

-

中央-作戦指導大陸指-20
大陸指綴（大東亜戦争）巻５　昭１６．７．１９～１７．２．２　（第９０１
～１０９５号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-22
大陸指綴（大東亜戦争）巻６　昭１７．２．７～１７．９．３０　（第１１０
１～１２９４号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-23
大陸指綴（大東亜戦争）巻６　昭１７．２．７～１７．９．３０　（第１１０
１～１２９４号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-24
大陸指綴（大東亜戦争）巻６　昭１７．２．７～１７．９．３０　（第１１０
１～１２９４号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-26
大陸指綴（大東亜戦争）巻７　昭１７．１０．９～１８．８．２６　（第１３
０６～１６００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-27
大陸指綴（大東亜戦争）巻７　昭１７．１０．９～１８．８．２６　（第１３
０６～１６００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-28
大陸指綴（大東亜戦争）巻７　昭１７．１０．９～１８．８．２６　（第１３
０６～１６００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-29
大陸指綴（大東亜戦争）巻７　昭１７．１０．９～１８．８．２６　（第１３
０６～１６００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-31
大陸指綴（大東亜戦争）巻８　昭１８．８．３０～１９．２．１２　（第１６
０３～１８４９号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-32
大陸指綴（大東亜戦争）巻８　昭１８．８．３０～１９．２．１２　（第１６
０３～１８４９号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-33
大陸指綴（大東亜戦争）巻８　昭１８．８．３０～１９．２．１２　（第１６
０３～１８４９号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-34
大陸指綴（大東亜戦争）巻８　昭１８．８．３０～１９．２．１２　（第１６
０３～１８４９号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-36
大陸指綴（大東亜戦争）巻９　昭１９．２．１４～１９．４．２１　（第１８
５２～１９６４号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-37
大陸指綴（大東亜戦争）巻９　昭１９．２．１４～１９．４．２１　（第１８
５２～１９６４号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-38
大陸指綴（大東亜戦争）巻９　昭１９．２．１４～１９．４．２１　（第１８
５２～１９６４号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-39
大陸指綴（大東亜戦争）巻９　昭１９．２．１４～１９．４．２１　（第１８
５２～１９６４号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-41
大陸指綴（大東亜戦争）巻１０　昭１９．４．２５～１９．８．１９　（第１
９６７～２１３０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-42
大陸指綴（大東亜戦争）巻１０　昭１９．４．２５～１９．８．１９　（第１
９６７～２１３０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-43
大陸指綴（大東亜戦争）巻１０　昭１９．４．２５～１９．８．１９　（第１
９６７～２１３０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-44
大陸指綴（大東亜戦争）巻１０　昭１９．４．２５～１９．８．１９　（第１
９６７～２１３０号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-46
大陸指綴（大東亜戦争）巻１１　昭１９．８．２０～１９．１１．２４　（第
２１３２～２３００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-47
大陸指綴（大東亜戦争）巻１１　昭１９．８．２０～１９．１１．２４　（第
２１３２～２３００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-48
大陸指綴（大東亜戦争）巻１１　昭１９．８．２０～１９．１１．２４　（第
２１３２～２３００号）

参謀本部



令和４年８月２日

中央-作戦指導大陸指-49
大陸指綴（大東亜戦争）巻１１　昭１９．８．２０～１９．１１．２４　（第
２１３２～２３００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-51
大陸指綴（大東亜戦争）巻１２　昭１９．１１．２４～２０．２．２８　（第
２３００～２４００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-52
大陸指綴（大東亜戦争）巻１２　昭１９．１１．２４～２０．２．２８　（第
２３００～２４００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-53
大陸指綴（大東亜戦争）巻１２　昭１９．１１．２４～２０．２．２８　（第
２３００～２４００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-54
大陸指綴（大東亜戦争）巻１２　昭１９．１１．２４～２０．２．２８　（第
２３００～２４００号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-56 大陸指綴　巻１３　（決号作戦準備要綱抜粋） -

中央-作戦指導大陸指-58
大陸指綴　巻１４　昭２０．６．１１～２０．９．１　（第２５０４～２５６１
号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-59
大陸指綴　巻１４　昭２０．６．１１～２０．９．１　（第２５０４～２５６１
号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-60
大陸指綴　巻１４　昭２０．６．１１～２０．９．１　（第２５０４～２５６１
号）

参謀本部

中央-作戦指導大陸指-61
大陸指綴（大東亜戦争）巻１４　昭１６．６．１１～２０．９．１　（第２５
０４～２５６１号）

-

中央-作戦指導大陸指-62 英文．大陸指綴　昭１５．７．２３～２０．９．１　（第６９８～２５６１号） -

中央-作戦指導大陸指-62_2
英文大陸指綴　（第６９８～２５６１号）　昭和１５．７．２３～２０．９．
１

-

中央-作戦指導大陸指-63 大陸指　巻１３　昭１５．１１．２５～２０．８．７　（第７８１～２５３４号） 高市近雄２佐　訳

中央-作戦指導大陸指-64 陸海軍中央協定（大海指）　昭和１６．１１．５～２０．８．９ -

中央-作戦指導大陸指-65 陸海軍中央協定（大陸指）　昭和１６．１１．６～２０．８．１０ -

中央-作戦指導大陸指-66 大陸指　巻２　（第９～３００号）　昭和１２．１２～１３．１０ -

中央-作戦指導大陸指-67 大陸指　巻３　（第３０１～５９５号）　昭和１３．１０～１４．１０ -

中央-作戦指導大陸指-68 大陸指　巻４　（第６０３～８９６号）　昭和１４．１１～１６．７ -

中央-作戦指導大陸指-69 大陸指　巻５　（第９０１～１０９５号）　昭和１６．７～１７．２ -

中央-作戦指導大陸指-70 大陸指　巻６　（第１１０１～１２９４号）　昭和１７．２～９月 -

中央-作戦指導大陸指-71 大陸指　巻７　（第１３０６～１６００号）　昭和１７．１０～１８．８ -

中央-作戦指導大陸指-72 大陸指　巻８　（第１６０３～１８４９号）　昭和１８．８～１９．２ -

中央-作戦指導大陸指-73 大陸指　巻９　（第１８５２～１９６４号）　昭和１９．２～４月 -

中央-作戦指導大陸指-74 大陸指　巻１０　（第１９６７～２１３０号）　昭和１９．４～８月 -

中央-作戦指導大陸指-75 大陸指　巻１１　（第２１３２～２３００号）　昭和１９．８～１１月 -

中央-作戦指導大陸指-76 大陸指　巻１２　（第２３０１～２４００号）　昭和１９．１１～２０．２ -

中央-作戦指導大陸指-77 大陸指　巻１４　（第２５０４～２５６１号）　昭和２０．６～９月 -

中央-作戦指導大陸指-78 大陸指綴　（１４０１～１９４２号）　昭和１６．１１～１９．３ 米戦史課

中央-作戦指導大陸指-79 大陸指　第１号　昭和１２年１１月２１日 -

中央-作戦指導上奏-1 昭和１６年　上奏関係書類綴　巻１　昭和１６．９～１６．１２ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-2 昭和１６年　上奏関係書類綴　巻２　昭和１６．１０～１６．１２ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-3 昭和１７年　上奏関係書類綴　巻１其１　昭和１７．１～６ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-4 昭和１７年　上奏関係書類綴　巻１其２　昭和１７．１～５ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-5 昭和１７年　上奏関係書類綴　巻２其１　昭和１７．６～１２ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-6 昭和１７年　上奏関係書類綴　巻２其２　昭和１７．１０～１２ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-7 昭和１８年　上奏関係書類綴　巻１ 参謀本部第２課
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中央-作戦指導上奏-8 昭和１８年　上奏関係書類綴　巻２ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-9 上奏関係書類綴　巻１　昭和１９年 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-10 上奏関係書類綴　巻２　昭和１９年 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-11 上奏関係書類綴　巻３　昭和１９年 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-12 上奏関係綴（写）其の１　自昭和１６．１０～至昭和１６．１２ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-13 上奏関係綴（写）其の２　自昭和１７．１～至昭和１７．２ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-14 上奏関係綴（写）其の３　自昭和１７．３～至昭和１７．５ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-15 上奏関係綴（写）其の４　自昭和１７．６～至昭和１７．９ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-16 上奏関係綴（写）其の５　自昭和１７．１０～至昭和１７．１２ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-17 上奏関係綴（写）其の６　自昭和１８．１～至昭和１８．１２ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-18 上奏関係綴（写）其の７　自昭和１９．１～至昭和１９．１２ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-19 上奏関係綴（写）航空　自昭和１７．１～至昭和１７．１２ 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-20 上奏関係書類綴　昭和１８年（１．２３～１０．２９） 参謀本部第２課

中央-作戦指導上奏-21
作戦関係重要書類綴　特号　自昭和７．１．２９～至昭和２０．９．１
３

参謀本部

中央-作戦指導上奏-22 作戦関係重要書類綴　第１巻　自昭和１６．９～至昭和１６．１２ 参謀本部

中央-作戦指導上奏-23 作戦関係重要書類綴　第２巻　自昭和１７．１～至昭和１７．１２ 参謀本部

中央-作戦指導上奏-24 作戦関係重要書類綴　第３巻　自昭和１８．１～至昭和１８．１２ 参謀本部

中央-作戦指導上奏-25 作戦関係重要書類綴　第４巻　自昭和１９．１～至昭和１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導上奏-29 上奏（写）
第１７方面軍司令官　兼朝鮮軍
管区司令官　上月良夫

中央-作戦指導上奏-30 上奏写　昭和１２ 第１４師団長　上肥原賢二

中央-作戦指導上奏-31 第１師団長上奏資料　大正１４．６．１０～昭和１５．４．８ -

中央-作戦指導上奏-32 上奏関係綴　其１　昭和１６．１０～昭和１６．１２ 大本営

中央-作戦指導上奏-33 支那駐屯歩兵２連隊　軍旗処理に関する上奏 井上　進

中央-作戦指導上奏-34 上奏文（寫）
元第１軍司令官　元陸軍中将
岩松義雄

中央-作戦指導上奏-35 上奏関係綴　其２　昭和１７．１～２ 大本営

中央-作戦指導上奏-36 上奏関係綴　其３　昭和１７．３～５ 大本営

中央-作戦指導上奏-37 上奏関係綴（写）　其４　昭和１７．６～９ 大本営

中央-作戦指導上奏-38 上奏関係綴　其５　昭和１７．１０～１２ 大本営

中央-作戦指導上奏-39 上奏関係綴（写）　其６　昭和１８．１～１２ 大本営

中央-作戦指導上奏-40 上奏関係綴（写）　其７　昭和１９．１～１２ 大本営

中央-作戦指導上奏-41 上奏関係綴（写）　航空　昭１７．１１～１２ 大本営

中央-作戦指導上奏-42 資材天覧説明言上案綴　昭和１０．９ 陸軍技術本部

中央-作戦指導上奏-43 状況報告　上奏案　昭和１８．４
第１７軍参謀陸軍大佐　小沼治
夫

中央-作戦指導上奏-44 時局に関する重臣奉答録　昭和２０．２ -

中央-作戦指導上奏-45 時局に関する重臣奉答録　昭和２０．２ -

中央-作戦指導上奏-46 笠間史料　第十九師団　上奏 第１９師団長　鈴木美通
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中央-作戦指導戦闘序列-2 支那派遣軍戦闘序列　第１巻　昭１６．１．１～２０．８ 参謀本部第２課

中央-作戦指導戦闘序列-3
支那派遣軍戦闘序列　第２巻　昭１６．１．１～２０．８　（関東軍戦
闘序列）

参謀本部第２課

中央-作戦指導戦闘序列-6 南方軍戦闘序列綴　昭２０．８ 参謀本部第２課

中央-作戦指導戦闘序列-8
戦闘序列綴　第１巻　本土．朝鮮．台湾の各軍　第８方面軍．第３
１軍．船舶その他　昭２０．８

参謀本部第２課

中央-作戦指導戦闘序列-9
戦闘序列綴　第２巻　本土．朝鮮．台湾の各軍　第８方面軍．第３
１軍．船舶その他　昭２０．８

参謀本部第２課

中央-作戦指導戦闘序列-10
戦闘序列綴　第３巻　本土．朝鮮．台湾の各軍　第８方面軍．第３
１軍．船舶その他　昭２０．８

参謀本部第２課

中央-作戦指導戦闘序列-12 戦闘序列綴　巻１　（本土各軍）　昭和２０．４．１５ 第２総軍第１課

中央-作戦指導戦闘序列-15 航空総軍戦闘序列綴　昭２０．４ 参謀本部第２課

中央-作戦指導戦闘序列-17
航空総軍戦闘序列綴附表　航空関係戦列表其の１（飛行部隊）
昭２０．４

参謀本部第２課

中央-作戦指導戦闘序列-18
航空総軍戦闘序列綴附表　航空関係戦列表其の２（航空地上部
隊）　昭２０．４

参謀本部第２課

中央-作戦指導戦闘序列-19 開戦時に於ける南方軍戦闘序列 -

中央-作戦指導戦闘序列-22
戦闘序列綴　第１総軍．第２総軍．第１６方面軍．第１７方面軍．第
５方面軍．第５０軍．第５４軍．第１２方面軍　昭２０．４．８

史料整理課

中央-作戦指導戦闘序列-23
戦闘序列綴　第１総軍．第２総軍．第１６方面軍．第１７方面軍．第
５方面軍．第５０軍．第５４軍．第１２方面軍　昭２０．４．８

史料整理課

中央-作戦指導戦闘序列-24 航空総軍戦闘序列並　軍隊区分 -

中央-作戦指導戦闘序列-26_2 外地部隊戦闘序列概見表　昭２０．８．１５前における 第１復員局

中央-作戦指導戦闘序列-27
大陸命別冊　戦闘序列（原稿）　１／４　昭和１２．７．１１～１６．１
１．１

大本営戦史部長

中央-作戦指導戦闘序列-28
大陸命別冊　戦闘序列（原稿）　２／４　昭和１６．１１．６～１９．１．
５

大本営戦史部長

中央-作戦指導戦闘序列-29
大陸命別冊　戦闘序列（原稿）　３／４　昭和１９．１．５～２０．８．１
８

大本営戦史部長

中央-作戦指導戦闘序列-30
大陸命別冊　戦闘序列（原稿）　４／４　支那．南方軍．５ＨＡ．１７
ＨＡ　１総．２総．３１Ａ．８ＨＡ　昭和１２．８．３１～２０．４．８

大本営戦史部長

中央-作戦指導戦闘序列-42
第１４方面軍軍隊区分表　（含隷下一覧　臨編部隊一覧　各部隊
行動概要）

第１４方面軍　残務整理部

中央-作戦指導戦闘序列-43
第１４方面軍軍隊区分表　（含隷下一覧　臨編部隊一覧　各部隊
行動概要）

第１４方面軍　残務整理部

中央-作戦指導戦闘序列-46 戦闘序列部隊一覧表　昭２０．１２　外地部隊のみ 留守業務班企画

中央-作戦指導戦闘序列-47
戦闘序列　第１巻　（防衛総司令部）１／２４　１／３部中　昭１６．７
～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-48
戦闘序列　第２巻　（内地師団）　２／２４　１／３部中　昭１６．７～
２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-49
戦闘序列　第３巻　（内地防衛軍）　３／２４　１／３部中　昭１６．７
～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-50
戦闘序列　第４巻　（各軍管区）　４／２４　１／３部中　昭１６．７～
２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-51
戦闘序列　第５巻　（第１総軍．第２総軍）　昭１６．７～２０．８　５／
２４　１／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-52
戦闘序列　第６巻　（各師管区）　６／２４　１／３部中　昭１６．７～
２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-53
戦闘序列　第７巻　（第５方面軍）　７／２４　１／３部中　昭１６．７
～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-54
戦闘序列　第８巻　（台湾軍．第１０方面軍）　昭１６．７～２０．８　８
／２４　１／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-55
戦闘序列　第９巻　（朝鮮軍．第１７方面軍）　昭１６．７～２０．８　９
／２４　１／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-56
戦闘序列　第１０巻　（関東軍．其の１）　１０／２４　１／３部中　昭
１６．７～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-57
戦闘序列　第１１巻　（関東軍　其の２）　１１／２４　１／３部中　昭
１６．７～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-58
戦闘序列　第１２巻　（関東軍　其の３）　昭１６．７～２０．８　１２／
２４　１／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-59
戦闘序列　第１３巻　（支那派遣軍）　１３／２４　１／３部中　昭１
６．７～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-60
戦闘序列　第１４巻　（北支那方面軍）　１４／２４　１／３部中　昭１
６．７～２０．８

-
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中央-作戦指導戦闘序列-61
戦闘序列　第１５巻　（南方軍）　１５／２４　１／３部中　昭１６．７～
２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-62
戦闘序列　第１６巻　（緬甸方面軍）　１６／２４　１／３部中　昭１
６．７～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-63
戦闘序列　第１７巻　（第１７方面軍）　１７／２４　１／３部中　昭１
６．７～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-64
戦闘序列　第１８巻　（第２方面軍）　１８／２４　１／３部中　昭１６．
７～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-65
戦闘序列　第１９巻　（第８方面軍）　１９／２４　１／３部中　昭１６．
７～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-66
戦闘序列　第２０巻　（第１４軍）　２０／２４　１／３部中　昭１６．７
～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-67
戦闘序列　第２１巻　（大本営直属）　２１／２４　１／３部中　昭１
６．７～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-68
戦闘序列　第２２巻　（船舶）　２２／２４　１／３部中　昭１６．７～２
０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-69
戦闘序列　第２３巻　（第３．４．５．６航空軍）　昭１６．７～２０．８
２３／２４　１／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-70
戦闘序列　第２４巻　（第１飛行集団　第１航空軍　航空総軍）　２４
／２４　１／３部中　昭１６．７～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-71
戦闘序列　第１巻　（防衛総司令部．内地各軍）　昭１６．７～２０．
８　１／２４　２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-72
戦闘序列　第２巻　（内地師団）　２／２４　２／３部中　昭１６．７～
２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-73
戦闘序列　第３巻　（内地防衛軍）　３／２４　２／３部中　昭１６．７
～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-74
戦闘序列　第４巻　（各軍管区）　４／２４　２／３部中　昭１６．７～
２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-75
戦闘序列　第５巻　（第１総軍．第２総軍）　昭１６．７～２０．８　５／
２４　２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-76
戦闘序列　第６巻　（各師管区）　６／２４　２／３部中　昭１６．７～
２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-77
戦闘序列　第７巻　（第５方面軍）　７／２４　２／３部中　昭１６．７
～２０．８

-

中央-作戦指導戦闘序列-78
戦闘序列　第８巻　（台湾軍．第１０方面軍）　昭１６．７～２０．８　８
／２４　２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-79
戦闘序列　第９巻　（朝鮮軍．第１７方面軍）　昭１６．７～２０．８　９
／２４　２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-80
戦闘序列　第１０巻　（関東軍其の１）　昭１６．７～２０．８　１０／２
４　２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-81
戦闘序列　第１１巻　（関東軍其の２）　昭１６．７～２０．８　１１／２
４　２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-82
戦闘序列　第１２巻　（関東軍其の３）　昭１６．７～２０．８　１２／２
４　２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-83
戦闘序列　第１３巻　（支那派遣軍）　昭１６．７～２０．８　１３／２４
２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-84
戦闘序列　第１４巻　（北支那方面軍）　昭１６．７～２０．８　１４／２
４　２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-85
戦闘序列　第１５巻　（南方軍）　昭１６．７～２０．８　１５／２４　２／
３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-86
戦闘序列　第１６巻　（緬甸方面軍）　昭１６．７～２０．８　１６／２４
２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-87
戦闘序列　第１７巻　（第７方面軍）　昭１６．７～２０．８　１７／２４
２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-88
戦闘序列　第１８巻　（第２方面軍）　昭１６．７～２０．８　１８／２４
２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-89
戦闘序列　第１９巻　（第８方面軍）　昭１６．７～２０．８　１９／２４
２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-90
戦闘序列　第２０巻　（第１４軍）　昭１６．７～２０．８　２０／２４　２
／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-91
戦闘序列　第２１巻　（大本営直属）　昭１６．７～２０．８　２１／２４
２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-92
戦闘序列　第２２巻　（船舶）　昭１６．７～２０．８　２２／２４　２／３
部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-93
戦闘序列　第２３巻　（第３．４．５．６航空軍）　昭１６．７～２０．８
２３／２４　２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-94
戦闘序列　第２４巻　（第１飛行集団．第１航空軍．航空総軍）　昭
１６．７～２０．８　２４／２４　２／３部中

-

中央-作戦指導戦闘序列-95 戦闘序列　第１巻　昭１６．７～２０．８　１／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-96 戦闘序列　第２巻　昭１６．７～２０．８　２／２４　３／３部中 -
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中央-作戦指導戦闘序列-97 戦闘序列　第３巻　昭１６．７～２０．８　３／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-98 戦闘序列　第４巻　昭１６．７～２０．８　４／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-99 戦闘序列　第５巻　昭１６．７～２０．８　５／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-100 戦闘序列　第６巻　昭１６．７～２０．８　６／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-101 戦闘序列　第７巻　昭１６．７～２０．８　７／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-102 戦闘序列　第８巻　昭１６．７～２０．８　８／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-103 戦闘序列　第９巻　昭１６．７～２０．８　９／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-104 戦闘序列　第１０巻　昭１６．７～２０．８　１０／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-105 戦闘序列　第１１巻　昭１６．７～２０．８　１１／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-106 戦闘序列　第１２巻　昭１６．７～２０．８　１２／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-107 戦闘序列　第１３巻　昭１６．７～２０．８　１３／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-108 戦闘序列　第１４巻　昭１６．７～２０．８　１４／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-109 戦闘序列　第１５巻　昭１６．７～２０．８　１５／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-110 戦闘序列　第１６巻　昭１６．７～２０．８　１６／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-111 戦闘序列　第１７巻　昭１６．７～２０．８　１７／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-112 戦闘序列　第１８巻　昭１６．７～２０．８　１８／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-113 戦闘序列　第１９巻　昭１６．７～２０．８　１９／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-114 戦闘序列　第２０巻　昭１６．７～２０．８　２０／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-115 戦闘序列　第２１巻　昭１６．７～２０．８　２１／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-116 戦闘序列　第２２巻　昭１６．７～２０．８　２２／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-117 戦闘序列　第２３巻　昭１６．７～２０．８　２３／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-118 戦闘序列　第２４巻　昭１６．７～２０．８　２４／２４　３／３部中 -

中央-作戦指導戦闘序列-120
戦闘序列　１／２　１／２部中　①日本戦闘序列に関する情報提出
の件　②外地各軍の部隊一覧　③外地編成部隊の編成（動員）管
理官一覧

第１復員省

中央-作戦指導戦闘序列-121
戦闘序列　２／２　１／２部中　④年度別動員兵力一覧表　⑤方面
別各軍の部隊定員現況表　⑥外地方面別各軍主要部隊長名

第１復員省

中央-作戦指導戦闘序列-122
戦闘序列　１／２　２／２部中　①日本軍闘序列に関する情報提出
の件　②外地各軍の部隊一覧　③外地編成部隊の編成（動員）管
理官一覧

-

中央-作戦指導戦闘序列-123
戦闘序列　④年度別動員兵力一覧表　⑤方面別各軍の部隊定員
現況表　⑥外地方面別各軍主要部隊長名

第１復員省

中央-作戦指導戦闘序列-125 支那派遣軍戦闘序列　復員管理部隊　２／３部中
支那派遣軍　残務整理部　総務
班

中央-作戦指導戦闘序列-126 支那派遣軍戦闘序列　復員管理部隊　３／３部中
支那派遣軍　残務整理部　総務
班

中央-作戦指導戦闘序列-128
陸軍部隊通称番号表　２／３部中　中国より転出せる部隊　其１
第１０方面軍　其２　第３８軍　其３

支那派遣軍　残務整理部　総務
班

中央-作戦指導戦闘序列-129 陸軍部隊通称番号表　３／３部中
支那派遣軍　残務整理部　総務
班

中央-作戦指導戦闘序列-130 陸軍戦闘序列　１／５部中　（大東亜戦争初期）　昭４７．１１ -

中央-作戦指導戦闘序列-131 陸軍戦闘序列　２／５部中　大東亜戦争初期　昭和４７．１１ -

中央-作戦指導戦闘序列-132 陸軍戦闘序列　３／５部中　（大東亜戦争初期）　昭４７．１１ -

中央-作戦指導戦闘序列-133 陸軍戦闘序列　４／５部中　（大東亜戦争初期）　昭４７．１１ -

中央-作戦指導戦闘序列-134 陸軍戦闘序列　５／５部中　（大東亜戦争初期）　昭４７．１１ -

中央-作戦指導戦闘序列-135
陸軍戦闘序列　１／５部中　（大東亜戦争中・後期一索引）　昭５
１．３

-



令和４年８月２日

中央-作戦指導戦闘序列-136 陸軍戦闘序列　２／５部中　大東亜戦争中・後期一索引　昭５１．３ -

中央-作戦指導戦闘序列-137
陸軍戦闘序列　３／５部中　（大東亜戦争中・後期一索引）　昭５
１．３

-

中央-作戦指導戦闘序列-138 陸軍戦闘序列　４／５　大東亜戦争中後期索引　昭和５１．３ -

中央-作戦指導戦闘序列-139
陸軍戦闘序列　５／５部中　（大東亜戦争中・後期一索引）　昭５
１．３

-

中央-作戦指導戦闘序列-140
陸軍戦闘序列　１／５部中　（大東亜戦中・後期～その１）　昭５１．
３

-

中央-作戦指導戦闘序列-141
陸軍戦闘序列　２／５部中　（大東亜戦争中・後期～その１）　昭５
１．３

-

中央-作戦指導戦闘序列-142 陸軍戦闘序列　３／５　大東亜戦争中．後期　その１　昭和５１．３ -

中央-作戦指導戦闘序列-143 陸軍戦闘序列　４／５　大東亜戦争中．後期　その１　昭和５１．３ -

中央-作戦指導戦闘序列-144
陸軍戦闘序列　５／５部中　（大東亜戦中・後期～その１）　昭５１．
３

-

中央-作戦指導戦闘序列-145 陸軍戦闘序列　１／５　大東亜戦争中・後期－その２　昭和５１．３ -

中央-作戦指導戦闘序列-146 陸軍戦闘序列　２／５　大東亜戦争中・後期　その２　昭和５１．３ -

中央-作戦指導戦闘序列-147
陸軍戦闘序列　３／５部中　（大東亜戦争中・後期～その２）　昭５
１．３

-

中央-作戦指導戦闘序列-148
陸軍戦闘序列　４／５部中　（大東亜戦争中・後期～その２）　昭５
１．３

-

中央-作戦指導戦闘序列-149
陸軍戦闘序列　５／５部中　（大東亜戦争中・後期～その２）　昭５
１．３

-

中央-作戦指導戦闘序列-150 各軍戦闘序列　昭１２年末～１６年７月４日 （戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-151 支那派遣軍戦闘序列　大陸命第３６２号　昭１４．９．２３ （戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-152 各方面軍・軍戦闘序列　支那事変初期 （戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-153 陸軍中央直属部隊　昭１２年末～１６．７．４ （戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-154 内地・朝鮮・台湾の陸軍部隊　昭１２．７．６～１６．７．４ （戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-155 関東軍編合表　昭１２．７．６～１６．７．４ （戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-156 関東軍編合表　昭１２．７．６現在 （戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-157 関東軍編組表　昭１５年末 （戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-158 内地・朝鮮・台湾の陸軍部隊編合表　昭１３年末 （戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-159
参謀総長隷下部隊　中央直属部隊・内地・朝鮮・台湾の陸軍部隊
戦闘序列　昭１２～１６における

（戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-160 船舶部隊調査表 （戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-161 工兵・鉄道部隊調査表 （戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-162 工兵．鉄道部隊調査表 （戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-163 自動車部隊調査表　昭１２～１６ （戦史部）山下義之

中央-作戦指導戦闘序列-164 戦闘序列綴　昭２０．４．８ 第１復員局　資料整理部

中央-作戦指導戦闘序列-165 戦闘序列綴　巻２　昭２０．６ -

中央-作戦指導戦闘序列-166 関東軍戦闘序列　昭２０．５ -

中央-作戦指導戦闘序列-167 内地各軍戦闘序列　昭２０．４ -

中央-作戦指導戦闘序列-168
昭和１２年末～１５年末．１６年７月４日に於ける　各軍戦闘序列
（案）　昭和１２～１５．１６．７．４

山下事務官

中央-作戦指導戦闘序列-169 外地部隊戦闘序列概見表 復員課第４班

中央-作戦指導戦闘序列-170 戦闘序列部隊一覧表　昭和２０．６．３０現在 大陸参第３課

中央-作戦指導戦闘序列-171 外地部隊戦闘序列概見　昭和２０．８以前 -



令和４年８月２日

中央-作戦指導戦闘序列-172 外地部隊戦闘序列概見　昭和２０．８．１５以前 第１復員省

中央-作戦指導重要電報-1 第２．第３航空軍発電綴　昭１７．９～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-2 第４航空軍発電綴　昭和１８．８～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-5 飛行師団．飛行団　発電綴　巻１　昭和１７～１９ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-6 飛行師団．飛行団　発電綴　巻２　昭和１７～１９ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-7 参謀本部発電綴　昭和１６ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-8 昭和１７　参謀本部発電綴 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-9 昭和１８年　参謀本部発電綴　昭和１８．１～１８．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-10 昭和１９年　参謀本部発電綴　巻１　昭和１９．１～１９．７ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-11 昭和１９　参謀本部発電綴　巻２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-12 参謀本部発来電綴（写）　其の１　昭和１６．１０～１６．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-13 参謀本部発来電綴（写）　其の２　昭和１７．１～１７．２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-14 参謀本部発来電綴（写）　其の３　昭和１７．３～１７．５ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-15 参謀本部発来電綴（写）　其の４　昭和１７．６～１７．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-16 参謀本部発来電綴（写）　其の５　昭和１８．１～１８．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-17 参謀本部発来電綴（写）　其の６　昭和１９．１～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-18 参謀本部発来電綴（写）航空　昭和１７．１～１７．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-20 関東軍．同隷下部隊　発電綴　巻１　昭和１６．１０～１９．７ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-21 関東軍．同隷下部隊　発電綴　巻２　昭和１９．７～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-23 支那派遣軍発電綴　巻１　昭和１６．１０～１９．４ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-24 支那派遣軍発電綴　巻２　昭和１９．４～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-25 支那派遣軍電報綴　昭和１６．１０．３～１７．１０．９ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-26 支那総軍電報綴　昭和２０．１２～２１．５ 第１軍司令部

中央-作戦指導重要電報-27 第１１軍（附第６方面軍）発電綴　巻１　昭和１８．５～１９．６ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-28 第１１軍（附第６方面軍）発電綴　巻２　昭和１９．７ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-29 第１１軍（附第２０軍）発電綴　巻３　昭和１９．８～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-30 第１１軍浙?作戦電報綴　昭和１７．５．２３～１７．７．２１ 大陸（参謀本部）

中央-作戦指導重要電報-31 第１１軍湘桂作戦電報綴（其の１）　昭和１９．４．２３～１９．８．１１ 大陸（参謀本部）

中央-作戦指導重要電報-32
第１１軍湘桂作戦電報綴（其の２）　昭和１９．８．１８～１９．１２．１
０

大陸（参謀本部）

中央-作戦指導重要電報-33
第１１軍湘桂作戦電報綴（旭放送）其の１　昭和１９．６．５～１９．
８．９

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-34
第１１軍湘桂作戦電報綴（旭放送）其の２　昭和１９．８．２１～１９．
１１．１４

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-35
北支各軍　（北支那方面軍　第１軍　第１２軍　第４７師団　独混第
８旅団｝発電綴　昭和１６．１２～１９．１２

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-36
京漢作戦．第１軍（乙集）　電報綴（１）　昭和１９．５．１２～１９．６．
１３

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-37 京漢作戦．北支那方面軍（甲部隊）　電報綴（２）　昭和１６～１９ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-38
京漢作戦．第１２軍（仁部隊）　電報綴（３）　昭和１９．５．６～１９．
６．８

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-39 発来電綴（北支那方面軍）（写）　昭和１６．１０～１７．１ 参謀本部



令和４年８月２日

中央-作戦指導重要電報-40 １号作戦発来電綴（北支各軍）（写）　昭和１８．１１～１９．６ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-41 １号作戦発来電綴（支那各軍）　昭和１９．５～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-42
南支那方面　（第２３軍　北部仏印　第３８軍　第２１師団｝関係電
報綴　昭和１６．１０～１９．１２

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-43 第１３軍発電綴　昭和１７．１～１９．１１ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-44 発来電綴（第１３軍）（写）　昭和１７．１～１９．１０ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-45
発来電綴　第１３軍　登集団　第１１軍　呂集団　（写）　昭和１７．４
～１７．８

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-46 第１３軍関係電報綴　昭和１６．１０～１９．１０ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-47 支那派遣軍電報（航空）綴　昭和１８．２．２７～１８．１２．２９ 支那派遣軍参謀本部

中央-作戦指導重要電報-48
中支那方面　（支那派遣軍　第１１軍　江南進撃作戦　常徳作戦）
関係電報綴　昭和１８．４～６．１８．１１～１２

-

中央-作戦指導重要電報-49 第２３軍（附．香港総督部）発電綴　昭和１７．１～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-50
支那派遣軍　来電　総参１電　総参２電　総参４電　関係電報綴
昭和１６．１１～１９．９

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-51 南方軍発電綴　昭和１６．１１～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-52
南方軍発電綴　附　第７方面軍　第１６軍　第２５軍　第４６師団
第４８師団　昭和１６．１１～１９．６

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-53 南方軍（隷下部隊）関係電報綴　昭和１６．１０．１９～１７．１２．２３ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-54 南方軍（隷下部隊）関係電報綴　昭和１８．１～１８．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-55 南方軍（隷下部隊）関係電報綴　昭和１９．１．２～１９．１２．３１ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-56 第２方面軍発電綴　巻１　昭和１８．１２～１９．７ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-57 第２方面軍発電綴　巻２　昭和１９．８～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-58 第８方面軍発電綴　巻１　昭和１７．１１～１８．３ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-59 第８方面軍発電綴　巻２　昭和１８．４～１８．７ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-60 第８方面軍発電綴　巻３　昭和１８．８～１８．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-61 第８方面軍発電綴　巻４　昭和１９．１～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-62 第８方面軍関係発来電綴（写）　昭和１８．１～１８．４ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-63 第８方面軍関係発来電綴（写）　昭和１８．５．８ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-64 第８方面軍関係発来電綴（写）　昭和１８．７～１８．８ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-65 第８方面軍関係発来電綴（写）　昭和１８．９～１８．１１ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-66 第８方面軍関係発来電綴（写）　昭和１８．９～１８．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-67 第８方面軍関係発来電綴（写）　昭和１９．３～１９．５ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-68 第１７軍発電綴　巻１　昭和１７．７～１８．１１ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-69
第１７軍発電綴（附南海支隊　南東支隊　第６師団）　巻０２　昭和
１８．１２～１９．１２

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-70 第１７軍関係発来電綴（写）　昭和１８．１～１８．６ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-71 第１７軍関係発来電綴（写）　昭和１８．７～１８．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-72 第１７軍関係発来電綴（写）　昭和１９．１～１９．１０ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-73 第１８軍発電綴　巻１　昭和１７．６～１８．８ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-74 第１８軍発電綴　巻２　昭和１８．９～１８．１０ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-75 第１８軍発電綴　巻３　昭和１８．１１～１８．１２ 参謀本部



令和４年８月２日

中央-作戦指導重要電報-76 第１８軍発電綴　巻４　昭和１９．１～１９．２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-77 第１８軍発電綴　巻５　昭和１９．３～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-78 第１８軍関係発来電綴（写）　昭和１８．７～１８．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-79 第１８軍関係発来電綴（写）　昭和１９．１～１９．２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-80 第１８軍関係発来電綴（写）　昭和１９．６～１９．１０ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-81 第２軍　第３２師団　発電綴　昭和１９．１～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-82 第１９軍発電綴　昭和１８．１～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-83
第５１師団関係発来電綴（写）　昭和１８．１～１８．５　第８方面軍
関係発来電綴（写）　昭和１９．１１～１９．１２

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-85 第４１師団関係発来電綴（写）　昭和１８．１～１９．４ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-86
内地．台湾．朝鮮．各軍　第３１．３２軍　発電綴　昭和１９．１～１
９．１２

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-87 大．公使館発電綴　昭和１６．１０～１９．１２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-88 重複電報綴　昭和１７．１１～１８．２ 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-89 不明電報綴 参謀本部

中央-作戦指導重要電報-90
泰．ビルマ　比島．仏印　方面発電綴　第１４軍　第１４方面軍　第
３０混成旅団　第８師団　他　昭和１６．１１～１９．１２

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-91
南東太平洋方面　（第８方面軍　第１７軍　南海支隊｝関係電報綴
昭和１６．１２～１７．１２

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-92
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７．１８軍　第４航空軍　関係電
報綴　昭和１８．１～１８．２

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-93
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７．１８軍　第４航空軍　関係電
報綴　昭和１８．３～１８．４

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-94
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７．１８軍　第４航空軍　関係電
報綴　昭和１８．５～１８．６

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-95
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７．１８軍　第４航空軍　関係電
報綴　昭和１８．７

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-96
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７．１８軍　第４航空軍　関係電
報綴　昭和１８．８

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-97
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７．１８軍　第４航空軍　関係電
報綴　昭和１８．９

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-98
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７．１８軍　第４航空軍　関係電
報綴　昭和１８．１０

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-99
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７．１８軍　第４航空軍　関係電
報綴　昭和１８．１１

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-100
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７．１８軍　第４航空軍　関係電
報綴　昭和１８．１２

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-101
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７．１８軍　第４航空軍　関係電
報綴　昭和１９．１

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-102
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７．１８軍　第４航空軍　関係電
報綴　昭和１９．２

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-103
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７．１８軍　第４航空軍　関係電
報綴　昭和１９．３

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-104
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７軍　第２方面軍　第１８軍　第
４航空軍　関係電報綴　昭和１９．４～１９．５

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-105
南東太平洋方面　第８方面軍　第１７軍　第２方面軍　第１８軍　第
４航空軍　関係電報綴　昭和１９．６～１９．１２

参謀本部

中央-作戦指導重要電報-106
関東軍．小笠原兵団．台湾軍　内地兵団．アリューシャン方面　関
係電報綴　昭和１６～１９年

-

中央-作戦指導重要電報-107 華府会議陸軍隨員電報　大正１０．１１起 米班

中央-作戦指導重要電報-108 発来電綴　昭和１８．１～４ 第８方面軍

中央-作戦指導重要電報-109 発来電綴　昭和１８．５～８ 第８方面軍

中央-作戦指導重要電報-110 発来電綴　昭和１８．７～８ 第８方面軍

中央-作戦指導重要電報-111 発来電綴　昭和１８．９～１１ 第８方面軍

中央-作戦指導重要電報-112 発来電綴　昭和１８．９～１２ 第８方面軍
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中央-作戦指導重要電報-113 発来電綴　昭和１９．３～５ 第８方面軍

中央-作戦指導重要電報-114 発来電綴　昭和１８．１～５　昭和１９．１１～１２ 第８方面軍　第５１師団

中央-作戦指導重要電報-115 発来電綴　昭和１７．４～８ 第１３軍

中央-作戦指導重要電報-116 発来電綴　昭和１７．１～１９．１０ 第１３軍

中央-作戦指導重要電報-117 発来電綴　昭和１８．１～６ 第１７軍

中央-作戦指導重要電報-118 発来電綴　昭和１８．７～１２ 第１７軍

中央-作戦指導重要電報-119 発来電綴　昭和１９．１～１０ 第１７軍

中央-作戦指導重要電報-120 発来電綴　昭和１８．７～１２ 第１８軍

中央-作戦指導重要電報-121 発来電綴　昭和１９．１～２ 第１８軍

中央-作戦指導重要電報-122 発来電綴　昭和１９．６～１２ 第１８軍

中央-作戦指導重要電報-123 発来電綴　昭和１６．１０～１７．１ 北支方面軍

中央-作戦指導重要電報-124 発来電綴（１号作戦）　昭和１８．１２～１９．６ 北支各軍

中央-作戦指導重要電報-125 発来電綴（１号作戦）　昭和１９．５～１２ 支那各軍

中央-作戦指導重要電報-126 発来電綴　昭和１７．１～２ 大本営

中央-作戦指導重要電報-127 発来電綴　昭和１９．１～１２ 大本営

中央-作戦指導重要電報-128 発来電綴　昭和１６．１０～１２ 大本営

中央-作戦指導重要電報-129 発来電綴（航空）　昭和１７．１～１２ 大本営

中央-作戦指導重要電報-130 発来電綴　昭和１７．３～５ 大本営

中央-作戦指導重要電報-131 発来電綴　昭和１７．６～１２ 大本営

中央-作戦指導重要電報-132 発来電綴　昭和１８．１～１２ 大本営

中央-作戦指導重要電報-133 庶務関係　来外電綴　昭和１３．２～１７．１２ -

中央-作戦指導重要電報-134_2 起案祝電　訓令　上奏案綴　昭和１７．４～１９．８ 大本営陸軍部第２課

中央-作戦指導戦訓-1 戦訓特報綴　其の１（第１～１３号）　昭１８ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-2 戦訓特報綴　其の２（第１４～２４号附録）　昭和１９ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-3 戦訓特報綴　其の３（第２５～３５号）　昭和１９ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-4 戦訓特報綴　其の４（第３８～４１号）　昭１９～２０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-5 戦訓特報綴　其の５　昭２０．３～２０．６ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-6 戦訓特報綴　其の６（第４８号）　昭２０．６．２９ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-7 戦訓特報　第１号　昭１８．６．２０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-8 戦訓特報　第４号　昭１８．８．２５ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-9 戦訓特報　第９号　昭１８．１１．１８ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-10 戦訓特報　第１４号　昭１９．１．１ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-11 戦訓特報　第１８～２１号　昭１９．２．１６～１９．５．３ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-12 戦訓特報　第３４・４２号　昭１９．１０．３１～２０．３．１６ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-12_2
戦訓特報　第４２号　皇軍防御能力に関する統計的観察　昭和２０
年３月１６日　高嶋少将史料

大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-13 戦訓特報　第２４号　昭１９．６．１０ 大本営陸軍部



令和４年８月２日

中央-作戦指導戦訓-14 戦訓特報　第２４号附録　昭１９．６．１０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-15 戦訓特報　第２８号　昭１９．７．２０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-16 戦教速報　第１～２０号　昭１９．４．２０～１９．７．１４ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-17 戦教速報　第１４～２０号　昭１９．６．２０～１９．７．１４ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-18 戦教速報　第２０～４０号　昭１９．７．１４～１９．９．１４ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-19 戦教速報　第２１～４０号　昭１９．７．２０～１９．９．１４ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-20 戦訓速報　第１～２６号　昭１８．１１．４～１９．２．１５ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-21 戦訓速報　第１～１９号　昭１８．１１．４～１９．１．１９ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-22 戦訓速報　第２０～２９号　昭１９．１．２７～１９．２．２９ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-23 戦訓速報　第３１号～３８号　昭１９．３．１～１９．３．２０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-24 戦訓速報　第４０号　昭１９．３．２４ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-25 戦訓速報　第４１～４３号　昭１９．９．２１～１９．９．２９ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-26 戦訓速報　第５２号　昭１９．５．６ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-27 戦訓速報　第５７号　昭１９．５．１０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-28 戦訓速報綴　昭１９～２０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-29 戦訓速報　昭１９．３．８ 南方軍総司令部

中央-作戦指導戦訓-30 戦訓速報　昭１９．６～２０．５ 南方軍総司令部

中央-作戦指導戦訓-31 戦訓報　第１～９号　昭１８．７．５～１８．１０．１０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-32
戦訓報　第９～１０号（シシリー作戦より観たる米英軍の上陸作戦
に関する教訓）

大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-33 戦訓報　第１１号　昭１８．１１．８ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-34 戦訓報　第１２～１６号　昭１８．１０．２０～１８．１１．３０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-35
戦訓報　第１５号（南東方面「ジャングル」地帯に於ける砲兵戦闘
の参考）　昭１８．１１．１１

大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-36 戦訓報　第１８号（対米濠空軍高射砲戦闘の教訓）　昭１８．１２．９ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-37 戦訓報　第２０号　昭１８．１２ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-38 戦訓報　第２４号　昭１９．１．２０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-39 戦訓報　第２７号　昭１９．１．３１ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-40 戦訓報　第３０号　昭１９．３．１８ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-41
戦訓報　第３３号（北千島武蔵地区に於ける敵艦砲射撃に関する
教訓）　昭１９．５．３

大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-42 戦訓報　第３６～３９号　昭１９．５．２７～１９．６．２８ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-43 戦訓報　第４１号　昭１９．７．２２ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-44 戦訓報　第４４号　昭１９．１０．２６ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-45 戦訓報　第４～５６号（欠号あり）　昭１８．７．５～２０．６．１８ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-46 戦訓報　第６～５６号（欠号あり）　昭１８．９．１５～２０．６．１８ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-47 戦訓報　第４６～５６号　昭１９．１２．１８～２０．６．１８ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-48 戦訓報　第５６号（合冊）　昭２０．６．１８ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-49 戦訓集　昭１９．１．２０ 第３航空軍　第２０野戦航空廠
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中央-作戦指導戦訓-50 戦訓集　昭１９．１．２０ 第３航空軍　第２０野戦航空廠

中央-作戦指導戦訓-51 戦訓集　昭１９．５．５ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-52 戦訓集　昭１９．１１．８ 直兵団司令部　写

中央-作戦指導戦訓-53 戦訓集　第６～７号　昭２０．１．７～２０．１．１１ 直兵団司令部　写

中央-作戦指導戦訓-54 戦訓集　第１０～１２号　昭２０．３．１０ 直兵団司令部　写

中央-作戦指導戦訓-55 戦訓集綴　昭２０．５ 直兵団司令部　写

中央-作戦指導戦訓-56 支総戦訓速報　第１２号　昭１９．６．１０ 直兵団司令部　写

中央-作戦指導戦訓-57 支総戦訓速報　乙　第１２号　昭１９．１０．１６ 直兵団司令部　写

中央-作戦指導戦訓-58 支総戦訓速報　甲　第２０．２２．３２．４４．４９．７８号　昭１９～２０ 直兵団司令部　写

中央-作戦指導戦訓-59 直兵戦訓　第３号　昭１９．１２．２４ 直兵団司令部　写

中央-作戦指導戦訓-60 直兵団戦訓綴　第１６号　昭２０．６．１９ 直兵団司令部　写

中央-作戦指導戦訓-61 基兵団「サラモア」附近　防御に関する教訓　昭１８．１１．８ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-62 東部「ニューギニヤ」方面に於ける遊撃戦の参考　昭１８．１２ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-63 米英軍砲爆撃の実相　昭１９．７ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-64 海洋作戦に於ける兵站的教訓　昭１９．５ 参謀本部　岩越少佐

中央-作戦指導戦訓-65
レイテ島に於ける戦闘経過の概要並教訓（戦訓特報第４０号）　昭
２０．２．２６

大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-66 挺進遊撃戦に関する戦訓（戦訓報第４８号）　昭１９．１２．１９ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-67 戦訓綴（対戦車．上陸．障害．砲爆撃） 佐藤中尉

中央-作戦指導戦訓-68 インパール作戦　ガダルカナル作戦　観察及び教訓 -

中央-作戦指導戦訓-69 沖縄作戦の教訓（その他の戦訓綴）　昭２０．６．２０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-70 音波戦の教訓　昭２０．１１．３０ 暁部隊　篠原啓一

中央-作戦指導戦訓-71 特情に関する戦訓
（関東軍司令部付）陸軍中佐
萩野健雄

中央-作戦指導戦訓-72 熱地作戦の参考外　昭１９ 名古屋師団司令部

中央-作戦指導戦訓-73 通信に関する戦訓　昭１９．６．１７～２０．８．２
陸軍兵器行政本部　第５陸軍技
術研究所

中央-作戦指導戦訓-74 上陸防御に於ける砲兵戦闘の参考　昭１９．４．２５ 陸軍野砲兵学校

中央-作戦指導戦訓-75 対空戦闘の参考（小銃・機関銃・山砲射撃） -

中央-作戦指導戦訓-78 小戦例集
宮第３８０３部隊　近衛歩兵第４
連隊

中央-作戦指導戦訓-79 小戦例集　第１集～第３集　昭１７．１２ 第３６師団

中央-作戦指導戦訓-81 戦訓速報　第１８７号（沖縄作戦の教訓）　昭２０．６．２０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-82 戦訓集　全　昭５改訂 陸軍士官学校

中央-作戦指導戦訓-83 戦訓集　全　昭１３改訂 陸軍士官学校

中央-作戦指導戦訓-84 戦訓集　全　昭１４改訂 陸軍士官学校

中央-作戦指導戦訓-85 旧日本陸軍の夜間戦闘　昭２９．２．１１ 米極東陸軍　司令部戦史課

中央-作戦指導戦訓-86 旧日本陸軍の夜間戦闘　昭２９．２．１１ 米極東陸軍　司令部戦史課

中央-作戦指導戦訓-87 旧日本陸軍の夜間戦闘　昭２９．２．１１ 米極東陸軍　司令部戦史課

中央-作戦指導戦訓-88 旧日本陸軍の夜間戦闘　昭２９．２．１１ 米極東陸軍　司令部戦史課



令和４年８月２日

中央-作戦指導戦訓-89 旧日本陸軍夜間攻撃戦例集　日露戦争－大東亜戦争間 第１復員局

中央-作戦指導戦訓-90 旧日本陸軍夜間攻撃戦例集　日露戦争－大東亜戦争間 第１復員局

中央-作戦指導戦訓-91 旧日本陸軍夜間攻撃戦例集　日露戦争－大東亜戦争間 第１復員局

中央-作戦指導戦訓-92 旧日本陸軍夜間攻撃戦例集　日露戦争－大東亜戦争間 第１復員局

中央-作戦指導戦訓-93 小戦例集　第１輯　昭１４ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-94 小戦例集　第１輯　昭１４ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-95 小戦例集　第１輯　昭１４ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-96 小戦例集　第１輯　昭１４ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-97 小戦例集　第１輯　昭１４ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-98 小戦例集　第２輯　昭１４ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-99 小戦例集　第２輯　昭１４ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-100 小戦例集　第２輯　昭１４ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-101 小戦例集　第２輯　昭１４．３ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-102 小戦例集　第２輯　昭１４．３ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-103 小戦例集　第３輯　昭１４．３ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-104 小戦例集　第３輯　昭１４．３ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-105 小戦例集　第３輯　昭１４．３ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-106 小戦例集　第３輯　昭１４．３ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-107 小戦例集　第３輯　昭１４．３ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-108 小戦例集　第４輯　昭１６．４ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-109 小戦例集　第４輯　昭１６．４ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-111 小戦例集　歩兵　大東亜戦争 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-112 小戦例集　工兵．鉄道兵　大東亜戦争 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-113 小戦例集　工兵．鉄道兵　大東亜戦争 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-114 小戦例集　輜重之部　大東亜戦争 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-115 小戦例集　通信之部　大東亜戦争 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-116 小戦例集　通信之部　大東亜戦争 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-117 小戦例集　通信之部　大東亜戦争 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-118 機甲部隊の戦例集　大東亜戦争関係 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-119 機甲部隊の戦例集　大東亜戦争関係 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-120 「ノモンハン」事件小戦例集　昭１６．２ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-121 「ノモンハン」事件小戦例集　昭１６．２ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-122 「ノモンハン」事件小戦例集　昭１６．２ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-123 「ノモンハン」事件小戦例集　昭１６．２ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-124 小戦例集　第１集　昭１１．１１．１０ 陸軍士官学校

中央-作戦指導戦訓-125 小戦例集　第２集　昭１１．１１．１０ 陸軍士官学校
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中央-作戦指導戦訓-126 実戦教訓集（天）　香港攻略戦訓
第１砲兵司令官　中将　北島驥
子雄

中央-作戦指導戦訓-127 実戦教訓集（地）　比島作戦戦訓
第１砲兵司令官　中将　北島驥
子雄

中央-作戦指導戦訓-128 工兵小戦例集 陸上幕僚監部　施設課

中央-作戦指導戦訓-129 小戦例集　第１集　昭１５ 陸軍士官学校

中央-作戦指導戦訓-130
戦訓特報　第４号　大東亜戦争工兵関係教訓（交通渡河）　昭１
８．８．２５

大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-131
戦訓特報　東部ニューギニヤ作戦の体験に基く教訓　昭１７．７～
１８．４

大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-132
戦訓特報　第１４号　艇隊（大発）を以てする対魚雷艇戦闘要領
昭１９．１．１

大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-133
戦訓特報　第１４号　艇隊（大発）を以てする対魚雷艇戦闘要領
昭１９．１．１

大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-134
戦訓特報　第４０号　レイテ島に於ける作戦経過の概要並に教訓
昭２０．２．２６

大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-135 戦訓速報　第１３６．１４３．１４７号　昭１９．１２～２０．１．２７ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-136 戦訓綴　昭２０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-137 「ニューギニヤ」戦訓の１部　昭１９．８．５ 南方軍総司令部

中央-作戦指導戦訓-138 「ニューギニヤ」戦訓の１部　昭１９．８．５ 南方軍総司令部

中央-作戦指導戦訓-139 「ラバール」附近に於ける救荒植物　昭１９．６ 兵站総監部分室

中央-作戦指導戦訓-141 戦車第１大隊戦闘体験事項蒐録　昭１３．１０ 戦車第１大隊

中央-作戦指導戦訓-143 粛正討伐の参考　１／２部中　昭１８．５ 北支軍司令部

中央-作戦指導戦訓-144 粛正討伐の参考　２／２部中　昭１８．５ 北支軍司令部

中央-作戦指導戦訓-145 共産軍根拠地掃蕩剔択の参考　戦訓報綴第１３号抜萃 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-146 実戦の体験に基く小部隊指揮の要領　昭１６．１２ 偕行社記事

中央-作戦指導戦訓-147 白紙戦術集　第３集　昭１５．９ 偕行社記事

中央-作戦指導戦訓-148 冬季戦例集 北部方面総監部

中央-作戦指導戦訓-149 南方地域に於ける作戦に関する観察　昭１８．１１．２５ -

中央-作戦指導戦訓-150 戦訓特報　第４４～４５号　昭２０．３～２０．４ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-151 戦訓特報　第４４～４６号　昭２０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-152 戦訓特報　第４６号　昭２０．４．３０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-153 戦訓特報　第４８号　沖縄作戦の教訓　昭２０．６．２９ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-154 戦訓報　第３号　昭１８ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-155 経戦訓　第６～１７号　昭１９．６．２５～１９．１１．２９ 野戦経理長官部

中央-作戦指導戦訓-156 技術戦訓報　第５～第８号　昭２０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-157 通信に関する戦訓綴　昭１９
陸軍兵器行政本部　第５陸軍技
術研究部

中央-作戦指導戦訓-158 対機甲戦闘の参考 第２５５部隊

中央-作戦指導戦訓-159 戦法．戦闘法資料 安倍邦夫資料

中央-作戦指導戦訓-160 敵軍戦法彙報　昭２０．１．２８～２０．３．２０ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-161 教育総監部編小戦例集　第１集 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-162 教育総監部編小戦例集　第２集 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-163 教育総監部編小戦例集　第３集 教育総監部
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中央-作戦指導戦訓-164 教育総監部編小戦例集　第４集 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-165 冬季作戦の参考　昭１２．１１
関東軍司令部編　関東軍参謀
長　東條英機

中央-作戦指導戦訓-166 大東亜戦争に於ける機甲部隊の小戦例集　昭１９．１ 教育総監部

中央-作戦指導戦訓-167 解説　戦陣訓　昭１６．３ 東京日日新聞　大阪毎日新聞

中央-作戦指導戦訓-168
第６感に依る敵側秘密戦の看破に就て　昭１８．８　防諜教育資料
第２号

緬甸方面軍　憲兵隊本部

中央-作戦指導戦訓-169 局部包囲に依る対匪戦法 -

中央-作戦指導戦訓-170 艦砲射撃等に関する「サイパン」戦訓に就いて　昭１９．８ 連合艦隊　島村大佐述

中央-作戦指導戦訓-171 防衛．防空　戦訓速報　昭和１８．１１．１７ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-172 戦訓報総目録　昭和３６．６　整理遂次追補 -

中央-作戦指導戦訓-173 戦場の教訓　昭和１２．４～１３．６ 陸軍士官学校等

中央-作戦指導戦訓-174 夜間攻撃に関する戦訓　昭和１９．９ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-175
緬甸方面作戦（討伐）に基く教訓（戦訓特報第１０号）　昭和１８．１
１．３０

大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-176
硫黄島より得た洞窟陣地の戦訓　石情別冊第２８号　戦訓速報
昭和２０．３

球第１６１６部隊

中央-作戦指導戦訓-178 日本軍上陸作戦に関する史的総合観察　昭和２５．１１ 復員局

中央-作戦指導戦訓-179 陸軍葬儀委員長（抜萃）　昭和２８．３記 池田純久陸軍中将

中央-作戦指導戦訓-180 那須義雄少将回想録　昭和２９．４記 厚生省引揚援護局

中央-作戦指導戦訓-181 各種戦列及教訓集　大正８～９年 -

中央-作戦指導戦訓-182 日露戦争～大東亜戦争間　日本陸軍夜間攻撃戦例集 -

中央-作戦指導戦訓-183
日露戦争～大東亜戦争間　日本陸軍夜間攻撃戦例集　昭和２９．
２

米極東軍司令部戦史課

中央-作戦指導戦訓-184
日露戦争～大東亜戦争間　日本陸軍夜間攻撃戦例集　昭和２９．
２

米極東軍司令部戦史課

中央-作戦指導戦訓-185 戦訓速報　第１～８９号　昭和１８．１１～１９．８ 大本営陸軍部

中央-作戦指導戦訓-186 勇戦奮闘の戦例集　１／３　昭和１４年１月１９日 第１１０師団

中央-作戦指導戦訓-187 勇戦奮闘の戦例集　２／３　昭和１６年１月２５日 第１１０師団

中央-作戦指導戦訓-188 勇戦奮闘の戦例集　３／３　昭和１６．１０．３０ 第１１０師団

中央-作戦指導戦訓-189 ビルマ方面戦訓報 -

中央-作戦指導日記-1 田中新一中将業務日誌　１／８　昭和１５．１０．１１～１５．１２．１８ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-2 田中新一中将業務日誌　２／８　昭和１５．１２．２０～１６．１．２１ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-3 田中新一中将業務日誌　３／８　昭和１６．１．２３～１６．５．１１ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-4 田中新一中将業務日誌　４／８　昭和１６．５．１２～１６．６．９ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-5 田中新一中将業務日誌　５／８　昭和１６．６．２～１６．７．４ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-6 田中新一中将業務日誌　６／８　昭和１６．７．４～１６．８．８ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-7 田中新一中将業務日誌　７／８　昭和１６．８．１０～１６．１０．８ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-8 田中新一中将業務日誌　８／８　昭和１６．１０．８～１６．１１．２８ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-9
田中新一中将業務日誌　１／８　１／３部中　昭１５．１０．１１～１
５．１２．１８

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-10
田中新一中将業務日誌　２／８　２／３部中　昭１５．１２．２０～１
６．１．２１

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-11
田中新一中将業務日誌　３／８　２／３部中　昭１６．１．２３～１６．
５．１５

参謀本部第１部長　田中新一
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中央-作戦指導日記-12
田中新一中将業務日誌　４／８　２／３部中　昭１６．５．１２～１６．
６．９

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-13
田中新一中将業務日誌　５／８　２／３部中　昭１６．６．２～１６．
７．４

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-14
田中新一中将業務日誌　６／８　２／３部中　昭１６．７．４～１６．
８．８

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-15
田中新一中将業務日誌　７／８　２／３部中　昭１６．８．１０～１６．
１０．８

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-16
田中新一中将業務日誌　８／８　２／３部中　昭１６．１０．８～１６．
１１．２８

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-17
田中新一中将業務日誌　１／８　３／３部中　昭１５．１０．１１～１
５．１２．１８

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-18
田中新一中将業務日誌　２／８　３／３部中　昭１５．１２．２０～１
６．１．２１

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-19
田中新一中将業務日誌　３／８　３／３部中　昭１６．１．２３～１６．
５．１１

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-20
田中新一中将業務日誌　４／８　３／３部中　昭１６．５．１２～１６．
６．９

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-21
田中新一中将業務日誌　５／８　３／３部中　昭１６．６．２～１６．
７．４

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-22
田中新一中将業務日誌　６／８　３／３部中　昭１６．７．４～１６．
８．８

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-23
田中新一中将業務日誌　７／８　３／３部中　昭１６．８．１０～１６．
１０．８

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-24
田中新一中将業務日誌　８／８　３／３部中　昭１６．１０．８～１６．
１１．２８

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-25 昭和１６．１１．２８～１７．１．１３　田中新一中将業務日誌　１／７ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-26 昭和１７．１．１４～１７．４．２６　田中新一中将業務日誌　２／７ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-27 昭和１７．４．２６～１７．５．６　田中新一中将業務日誌　３／７ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-28 昭和１７．５．１０～１７．６．１０　田中新一中将業務日誌　４／７ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-29 昭和１７．６．１０～１７．７．１５　田中新一中将業務日誌　５／７ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-30 昭和１７．７．１５～１７．８．２６　田中新一中将業務日誌　６／７ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-31 昭和１７．８．２７～１７．１０．１５　田中新一中将業務日誌　７／７ 参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-32
田中新一中将業務日誌　１／７　２／３部中　昭１６．１１．２８～１
７．１．１３

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-33
田中新一中将業務日誌　２／７　２／３部中　昭１７．１．１４～１７．
４．２６

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-34
田中新一中将業務日誌　３／７　２／３部中　昭１７．４．２６～１７．
５．６

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-35
田中新一中将業務日誌　４／７　２／３部中　昭１７．５．１０～１７．
６．１０

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-36
田中新一中将業務日誌　５／７　２／３部中　昭１７．６．１０～１７．
７．１５

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-37
田中新一中将業務日誌　６／７　２／３部中　昭１７．７．１５～１７．
８．２６

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-38
田中新一中将業務日誌　７／７　２／３部中　昭１７．８．２７～１７．
１０．１５

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-39
田中新一中将業務日誌　１／７　３／３部中　昭１６．１１．２８～１
７．１．１３

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-40
田中新一中将業務日誌　２／７　３／３部中　昭１７．１．１４～１７．
４．２６

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-41
田中新一中将業務日誌　３／７　３／３部中　昭１７．４．２６～１７．
５．６

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-42
田中新一中将業務日誌　４／７　３／３部中　昭１７．５．１０～１７．
６．１０

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-43
田中新一中将業務日誌　５／７　３／３部中　昭１７．６．１０～１７．
７．１５

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-44
田中新一中将業務日誌　６／７　３／３部中　昭１７．７．１５～１７．
８．２６

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-45
田中新一中将業務日誌　７／７　３／３部中　昭１７．８．２７～１７．
１０．１５

参謀本部第１部長　田中新一

中央-作戦指導日記-46
眞田穰一郎少将日記　１／４０　１／３部中　昭１４．１０．２５～１
５．３

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-46_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１４．１０．２５～１５．３　Ｎｏ．１ 眞田　穰一郎
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中央-作戦指導日記-47
眞田穰一郎少将日記　２／４０　１／３部中　昭１６．３～１６．６．１
０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-47_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１６．３～１６．６．１０　第１号　Ｎｏ．２ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-48 眞田穰一郎少将日記　３／４０　１／３部中　昭１６．１２～１７．１ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-48_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１６．１２～１７．１　第１号　Ｎｏ．３ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-49
眞田穰一郎少将日記　４／４０　１／３部中　昭１７．１．３０～１７．
３．２９

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-49_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１７．１．３０～１７．３．２９　Ｎｏ．４ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-50
眞田穰一郎少将日記　５／４０　１／３部中　昭１７．６．８～１７．
７．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-50_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１７．６．８～１７．７．１５　Ｎｏ．５ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-51
眞田穰一郎少将日記　６／４０　１／３部中　昭１７．７．１６～１７．
８．２０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-51_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１７．７．１６～１７．８．２０　Ｎｏ．６ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-52
眞田穰一郎少将日記　７／４０　１／３部中　昭１７．８．２１～１７．
９．１８

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-52_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１７．８．２１～１７．９．１８　Ｎｏ．７ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-53
眞田穰一郎少将日記　８／４０　１／３部中　昭１７．９．１８～１７．
１０．２１

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-53_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１７．９．１８～１７．１０．２１　Ｎｏ．８ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-54
眞田穰一郎少将日記　９／４０　１／３部中　昭１７．１０．２１～１
７．１１．２０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-54_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１７．１０．２１～１７．１１．２０　Ｎｏ．９ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-55
眞田穰一郎少将日記　１０／４０　１／３部中　昭１７．１１．２０～１
７．１２．２７

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-55_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１７．１１．２０～１７．１２．２７　Ｎｏ．１０ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-56
眞田穰一郎少将日記　１１／４０　１／３部中　昭１７．１２．２８～１
８．２．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-56_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１７．１２．２８～１８．２．１５　Ｎｏ．１１ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-57
眞田穰一郎少将日記　１２／４０　１／３部中　昭１８．２．１５～１
８．４．２０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-57_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．２．１５～１８．４．２５　Ｎｏ．１２ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-58
眞田穰一郎少将日記　１３／４０　１／３部中　昭１８．４．２０～１
８．５．６

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-58_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．４．２０～１８．５．６　Ｎｏ．１３ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-59
眞田穰一郎少将日記　１４／４０　１／３部中　昭１８．５．６～１８．
５．２２

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-59_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．５．６～１８．５．２２　Ｎｏ．１４ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-60
眞田穰一郎少将日記　１５／４０　１／３部中　昭１８．５．２２～１
８．６．６

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-60_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．５．２２～１８．６．６　Ｎｏ．１５ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-61
眞田穰一郎少将日記　１６／４０　１／３部中　昭１８．６．６～１８．
６．２２

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-61_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．６．６～１８．６．２２　Ｎｏ．１６ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-62
眞田穰一郎少将日記　１７／４０　１／３部中　昭１８．６．２２～１
８．７．１１

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-62_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．６．２２～１８．７．１１　Ｎｏ．１７ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-63
眞田穰一郎少将日記　１８／４０　１／３部中　昭１８．７．１１～１
８．７．２８

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-63_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．７．１１～１８．７．２８　Ｎｏ．１８ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-64
眞田穰一郎少将日記　１９／４０　１／３部中　昭１８．７．２８～１
８．１２．２５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-64_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．７．２８～１８．１２．２５　Ｎｏ．１９ 眞田　穰一郎
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中央-作戦指導日記-65
眞田穰一郎少将日記　２０／４０　１／３部中　昭１８．８．１～１８．
９．１１

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-65_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．８．１～１８．９．１１　Ｎｏ．２０ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-66
眞田穰一郎少将日記　２１／４０　１／３部中　昭１８．９．１２～１
８．９．３０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-66_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．９．１２～１８．９．３０　Ｎｏ．２１ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-67
眞田穰一郎少将日記　２２／４０　１／３部中　昭１８．９．３０～１
８．１０．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-67_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．９．３０～１８．１０．１５　Ｎｏ．２２ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-68
眞田穰一郎少将日記　２３／４０　１／３部中　昭１８．１０．１５～１
８．１１．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-68_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．１０．１５～１８．１１．１５　Ｎｏ．２３ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-69
眞田穰一郎少将日記　２４／４０　１／３部中　昭１８．１１．１８～１
８．１２．２３

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-69_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．１１．１８～１８．１２．２３　Ｎｏ．２４ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-70
眞田穰一郎少将日記　２５／４０　１／３部中　昭１８．１２．２３～１
９．１．１９

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-70_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１８．１２．２３～１９．１．１９　Ｎｏ．２５ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-71
眞田穰一郎少将日記　２６／４０　１／３部中　昭１９．１．２０～１
９．２．１０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-71_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１９．１．２０～１９．２．１０　Ｎｏ．２６ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-72
眞田穰一郎少将日記　２７／４０　１／３部中　昭１９．２．１１～１
９．２．２５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-72_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１９．２．１１～１９．２．２５　Ｎｏ．２７ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-73
眞田穰一郎少将日記　２８／４０　１／３部中　昭１９．２．２６～１
９．３．１９

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-73_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１９．２．２６～１９．３．１９　Ｎｏ．２８ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-74
眞田穰一郎少将日記　２９／４０　１／３部中　昭１９．３．２０～１
９．５．３

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-74_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１９．３．２０～１９．５．３　Ｎｏ．２９ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-75
眞田穰一郎少将日記　３０／４０　１／３部中　昭１９．５．４～１９．
６．６

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-75_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１９．５．４～１９．６．６　Ｎｏ．３０ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-76
眞田穰一郎少将日記　３１／４０　１／３部中　昭１９．６．６～１９．
６．２７

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-76_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１９．６．６～１９．６．２７　Ｎｏ．３１ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-77
眞田穰一郎少将日記　３２／４０　１／３部中　昭１９．６．２７～１
９．８．８

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-77_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１９．６．２７～１９．８．８　Ｎｏ．３２ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-78
眞田穰一郎少将日記　３３／４０　１／３部中　昭１９．８．９～１９．
９．１７

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-78_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１９．８．９～１９．９．１７　Ｎｏ．３３ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-79
眞田穰一郎少将日記　３４／４０　１／３部中　昭１９．９．１８～１
９．１０．１７

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-79_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１９．９．１８～１９．１０．１７　Ｎｏ．３４ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-80
眞田穰一郎少将日記　３５／４０　１／３部中　昭１９．１０．１８～１
９．１１．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-80_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１９．１０．１８～１９．１１．５　Ｎｏ．３５ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-81
眞田穰一郎少将日記　３６／４０　１／３部中　昭１９．１１．６～１
９．１２．２

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-81_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１９．１１．６～１９．１２．２　Ｎｏ．３６ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-82
眞田穰一郎少将日記　３７／４０　１／３部中　昭１９．１２．２～２
０．１．６

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-82_2 眞田穣一郎少将日記　昭和１９．１２．２～２０．１．６　Ｎｏ．３７ 眞田　穰一郎
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中央-作戦指導日記-83
眞田穰一郎少将日記　３８／４０　１／３部中　昭２０．１．１～２０．
１．末日

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-83_2 眞田穣一郎少将日記　昭和２０．１．１～２０．１．盡日　Ｎｏ．３８ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-84
眞田穰一郎少将日記　３９／４０　１／３部中　昭２０．７．２８～２
０．８．２３

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-84_2 眞田穣一郎少将日記　昭和２０．７．２８～２０．８．２３　Ｎｏ．３９ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-85
眞田穰一郎少将日記　４０／４０　１／３部中　昭２０．８．２３～２
０．１２．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-85_2 眞田穣一郎少将日記　昭和２０．８．２３～２０．１２．１５　Ｎｏ．４０ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-86
眞田穰一郎少将日記　１／４０　２／３部中　昭１４．１０．２５～１
５．３

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-87
眞田穰一郎少将日記　２／４０　２／３部中　昭１６．３～１６．６．１
０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-88 眞田穰一郎少将日記　３／４０　２／３部中　昭１６．１２～１７．１ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-89
眞田穰一郎少将日記　４／４０　２／３部中　昭１７．１．３０～１７．
３．２９

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-90
眞田穰一郎少将日記　５／４０　２／３部中　昭１７．６．８～１７．
７．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-91
眞田穰一郎少将日記　６／４０　２／３部中　昭１７．７．１６～１７．
８．２０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-92
眞田穰一郎少将日記　７／４０　２／３部中　昭１７．８．２１～１７．
９．１８

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-93
眞田穰一郎少将日記　８／４０　２／３部中　昭１７．９．１８～１７．
１０．２１

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-94
眞田穰一郎少将日記　９／４０　２／３部中　昭１７．１０．２１～１
７．１１．２０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-95
眞田穰一郎少将日記　１０／４０　２／３部中　昭１７．１１．２０～１
７．１２．２７

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-96
眞田穰一郎少将日記　１１／４０　２／３部中　昭１７．１２．２８～１
８．２．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-97
眞田穰一郎少将日記　１２／４０　２／３部中　昭１８．２．１５～１
８．４．２０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-98
眞田穰一郎少将日記　１３／４０　２／３部中　昭１８．４．２０～１
８．５．６

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-99
眞田穰一郎少将日記　１４／４０　２／３部中　昭１８．５．６～１８．
５．２２

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-100
眞田穰一郎少将日記　１５／４０　２／３部中　昭１８．５．２２～１
８．６．６

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-101
眞田穰一郎少将日記　１６／４０　２／３部中　昭１８．６．６～１８．
６．２２

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-102
眞田穰一郎少将日記　１７／４０　２／３部中　昭１８．６．２２～１
８．７．１１

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-103
眞田穰一郎少将日記　１８／４０　２／３部中　昭１８．７．１１～１
８．７．２８

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-104
眞田穰一郎少将日記　１９／４０　２／３部中　昭１８．７．２８～１
８．１２．２５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-105
眞田穰一郎少将日記　２０／４０　２／３部中　昭１９．１．２０～１
９．２

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-106
眞田穰一郎少将日記　２１／４０　２／３部中　昭１８．９．１２～１
８．９．３０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-107
眞田穰一郎少将日記　２２／４０　２／３部中　昭１８．９．３０～１
８．１０．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-108
眞田穰一郎少将日記　２３／４０　２／３部中　昭１８．１０．１５～１
８．１１．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-109
眞田穰一郎少将日記　２４／４０　２／３部中　昭１８．１１．１８～１
８．１２．２３

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-110
眞田穰一郎少将日記　２５／４０　２／３部中　昭１８．１２．２３～１
９．１．１９

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-111
眞田穰一郎少将日記　２６／４０　２／３部中　昭１９．１．２０～１
９．２．１０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-112
眞田穰一郎少将日記　２７／４０　２／３部中　昭１９．２．１１～１
９．２．２５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-113
眞田穰一郎少将日記　２８／４０　２／３部中　昭１９．２．２６～１
９．３．１９

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-114
眞田穰一郎少将日記　２９／４０　２／３部中　昭１９．３．２０～１
９．５．３

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-115
眞田穰一郎少将日記　３０／４０　２／３部中　昭１９．５．４～１９．
６．６

眞田　穰一郎
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中央-作戦指導日記-116
眞田穰一郎少将日記　３１／４０　２／３部中　昭１９．６．６～１９．
６．２７

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-117
眞田穰一郎少将日記　３２／４０　２／３部中　昭１９．６．２７～１
９．８．８

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-118
眞田穰一郎少将日記　３３／４０　２／３部中　昭１９．８．９～１９．
９．１７

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-119
眞田穰一郎少将日記　３４／４０　２／３部中　昭１９．９．１８～１
９．１０．１７

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-120
眞田穰一郎少将日記　３５／４０　２／３部中　昭１９．１０．１８～１
９．１１．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-121
眞田穰一郎少将日記　３６／４０　２／３部中　昭１９．１１．６～１
９．１２．２

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-122
眞田穰一郎少将日記　３７／４０　２／３部中　昭１９．１２．２～２
０．１．６

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-123
眞田穰一郎少将日記　３８／４０　２／３部中　昭２０．１．１～２０．
１．末日

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-124
眞田穰一郎少将日記　３９／４０　２／３部中　昭２０．７．２８～２
０．８．２３

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-125
眞田穰一郎少将日記　４０／４０　２／３部中　昭２０．８．２３～２
０．１２．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-126
眞田穰一郎少将日記　１／４０　３／３部中　昭１４．１０．２５～１
５．３

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-127
眞田穰一郎少将日記　２／４０　３／３部中　昭１６．３～１６．６．１
０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-128 眞田穰一郎少将日記　３／４０　３／３部中　昭１６．１２～１７．１ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-129
眞田穰一郎少将日記　４／４０　３／３部中　昭１７．１．３０～１７．
３．２９

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-130
眞田穰一郎少将日記　５／４０　３／３部中　昭１７．６．８～１７．
７．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-131
眞田穰一郎少将日記　６／４０　３／３部中　昭１７．７．１６～１７．
８．２０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-132
眞田穰一郎少将日記　７／４０　３／３部中　昭１７．８．２１～１７．
９．１８

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-133
眞田穰一郎少将日記　８／４０　３／３部中　昭１７．９．１８～１７．
１０．２１

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-134
眞田穰一郎少将日記　９／４０　３／３部中　昭１７．１０．２１～１
７．１１．２０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-135
眞田穰一郎少将日記　１０／４０　３／３部中　昭１７．１１．２０～１
７．１２．２７

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-136
眞田穰一郎少将日記　１１／４０　３／３部中　昭１７．１２．２８～１
８．２．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-137
眞田穰一郎少将日記　１２／４０　３／３部中　昭１８．２．１５～１
８．４．２０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-138
眞田穰一郎少将日記　１３／４０　３／３部中　昭１８．４．２０～１
８．５．６

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-139
眞田穰一郎少将日記　１４／４０　３／３部中　昭１８．５．６～１８．
５．２２

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-140
眞田穰一郎少将日記　１５／４０　３／３部中　昭１８．５．２２～１
８．６．６

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-141
眞田穰一郎少将日記　１６／４０　３／３部中　昭１８．６．６～１８．
６．２２

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-142
眞田穰一郎少将日記　１７／４０　３／３部中　昭１８．６．２２～１
８．７．１１

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-143
眞田穰一郎少将日記　１８／４０　３／３部中　昭１８．７．１１～１
８．７．２８

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-144
眞田穰一郎少将日記　１９／４０　３／３部中　昭１８．７．２８～１
８．１２．２５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-145
眞田穰一郎少将日記　２０／４０　３／３部中　昭１９．１．２０～１
９．２．１０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-146
眞田穰一郎少将日記　２１／４０　３／３部中　昭１８．９．１２～１
８．９．３０

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-147
眞田穰一郎少将日記　２２／４０　３／３部中　昭１８．９．３０～１
８．１０．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-148
眞田穰一郎少将日記　２３／４０　３／３部中　昭１８．１０．１５～１
８．１１．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-149
眞田穰一郎少将日記　２４／４０　３／３部中　昭１８．１１．１８～１
８．１２．２３

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-150
眞田穰一郎少将日記　２５／４０　３／３部中　昭１８．１２．２３～１
９．１．１９

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-151
眞田穰一郎少将日記　２６／４０　３／３部中　昭１９．１．２０～１
９．２．１０

眞田　穰一郎
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中央-作戦指導日記-152
眞田穰一郎少将日記　２７／４０　３／３部中　昭１９．２．１１～１
９．２．２５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-153
眞田穰一郎少将日記　２８／４０　３／３部中　昭１９．２．２６～１
９．３．１９

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-154
眞田穰一郎少将日記　２９／４０　３／３部中　昭１９．３．２０～１
９．５．３

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-155
眞田穰一郎少将日記　３０／４０　３／３部中　昭１９．５．４～１９．
６．６

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-156
眞田穰一郎少将日記　３１／４０　３／３部中　昭１９．６．６～１９．
６．２７

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-157
眞田穰一郎少将日記　３２／４０　３／３部中　昭１９．６．２７～１
９．８．８

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-158
眞田穰一郎少将日記　３３／４０　３／３部中　昭１９．８．９～１９．
９．１７

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-159
眞田穰一郎少将日記　３４／４０　３／３部中　昭１９．９．１８～１
９．１０．１７

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-160
眞田穰一郎少将日記　３５／４０　３／３部中　昭１９．１０．１８～１
９．１１．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-161
眞田穰一郎少将日記　３６／４０　３／３部中　昭１９．１１．６～１
９．１２．２

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-162
眞田穰一郎少将日記　３７／４０　３／３部中　昭１９．１２．２～２
０．１．６

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-163
眞田穰一郎少将日記　３８／４０　３／３部中　昭２０．１．１～２０．
１．末日

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-164
眞田穰一郎少将日記　３９／４０　３／３部中　昭２０．７．２８～２
０．８．２３

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-165
眞田穰一郎少将日記　４０／４０　３／３部中　昭２０．８．２３～２
０．１２．１５

眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-218 昭和１８．１０．１４～１９．８．５　眞田穰一郎少将日記清書 眞田穰一郎　（福重博清書）

中央-作戦指導日記-219 作戦秘録　其の１　作戦部長時代の日誌 元陸軍中将　宮崎周一

中央-作戦指導日記-220 作戦秘録　其の２　作戦部長時代の日誌 元陸軍中将　宮崎周一

中央-作戦指導日記-221 作戦秘録　其の３　作戦部長時代の日誌 元陸軍中将　宮崎周一

中央-作戦指導日記-222 作戦秘録　其の４　作戦部長時代の日誌 元陸軍中将　宮崎周一

中央-作戦指導日記-223 昭和２０．２．２０～２０．７　備忘録　２分冊の１
元大本営陸軍参謀　陸軍中佐
井上忠男

中央-作戦指導日記-224 昭和２０．２．２０～２０．７　備忘録　２分冊の２
元大本営陸軍参謀　陸軍中佐
井上忠男

中央-作戦指導日記-261
昭和７．２．２５～７．４．２９　白川義則大将文書（第１次上海事変
関係資料）

白川　義則

中央-作戦指導日記-262 眞田少将日記摘録　其の１ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-263 眞田少将日記摘録　其の２ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導日記-264 開戦初期に於ける　近藤傳八日記 大本営参謀　近藤傳八

中央-作戦指導日記-265 昭和１４．１．１～１４．１２．３１　飯沼守中将日記 陸軍省人事局長　飯沼守

中央-作戦指導日記-266_2 河邉正三大将日記　１／５　昭和１８．３．５～１８．７．９ 河邊正三大将

中央-作戦指導日記-266_3 河邉正三大将日記(翻刻）１／５　昭和１８．３．５～１８．７．９ 河邊正三大将

中央-作戦指導日記-267_2 河邉正三大将日記　２／５　昭和１８．７．１０～１８．１２．２ 河邊正三大将

中央-作戦指導日記-267_3 河邉正三大将日記(翻刻）　２／５　昭和１８．７．１０～１８．１２．２ 河邊正三大将

中央-作戦指導日記-268_2 河邉正三大将日記　３／５　昭和１８．１２．３～１９．４．１０ 河邊正三大将

中央-作戦指導日記-268_3 河邉正三大将日記(翻刻）　３／５　昭和１８．１２．３～１９．４．１０ 河邊正三大将

中央-作戦指導日記-269_2 河邉正三大将日記　４／５　昭和１９．４．１１～１９．７．３１ 河邊正三大将

中央-作戦指導日記-269_3 河邉正三大将日記(翻刻）　４／５　昭和１９．４．１１～１９．７．３１ 河邊正三大将

中央-作戦指導日記-270_2 河邉正三大将日記　５／５　昭和１９．８．１～１９．１０．５ 河邊正三大将

中央-作戦指導日記-270_3 河邉正三大将日記(翻刻）　５／５　昭和１９．８．１～１９．１０．５ 河邊正三大将
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中央-作戦指導日記-271 昭和２０．７．中旬～２０．９．２４　二神大佐日記　２分冊の１ 参謀本部第１０課長　二神力

中央-作戦指導日記-272 昭和２０．８．末～２１．２．２８　二神大佐日記　２分冊の２ 参謀本部第１０課長　二神力

中央-作戦指導日記-273 増田繁雄大佐業務日誌　１／８　昭和１４年２月～昭和１５年９月 増田　繁雄

中央-作戦指導日記-274 増田繁雄大佐業務日誌　２／８　昭和１５年１０月～昭和１６年５月 増田　繁雄

中央-作戦指導日記-275
増田繁雄大佐業務日誌　３／８　昭和１６年６月～昭和１６年９月
昭和１８年８月末一部

増田　繁雄

中央-作戦指導日記-276
増田繁雄大佐業務日誌　４／８　昭和１６年１０月～昭和１７年１２
月

増田　繁雄

中央-作戦指導日記-277 増田繁雄大佐業務日誌　５／８　昭和１７年１２月～昭和１８年８月 増田　繁雄

中央-作戦指導日記-278 増田繁雄大佐業務日誌　６／８　昭和１８年９月～昭和１８年１２月 増田　繁雄

中央-作戦指導日記-279 増田繁雄大佐業務日誌　７／８　昭和１９年１月～昭和１９年１２月 増田　繁雄

中央-作戦指導日記-280 増田繁雄大佐業務日誌　８／８　昭和２０年７月～昭和２０年１２月 増田　繁雄

中央-作戦指導日記-281 三国日誌　１／１８　昭和１２．９．１５～１２．１１．４ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-282 三国日誌　２／１８　昭和１２．１１．５～１２．１２．３１ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-283 三国日誌　３／１８　昭和１３．１．１～１３．２．２８ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-284 三国日誌　４／１８　昭和１３．３．１～１３．４．１３ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-285 三国日誌　５／１８　昭和１３．４．１４～１３．５．２２ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-286 三国日誌　６／１８　昭和１３．５．２３～１３．６．２８ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-287 三国日誌　７／１８　昭和１３．６．２９～１３．９．９ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-288 三国日誌　８／１８　昭和１３．９．１０～１３．１０．３１ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-289 三国日誌　９／１８　昭和１３．１１．１～１３．１２．３１ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-290 三国日誌　１０／１８　昭和１４．１．１～１４．３．１２ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-291 三国日誌　１１／１８　昭和１４．３．１３～１４．４．２８ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-292 三国日誌　１２／１８　昭和１４．４．２９～１４．６．１５ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-293 三国日誌　１３／１８　昭和１４．６．１６～１４．７．３１ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-294 三国日誌　１４／１８　昭和１４．８．１～１４．９．８ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-295 三国日誌　１５／１８　昭和１４．９．９～１４．１１．２ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-296 三国日誌　１６／１８　昭和１４．１１．３～１４．１２．３１ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-297 三国日誌　１７／１８　昭和１５．１．１～１５．２．２９ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-298 三国日誌　１８／１８　昭和１５．３．１～１５．４．２５ 陸軍中将　三国直福

中央-作戦指導日記-302 畑俊六元帥日誌　１／６　昭和４．１０．７～９．９．１９ -

中央-作戦指導日記-303 畑俊六元帥日記　２／６　昭和１１．６．２１～１３．１２．３１ -

中央-作戦指導日記-304 畑俊六元帥日記　３／６　昭和１４．１．１～１５．６．２５ -

中央-作戦指導日記-305 畑俊六元帥日誌　４／６　昭和１５．６．２７～１６．９．１８ -

中央-作戦指導日記-306 畑俊六元帥日誌　５／６　昭和１６．９．２０～１８．７．３０ -

中央-作戦指導日記-307 畑俊六元帥日記　６／６　昭和１８．８．２～２０．３．２２ -

中央-作戦指導日記-320 畑俊六元帥日誌　第２巻　１／６　昭和４．１０．７～９．１２．２６ -

中央-作戦指導日記-321 畑俊六元帥日誌　第３巻　２／６　昭和１１．６．１５～１３．１２．３１ 畑　俊六
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中央-作戦指導日記-322 畑俊六元帥日誌　第４巻　３／６　昭和１４．１．１～１５．６．２５ -

中央-作戦指導日記-323 畑俊六元帥日誌　第５巻　４／６　昭和１５．６．２７～１６．９．１８ -

中央-作戦指導日記-324 畑俊六元帥日誌　第６巻　５／６　昭和１６．９～１８．７ -

中央-作戦指導日記-325 畑俊六元帥日誌　第７巻　６／６　昭和１８．８～２０．３ -

中央-作戦指導日記-355 昭和１９．１．１～２０．１２．３１　石井元良大佐日記
元第８６師団歩兵第１８８連隊長
陸軍大佐　石井元良

中央-作戦指導日記-357 昭和１２．１．１～１２．４．３０　上村利道中将日記　１／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-358 昭和１２．５．１～１２．８．３１　上村利道中将日記　２／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-359 昭和１２．９．１～１２．１２．３１　上村利道中将日記　３／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-360 昭和１３．１．１～１３．４．３０　上村利道中将日記　４／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-361 昭和１３．５．１～１３．８．３１　上村利道中将日記　５／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-362 昭和１３．９．１～１３．１２．３１　上村利道中将日記　６／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-363 昭和１４．１．１～１４．４．３０　上村利道中将日記　７／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-364 昭和１４．５．１～１４．８．３１　上村利道中将日記　８／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-365 昭和１４．９．１～１４．１２．３１　上村利道中将日記　９／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-366 昭和１５．１．１～１５．４．３０　上村利道中将日記　１０／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-367 昭和１５．５．１～１５．８．３１　上村利道中将日記　１１／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-368 昭和１５．９．１～１５．１２．３１　上村利道中将日記　１２／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-369 昭和１６．１．１～１６．４．３０　上村利道中将日記　１３／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-370 昭和１６．５．１～１６．８．３１　上村利道中将日記　１４／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-371 昭和１６．９．１～１６．１２．３１　上村利道中将日記　１５／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-372 昭和１７．１．１～１７．４．３０　上村利道中将日記　１６／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-373 昭和１７．５．１～１７．８．３１　上村利道中将日記　１７／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-374 昭和１７．９．１～１７．１２．３１　上村利道中将日記　１８／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-375 昭和１８．１．１～１８．４．３０　上村利道中将日記　１９／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-376 昭和１８．５．１～１８．８．３１　上村利道中将日記　２０／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-377 昭和１８．９．１～１８．１２．３１　上村利道中将日記　２１／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-378 昭和１９．１．１～１９．４．３０　上村利道中将日記　２２／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-379 昭和１９．５．１～１９．８．３１　上村利道中将日記　２３／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-380 昭和１９．９．１～１９．１２．３１　上村利道中将日記　２４／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-381 昭和２０．１．１～２０．４．３０　上村利道中将日記　２５／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-382 昭和２０．５．１～２０．９．３０　上村利道中将日記　２６／２６ 村上　利道

中央-作戦指導日記-383
昭和１１．９．１～１１．１１．２７　田中新一中将業務日誌（１～８２）
１／２２

陸軍省兵務課長　田中新一

中央-作戦指導日記-384
昭和１１．１１．９～１１．１１．１９　田中新一中将業務日誌（８３～１
６１）　２／２２

陸軍省兵務課長　田中新一

中央-作戦指導日記-385
昭和１２．２．７～１２．３．２６　田中新一中将業務日誌（２２６～２８
６）　３／２２

陸軍省兵務課長　田中新一

中央-作戦指導日記-386
昭和１２．２．２６～１２．３．３１　田中新一中将業務日誌（１６２～２
２５）　４／２２

陸軍省兵務課長　田中新一

中央-作戦指導日記-387
昭和１２．４．初～１２．４．２６　田中新一中将業務日誌（２８７～３
６２）　５／２２

陸軍省兵務課長　田中新一
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中央-作戦指導日記-388
昭和１２．４．２８～１２．５．２５　田中新一中将業務日誌（３６３～４
３９）　６／２２

陸軍省兵務課長　田中新一

中央-作戦指導日記-389
昭和１２．５．２６～１２．７．９　田中新一中将業務日誌（４４０～５２
１）　７／２２

陸軍省兵務課長　田中新一

中央-作戦指導日記-390
昭和１２．７．１３～１３．８．２１　田中新一中将業務日誌（５２２～６
１６）　８／２２

陸軍省兵務課長　田中新一

中央-作戦指導日記-391
昭和１２．７．２６～１２．１０．１３　田中新一中将業務日誌（６１７～
７０８）　９／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-392
昭和１２．１０．１８～１２．１１．９　田中新一中将業務日誌（７０９～
７７３）　１０／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-393
昭和１２．１０．１５～１２．１１．４　田中新一中将業務日誌（７７４～
８２８）　１１／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-394
昭和１２．１１．８～１３．１．１５　田中新一中将業務日誌（８２９～８
９９）　１２／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-395
昭和１３．１．１２～１３．３．１９　田中新一中将業務日誌（９００～９
６９）　１３／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-396
昭和１３．３．２５～１３．５．２１　田中新一中将業務日誌（９７０～１
０３１）　１４／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-397
昭和１３．５．２１～１３．７．６　田中新一中将業務日誌（１０３２～１
１１０）　１５／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-398
昭和１３．７．６～１３．９．６　田中新一中将業務日誌（１１１１～１１
８９）　１６／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-399
昭和１３．９．７～１４．４．２６　田中新一中将業務日誌（１１９０～１
３２２）　１７／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-400
昭和１４．４．２１～１４．５．３１　田中新一中将業務日誌（１３２３～
１３４６）　１８／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-401
昭和１４．５．３０～１４．９．２７　田中新一中将業務日誌（１３４７～
１３８７）　１９／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-402
昭和１４．９．２７～１４．１２．１４　田中新一中将業務日誌（１３８８
～１４３６）　２０／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-403
昭和１４．１２．１４～１５．３．１８　田中新一中将業務日誌（１４３７
～１４９９）　２１／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-404
昭和１５．５．２５～１５．１０．１１　田中新一中将業務日誌（１５００
～１５４７）　２２／２２

陸軍省軍事課長　田中新一

中央-作戦指導日記-405 畑俊六元帥日誌　第２巻　１／６　昭和４．１０．７～９．１２．２６ 畑　俊六

中央-作戦指導日記-406 畑俊六元帥日誌　第３巻　２／６　昭和１１．６．１５～１３．１２．３１ -

中央-作戦指導日記-407 畑俊六元帥日誌　第４巻　３／６　昭和１４．１．１～１５．６．２５ 畑　俊六

中央-作戦指導日記-408 畑俊六元帥日誌　第５巻　４／６　昭和１５．６．２７～１６．９．１８ 畑　俊六

中央-作戦指導日記-409
畑俊六元帥日誌　第６巻　１／２部　５／６　昭和１６．９．２０～１
８．７．３１

畑　俊六

中央-作戦指導日記-410
畑俊六元帥日誌　第６巻　２／２部　５／６　昭和１６．９．２０～１
８．７．３１

-

中央-作戦指導日記-411
畑俊六元帥日誌　第７巻　１／２部　６／６　昭和１８．８．２～２０．
３．２８

-

中央-作戦指導日記-412
畑俊六元帥日誌　第７巻　６／６　２／２部中　昭和１８．８．２～２
０．３．２８

畑　俊六

中央-作戦指導日記-459
昭和１４年９月～昭和１６年４月　有末次陸軍中将作戦メモ　其の
１

当時関東第１課高級参謀　大本
営陸軍第２０班長　有末次

中央-作戦指導日記-460
昭和１７年１月～昭和１７年１０月　有末次陸軍中将作戦メモ　其
の２

当時香港総督部参謀長　有末
次

中央-作戦指導日記-461
有末次陸軍中将　作戦メモ　其の１　当時　関東軍第１課高級参謀
大本営陸軍部第２０班長　昭和１４．９～１６．４

-

中央-作戦指導日記-462
有末次陸軍中将　作戦メモ　其の２　２／２部中　昭１７．１～１７．
１０

当時香港総督部　参謀長　有末
次

中央-作戦指導日記-465 昭和１２．１．１～１２．１２．２８　高嶋辰彦陸軍少将日記　１／４ 高嶋　辰彦

中央-作戦指導日記-466 昭和１３．１．１～１３．１２．３１　高嶋辰彦陸軍少将日記　２／４ 高嶋　辰彦

中央-作戦指導日記-467 昭和１４．１．１～１４．１１．２２　高嶋辰彦陸軍少将日記　３／４ 高嶋　辰彦

中央-作戦指導日記-468 昭和１５．１．１～１５．１２．２２　高嶋辰彦陸軍少将日記　４／４ 高嶋　辰彦

中央-作戦指導日記-469 渡部長作日記　（和順）　昭和３．７．１～２２．３．２０ -

中央-作戦指導日記-470
昭和１９．１２．６～２０．９．１８　参謀本部作戦部長　宮崎周一業
務日誌（作戦秘録）

-

中央-作戦指導日記-471 昭和１１年　飯沼守大佐日記（手帳） -
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中央-作戦指導日記-472_2 武田中将日誌　Ｎｏ１　１／９ 陸軍中将　武田馨

中央-作戦指導日記-473_2 武田中将日誌　Ｎｏ２　２／９ 陸軍中将　武田馨

中央-作戦指導日記-474_2 武田中将日誌　Ｎｏ３　３／９ 陸軍中将　武田馨

中央-作戦指導日記-475_2 武田中将日誌　Ｎｏ４　４／９ 陸軍中将　武田馨

中央-作戦指導日記-476_2 武田中将日誌　Ｎｏ５　５／９ 陸軍中将　武田馨

中央-作戦指導日記-477_2 武田中将日誌　Ｎｏ６　６／９ 陸軍中将　武田馨

中央-作戦指導日記-478_2 武田中将日誌　Ｎｏ７　７／９ 陸軍中将　武田馨

中央-作戦指導日記-479_2 武田中将日誌　Ｎｏ８　８／９ 陸軍中将　武田馨

中央-作戦指導日記-480_2 武田中将日誌　Ｎｏ９　９／９ 陸軍中将　武田馨

中央-作戦指導日記-482 昭和１２年　伊佐一男日記 -

中央-作戦指導日記-483 昭和１３年　伊佐一男日記 -

中央-作戦指導日記-484 昭和１４年　伊佐一男日記 -

中央-作戦指導日記-485 昭和１５年　伊佐一男日記 -

中央-作戦指導日記-486 昭和１６年　伊佐一男日記 -

中央-作戦指導日記-487 昭和１７年　伊佐一男日記 -

中央-作戦指導日記-488 昭和１８年　伊佐一男日記 -

中央-作戦指導日記-489 昭和１９年　伊佐一男日記 -

中央-作戦指導日記-490 昭和２０年　伊佐一男日記 -

中央-作戦指導日記-491 昭和１５．１０．１４～１７．１．６　総山孝雄出征日記　抜粋 -

中央-作戦指導日記-492
参謀本部作戦部長　宮崎周一業務日誌（作戦秘録）　昭和１９．１
２．６～２０．４．６

-

中央-作戦指導日記-493 昭和１５．１．１～１５．８．３０　小松原道太郎日誌　第２巻 小松原　道太郎

中央-作戦指導日記-494 服部卓四郎メモ　１７冊 -

中央-作戦指導日記-495 昭和１０．１．１～１０．４．１　高嶋辰彦少将日記　巻１ -

中央-作戦指導日記-496 昭和１０．４．２～昭和１０．８．３１　高嶋辰彦少将日記　巻２ -

中央-作戦指導日記-497 昭和１０．９．１～昭和１０．１２．３１　高嶋辰彦少将日記　巻３ -

中央-作戦指導日記-498 昭和１１．１．１～昭和１１．６．１　高嶋辰彦少将日記　巻４ -

中央-作戦指導日記-499 昭和１１．６．２～昭和１１．１０．４　高嶋辰彦少将日記　巻５ -

中央-作戦指導日記-500 昭和１１．１０．５～１１．１２．１０　高嶋辰彦少将日記　巻６ -

中央-作戦指導日記-501 昭和１１．１２．１１～１２．５．３　高嶋辰彦少将日記　巻７ -

中央-作戦指導日記-502 昭和１２．５．４～１２．８．３１　高嶋辰彦少将日記　巻８ -

中央-作戦指導日記-503 昭和１２．９．１～１２．１２．３１　高嶋辰彦少将日記　巻９ -

中央-作戦指導日記-504 昭和１４．７．２４～１４．９．１　高嶋辰彦少将日記　巻１０ -

中央-作戦指導日記-505 昭和１９．１．１～１９．６．３０　高嶋辰彦少将日記　巻１１ -

中央-作戦指導日記-506 昭和１９．７．１～１９．１２．３１　高嶋辰彦少将日記　巻１２ -

中央-作戦指導日記-507 昭和２０．１．１～２０．１１．１５　高嶋辰彦少将日記　巻１３ -

中央-作戦指導日記-508 昭和２０．１１．１６～２０．１２．３１　高嶋辰彦少将日記　巻１４ -
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中央-作戦指導日記-509 昭和２１．１．１～２１．１２．３１　高嶋辰彦少将日記　巻１５ -

中央-作戦指導日記-510 昭和２２．１．１～２２．１２．３１　高嶋辰彦少将日記　巻１６ -

中央-作戦指導日記-511 高嶋辰彦少将日記　巻１７　付録　名将言行録 -

中央-作戦指導日記-511_2 高嶋辰彦少将　考科表・軍歴 -

中央-作戦指導日記-512 昭和１８．８．１３～１９．１．４　森川中佐　業務日誌 森川　時夫

中央-作戦指導日記-513 昭和２０．２．９～２０．８．９　森川中佐　業務日誌 森川　時夫

中央-作戦指導日記-514 明治４４年　高嶋日記（１）　陸軍地方幼年学校生徒時代　其１ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-515 大正元年　高嶋日記（２）　陸軍地方幼年学校生徒時代　其２ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-516 大正２年　高嶋日記（３）　陸軍地方幼年学校生徒時代　其３ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-517 大正２年　高嶋日記（４）　陸軍地方幼年学校生徒時代　其４ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-518 大正３年　高嶋日記（５）　陸軍中央幼年学校生徒時代　其１ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-519 大正４年　高嶋日記（６）　陸軍中央幼年学校生徒時代　其２ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-520 大正４年　高嶋日記（７）　陸軍中央幼年学校生徒時代　其３ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-521 大正５年　高嶋日記（８）　陸軍中央幼年学校生徒時代　其４ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-522 大正５年　高嶋日記（９）　士官候補生在隊時代　其１ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-523 大正５年　高嶋日記（１０）　陸軍士官学校生徒時代　其１ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-524 大正６年　高嶋日記（１１）　陸軍士官学校生徒時代　其２ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-525 大正６年　高嶋日記（１２）　陸軍士官学校生徒時代　其３ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-526 明治４４年～大正６年　高嶋日記　将校生徒期間休暇日誌 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-527 大正７年　高嶋日記（１３） 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-528 高嶋日記（１４）　大正８．１．６～８．１２．３１ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-529 高嶋日記（１５）　大正９．１．１～９．１２．３１ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-530 高嶋日記（１６） 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-531 高嶋日記（１７）　大正１１．１．１～１１．１２．３１ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-532 高嶋日記（１８）　大正１２．１．１～１２．１２．３１ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-533 大正１２年４月１９日起　高嶋日記　履歴書 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-534 高嶋日記（１９）　大正１３．１．１～１３．１２．３１ 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-535 大正１４年　高嶋日記（２０） 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-536 大正１５年　高嶋日記（２１） 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-537 昭和２年　高嶋日記（２２） 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-538 昭和２年７月　高嶋日記　三浦半島金沢東尾　夏期特別講習講話 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-539 昭和３年　高嶋日記（２３） 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-540 昭和４年　高嶋日記（２４）　洋行前 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-541 昭和４年　高嶋日記（２５）　ドイツ滞在中 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-542 昭和５年　高嶋日記（２６）　ドイツ滞在中 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-543
昭和７年３月１９日より１２月３１日　高嶋日記（２７）　渡欧及帰朝・
徳島

高嶋辰彦
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中央-作戦指導日記-544 昭和８年～昭和９年　高嶋日記（２８・２９）　徳島及東京 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-545 昭和１０年　高嶋日記（３０） 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-546 昭和１１年　高嶋日記（３１） 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-547 昭和１１年　高嶋日記（３２）　洋行中 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-548 昭和１１．１２．１１～１２．５．３　高嶋日記（３３） 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-549 高嶋日記（３８）　昭和１６年 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-550 高嶋日記（３９）　昭和１７年 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-551 高嶋日記（４０）　昭和１８年 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-552 高嶋日記（４１）　昭和１９年 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-553 昭和２０年　高嶋日記（４２） 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-554
昭和２０年１１月１６日より１２月３１日　高嶋日記（８２）　附　終戦
前後に亘る重要事項摘記（某氏，手記その他摘記）

高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-555 高嶋日記　部隊編成等 高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-556
高嶋日記（８０）　昭和１７年（１９４２）１月１日～７月１日　ジャワ作
戦日記・要綱

高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-557
高嶋日記（８１）　昭和１７年（１９４２）７月２日～１１月８日　ジャワ
（作戦）・東京（凱旋）・公主嶺（公校教官）

高嶋辰彦

中央-作戦指導日記-558 昭和２０．９．２５～２１．６．１４　宮崎周一日誌　復員時代日誌（１） 宮崎周一

中央-作戦指導日記-559 宮崎周一日誌　欧州戦史研究旅行時代１ 宮崎周一

中央-作戦指導日記-560 宮崎周一日誌　欧州戦史研究旅行時代２ 宮崎周一

中央-作戦指導日記-561 宮崎周一中将日誌　陣中秘録 宮崎周一

中央-作戦指導日記-562 宮崎周一中将日誌　作戦秘録１ 宮崎周一

中央-作戦指導日記-563 宮崎周一中将日誌　作戦秘録２　作戦部長時代の日誌 宮崎周一

中央-作戦指導日記-564
宮崎周一中将日誌　復員時代日誌２　昭和２１．６．１５～２１．１
２．２０

宮崎周一

中央-作戦指導日記-565 草莽之文 親泊朝省

中央-作戦指導日記-566 厳戒日誌　森川史料 参謀本部第２課

中央-作戦指導日記-567_2 河邉正三日記　昭和19年11月22日～20年4月5日 河邉正三

中央-作戦指導日記-568_2 河邉正三日記　昭和20年4月6日～8月17日 河邉正三

中央-作戦指導日記-569_2 河邉正三日記　昭和20年8月18日～12月11日 河邉正三

中央-作戦指導日記-570_2 河邉正三日記　昭和20年12月12日～22年9月17日 河邉正三

中央-作戦指導日記-571 畑俊六日誌　Ⅰ 畑俊六

中央-作戦指導回想手記-36 戦史資料　其の３　平田正判中将回想録　１／５部中　昭２９．５
厚生省引揚援護局　（平田正
判）

中央-作戦指導回想手記-37 戦史資料　其の３　平田正判中将回想録　２／５部中　昭２９．５
厚生省引揚援護局　（平田正
判）

中央-作戦指導回想手記-38 戦史資料　其の３　平田正判中将回想録　３／５部中　昭２９．５
厚生省引揚援護局　（平田正
判）

中央-作戦指導回想手記-39 戦史資料　其の３　平田正判中将回想録　４／５部中　昭２９．５
厚生省引揚援護局　（平田正
判）

中央-作戦指導回想手記-40 戦史資料　其の３　平田正判中将回想録　５／５部中　昭２９．５
厚生省引揚援護局　（平田正
判）

中央-作戦指導回想手記-41 戦史資料　其の３　吉田悳中将随想録　１／５部中　昭２９．７ 厚生省引揚援護局　（吉田悳）

中央-作戦指導回想手記-42 戦史資料　其の３　吉田悳中将随想録　２／５部中　昭２９．７ 厚生省引揚援護局　（吉田悳）

中央-作戦指導回想手記-43 戦史資料　其の３　吉田悳中将随想録　３／５部中　昭２９．７ 厚生省引揚援護局　（吉田悳）



令和４年８月２日

中央-作戦指導回想手記-44 戦史資料　其の３　吉田悳中将随想録　４／５部中　昭２９．７ 厚生省引揚援護局　（吉田悳）

中央-作戦指導回想手記-45 戦史資料　其の３　吉田悳中将随想録　５／５部中　昭２９．７ 厚生省引揚援護局　（吉田悳）

中央-作戦指導回想手記-46 吉田悳中将回想録　（鮒侍の嘆き）　１／３部中　昭３５．１０ 陸上幕僚監部　（吉田悳）

中央-作戦指導回想手記-47 吉田悳中将回想録　（鮒侍の嘆き）　２／３部中　昭３５．１０ 陸上幕僚監部　（吉田悳）

中央-作戦指導回想手記-48 吉田悳中将回想録　（鮒侍の嘆き）　３／３部中　昭３５．１０ 陸上幕僚監部　（吉田悳）

中央-作戦指導回想手記-49
軍隊教育研究参考資料第１号　故．吉田悳中将論説（複製）　昭４
２．１１

幹部学校研究部

中央-作戦指導回想手記-50
軍隊教育研究参考資料第１号　故．吉田悳中将論説（複製）　昭４
２．１１

幹部学校研究部

中央-作戦指導回想手記-51 戦史資料　其の３　藤村謙中将回想録　１／５部中　昭２９．２ 復員局資料整理課　（藤村謙）

中央-作戦指導回想手記-52 戦史資料　其の３　藤村謙中将回想録　２／５部中　昭２９．２ 復員局資料整理課　（藤村謙）

中央-作戦指導回想手記-53 戦史資料　其の３　藤村謙中将回想録　３／５部中　昭２９．２ 復員局資料整理課　（藤村謙）

中央-作戦指導回想手記-54 戦史資料　其の３　藤村謙中将回想録　４／５部中　昭２９．２ 復員局資料整理課　（藤村謙）

中央-作戦指導回想手記-55 戦史資料　其の３　藤村謙中将回想録　５／５部中　昭２９．２ 復員局資料整理課　（藤村謙）

中央-作戦指導回想手記-56
正木五郎少将回想録　旧陸軍の缺陷と反省　１／４部中　昭３０．
４

元第１方面軍経理部　正木五郎

中央-作戦指導回想手記-57
正木五郎少将回想録　旧陸軍の缺陷と反省　２／４部中　昭３０．
４

元第１方面軍経理部　正木五郎

中央-作戦指導回想手記-58
正木五郎少将回想録　旧陸軍の缺陷と反省　３／４部中　昭３０．
４

元第１方面軍経理部　正木五郎

中央-作戦指導回想手記-60 新軍に期待するもの　１／２部中 元陸軍主計少将　正木五郎

中央-作戦指導回想手記-62 自衛軍の経理方式　新委任経理の提唱 元陸軍主計少将　正木五郎

中央-作戦指導回想手記-63 神田正種中将回想録　（旧軍に対する回想）１／５ 神田正種中将

中央-作戦指導回想手記-64 神田正種中将回想録　（旧軍に対する回想）２／５ 神田正種中将

中央-作戦指導回想手記-65 神田正種中将回想録　旧軍に対する回想　３／５ 元陸軍中将　神田正種

中央-作戦指導回想手記-66 旧軍に関する回想 元陸軍中将　神田正種

中央-作戦指導回想手記-67 神田正種中将回想録　旧軍に対する回想　５／５ 元陸軍中将　神田正種

中央-作戦指導回想手記-68 神田正種中将回想録　情報勤務に対する回想　昭和３０．１ 厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-69
神田正種中将回想録　情報勤務に対する回想　２／５　昭和３０年
１月

陸軍中将　神田正種

中央-作戦指導回想手記-70
神田正種中将回想録　情報勤務に対する回想　３／５　昭和３０．
１

陸軍中将　神田正種

中央-作戦指導回想手記-71
神田正種中将回想録　情報勤務に対する回想　４／５　昭和３０．
１

陸軍中将　神田正種

中央-作戦指導回想手記-73 河村董中将回想録　意見若干　１／３　昭和３０．１ 陸軍中将　河村董

中央-作戦指導回想手記-74 河村董中将回想録　意見若干　２／３　昭和３０．１ 陸軍中将　河村董

中央-作戦指導回想手記-75 河村董中将回想録　意見若干　３／３　昭和３０．１ 陸軍中将　河村董

中央-作戦指導回想手記-78 松井隆美回想録（その１）　昭和４３．３刊 松井　隆美

中央-作戦指導回想手記-79 松井隆美回想録（その２）　昭和４３．３刊 松井　隆美

中央-作戦指導回想手記-80 小野寺信少将回想録　瑞典在勤間の想い出　昭和２９．１０稿 元陸軍少将　小野寺信

中央-作戦指導回想手記-81 小野寺信少将回想録　瑞典在勤間の想い出　昭和２９．１０稿 元陸軍少将　小野寺信

中央-作戦指導回想手記-82 小野寺信少将回想録　瑞典在勤間の想い出　昭和２９．１０稿 元陸軍少将　小野寺信

中央-作戦指導回想手記-83
豊島房太郎中将回想録　憲兵司令官としての回想　１／３　昭和２
９．１２

豊島　房太郎

中央-作戦指導回想手記-84
豊島房太郎中将回想録　憲兵司令官としての回想　２／３　昭和２
９．１２

豊島　房太郎
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中央-作戦指導回想手記-85
豊島房太郎中将回想録　憲兵司令官としての回想　３／３　昭和２
９．１２

豊島　房太郎

中央-作戦指導回想手記-86 元岡本孝行大佐追想録　昭和２１．１２稿 陸軍大佐　岡本孝行

中央-作戦指導回想手記-87 樋口中将回想録　大東亜戦争に関する感想 陸軍中将　樋口季一郎

中央-作戦指導回想手記-88 岡田菊三郎口供書　（軍需資源．軍需動員関係）　昭和２２．３．１ 岡田　菊三郎

中央-作戦指導回想手記-89 岡田菊三郎口供書　（軍需資源．軍需動員関係）　昭和２２．３．１ 岡田　菊三郎

中央-作戦指導回想手記-90 岡田菊三郎口供書　（軍需資源．軍需動員関係）　昭和２２．３．１ 岡田　菊三郎

中央-作戦指導回想手記-91 岡田菊三郎口供書　（軍需資源．軍需動員関係）　昭和２２．３．１ 岡田　菊三郎

中央-作戦指導回想手記-92 高橋鶴夫大佐回想録　大陸軍に贈る餞の辞　昭和２９．１１稿 高橋　鶴夫

中央-作戦指導回想手記-93 金子定一回想録　「人の和」と「直参」思想．態度 金子　定一

中央-作戦指導回想手記-94 飯村穰手記 飯村　穰

中央-作戦指導回想手記-95 森五六少将回想録　日本陸軍の成長と終焉　１／２ 森　五六

中央-作戦指導回想手記-96 森五六少将回想録　日本陸軍の成長と終焉　２／２ 森　五六

中央-作戦指導回想手記-97 日本陸軍の成長と終焉 森　五六

中央-作戦指導回想手記-99
北島驥子雄中将回想録　要塞兵備に関する回顧　１／２　明治２０
～昭和２０

北島　驥子雄

中央-作戦指導回想手記-100
北島驥子雄中将回想録　要塞兵備に関する回顧　２／２　明治２０
～昭和２０

北島　驥子雄

中央-作戦指導回想手記-101 北島驥子雄中将回想録　陸軍重砲兵回顧録　明治１６～昭和２０ 北島　驥子雄

中央-作戦指導回想手記-102 北島驥子雄中将回想録　陸軍重砲兵回顧録　明治１６～昭和２０ 北島　驥子雄

中央-作戦指導回想手記-103 田坂専一中将自伝　１／３　昭和１２．７．７～１２．８．３０ 田坂　専一

中央-作戦指導回想手記-104 田坂専一中将自伝　２／３　昭和１２．９．１１～１４．５．１７ 田坂　専一

中央-作戦指導回想手記-105 田坂専一中将自伝　３／３　昭和１４．５．１９～１６．４．２０ 田坂　専一

中央-作戦指導回想手記-106 服部兵次郎回想手記　歩兵第１連隊長時代　昭和２．７．２６～ 服部　兵次郎

中央-作戦指導回想手記-108
支那事変及大東亜戦争　戦争資料　其の３　石井秋穂大佐回想
録　昭和２９．７

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-109
支那事変及大東亜戦争　戦史資料　其の３　石井秋穂大佐回想
録　昭和２９．７

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-110
支那事変及大東亜戦争　戦史資料　其の３　石井秋穂大佐回想
録　昭和２９．７

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-111
支那事変及大東亜戦争　戦史資料　其の３　石井秋穂大佐回想
録　昭和２９．７

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-112
支那事変及大東亜戦争　戦史資料　其の３　石井秋穂大佐回想
録　昭和２９．７

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-113
支那方面戦史資料　其の３　北島驥子雄中将回想録　其の１　昭
和２９．１０

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-114
支那方面戦史資料　其の３　北島驥子雄中将回想録　其の１　昭
和２９．１０

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-115
支那方面戦史資料　其の３　北島驥子雄中将回想録　其の１　昭
和２９．１０

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-116
支那方面戦史資料　其の３　北島驥子雄中将回想録　其の１　昭
和２９．１０

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-117
支那方面戦史資料　其の３　北島驥子雄中将回想録　其の２　昭
和２９．１０

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-118
支那方面戦史資料　其の３　北島驥子雄中将回想録　其の２　昭
和２９．１０

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-119
支那方面戦史資料　其の３　北島驥子雄中将回想録　其の２　昭
和２９．１０

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-120
支那方面戦史資料　其の３　北島驥子雄中将回想録　其の２　昭
和２９．１０

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-121
戦史資料其の３　大東亜戦争支那方面　宮川清三中将回想録
（在支　第４０師団の作戦と回顧）　昭和２９．５

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-122
戦史資料其の３　大東亜戦争支那方面　宮川清三中将回想録
（在支　第４０師団の作戦と回顧）　昭和２９．５

厚生省引揚援護局
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中央-作戦指導回想手記-123
戦史資料其の３　大東亜戦争支那方面　宮川清三中将回想録
（在支　第４０師団の作戦と回顧）　昭和２９．５

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-124
戦史資料其の３　大東亜戦争支那方面　宮川清三中将回想録
（在支　第４０師団の作戦と回顧）　昭和２９．５

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-125
戦史資料其の３　大東亜戦争支那方面　宮川清三中将回想録
（在支　第４０師団の作戦と回顧）　昭和２９．５

厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-126 樋口季一郎中将回想録　前奏曲　７分冊の１ 樋口　季一郎

中央-作戦指導回想手記-127 樋口季一郎中将回想録　西伯利出兵時代　７分冊の２ 樋口　季一郎

中央-作戦指導回想手記-128
樋口季一郎中将回想録　警備司令部及朝鮮軍各参謀時代　７分
冊の３

樋口　季一郎

中央-作戦指導回想手記-129 樋口季一郎中将回想録　波蘭在勤武官時代　７分冊の４ 樋口　季一郎

中央-作戦指導回想手記-130 樋口季一郎中将回想録　青島及内地勤務時代　７分冊の５ 樋口　季一郎

中央-作戦指導回想手記-131
樋口季一郎中将回想録　在満第３師団参謀長及訪独時代　７分
冊の６

樋口　季一郎

中央-作戦指導回想手記-132 樋口季一郎中将回想録　７／７ 樋口　季一郎

中央-作戦指導回想手記-133 眞田穰一郎回顧録　昭和１９．２．２０～２０．８ 参謀本部第１部長

中央-作戦指導回想手記-134 眞田穰一郎回顧録　昭和１９．２．２０～２０．８ 参謀本部第１部長

中央-作戦指導回想手記-135 第２総軍終戦記　昭和２０．４．７～２０．８．９ 畑　俊六

中央-作戦指導回想手記-136 海軍要塞備砲作業回顧録　（その１） 元陸軍大佐　草野二郎

中央-作戦指導回想手記-137 市ケ谷台より市ケ谷台へ　１／７　大正７．８～１４．夏 元参謀次長　河辺虎四郎

中央-作戦指導回想手記-138 市ケ谷台より市ケ谷台へ　２／７　昭和６．３～９．１０ 元参謀次長　河辺虎四郎

中央-作戦指導回想手記-139 市ケ谷台より市ケ谷台へ　３／７　昭和１１．２．２５～１４．８．２０ 元参謀次長　河辺虎四郎

中央-作戦指導回想手記-140 市ケ谷台より市ケ谷台へ　４／７　昭和１４．８．２０～１９．７．１０ 元参謀次長　河辺虎四郎

中央-作戦指導回想手記-141 市ケ谷台より市ケ谷台へ　５／７　昭和１９．７．１８～２０．８．１４ 元参謀次長　河辺虎四郎

中央-作戦指導回想手記-142 市ケ谷台より市ケ谷台へ　６／７　昭和２０．８．１４～２０．８．２８ 元参謀次長　河辺虎四郎

中央-作戦指導回想手記-143 市ケ谷台より市ケ谷台へ　７／７　昭和２０．８．２９～２１．５ 元参謀次長　河辺虎四郎

中央-作戦指導回想手記-144 土橋勇逸中将回想録　１／１０　明治３８．９．１～大正１０．３ 土橋　勇逸

中央-作戦指導回想手記-145 土橋勇逸中将回想録　２／１０　大正９．１１．１９～昭和６．７ 土橋　勇逸

中央-作戦指導回想手記-146 土橋勇逸中将回想録　３／１０　昭和６．８．１～９．７ 土橋　勇逸

中央-作戦指導回想手記-147 土橋勇逸中将回想録　４／１０　昭和９．８．１～１４．５ 土橋　勇逸

中央-作戦指導回想手記-148 土橋勇逸中将回想録　５／１０ 土橋　勇逸

中央-作戦指導回想手記-149 土橋勇逸中将回想録　６／１０　昭和１６．１２～１７．３．８ 土橋　勇逸

中央-作戦指導回想手記-150 土橋勇逸中将回想録　７／１０　昭和１７．３．９～２０．２．１４ 土橋　勇逸

中央-作戦指導回想手記-151 土橋勇逸中将回想録　８／１０　昭和２０．２．中～２０．１２．５ 土橋　勇逸

中央-作戦指導回想手記-152 土橋勇逸中将回想録　９／１０　昭和２１．３．末～２５．６．３ 土橋　勇逸

中央-作戦指導回想手記-153 土橋勇逸中将回想録　１０／１０　明治３８．９．１～昭和２５．６．３ 土橋　勇逸

中央-作戦指導回想手記-154 眞田穰一郎少将日記　昭和１６．３～２０．８．１５ -

中央-作戦指導回想手記-155 闘魂 関東軍参謀　武居清太郎

中央-作戦指導回想手記-156 大東亜戦争の終戦に関する考察　昭和１６．１２．８～２０．８．１５ 幸村　健一郎

中央-作戦指導回想手記-157 保科貞次回想録　１／４ 陸軍歩兵大佐　保科貞次

中央-作戦指導回想手記-158 保科貞次回想録　２／４ 陸軍歩兵大佐　保科貞次
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中央-作戦指導回想手記-159 保科貞次回想録　３／４ 陸軍歩兵大佐　保科貞次

中央-作戦指導回想手記-160 保科貞次回想録　４／４　昭和１６～２１ 陸軍歩兵大佐　保科貞次

中央-作戦指導回想手記-161 大本営陸軍参謀　晴気誠手記　昭和１７．４～１７．１２ -

中央-作戦指導回想手記-162 遠山登中将回想録　（在満第７１師団の回顧）　昭和２９．５ 厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-163 遠山登中将回想録　（在満第７１師団の回顧）　昭和２９．５ 厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-164 遠山登中将回想録　（在満第７１師団の回顧）　昭和２９．５ 厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-165 遠山登中将回想録　（在満第７１師団の回顧）　昭和２９．５ 厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-166 鮒侍の嘆き　吉田悳中将回想録　明治４１～昭和２０ 陸軍中将　吉田悳

中央-作戦指導回想手記-167 一軍人の生活と思想　その１　明治４１～昭和１３ 元陸軍中将　吉田悳

中央-作戦指導回想手記-168 一軍人の生活と思想　その２　昭和１４～２０ 吉田　悳

中央-作戦指導回想手記-169 吉田悳回想録　１／２　或る軍人の生涯 元陸軍中将　吉田悳

中央-作戦指導回想手記-170 吉田悳回想録　２／２　或る軍人の生涯　昭和１６．４～２０．８ 元陸軍中将　吉田悳

中央-作戦指導回想手記-171 吉田悳回想録　老兵雑話　昭和１０～２０ 元陸軍中将　吉田悳

中央-作戦指導回想手記-172 吉田悳回想録　老兵雑話　昭和１０～２０ 元陸軍中将　吉田悳

中央-作戦指導回想手記-173 吉田悳陸軍中将随想録 -

中央-作戦指導回想手記-174 吉田悳訓話集　昭和１８年以降 元陸軍中将　吉田悳

中央-作戦指導回想手記-175 吉田悳随筆集　その１ 陸軍中将　吉田悳

中央-作戦指導回想手記-176 吉田悳随筆集　その２ 陸軍中将　吉田悳

中央-作戦指導回想手記-177 吉田悳機甲本部長　就任挨拶　昭和１６．４ 陸軍中将　吉田悳

中央-作戦指導回想手記-178 現代軍備に関する雑観　昭和１６．１０．２５ 陸軍中将　吉田悳

中央-作戦指導回想手記-179 新軍に期待するもの
１ＨＡ経理部長　陸軍主計少将
正木五郎

中央-作戦指導回想手記-180 旧陸軍の欠陥と反省
１ＨＡ経理部長　陸軍主計少将
正木五郎

中央-作戦指導回想手記-181 眞田穰一郎少将手記　昭和１７．８．２６～１９ 防衛研修所戦史室印刷

中央-作戦指導回想手記-183 歩いた道　６０年　明治２１．２．１９～２５．１２．２２
元６ＭＢＳ長陸軍少将　山田鉄
二郎

中央-作戦指導回想手記-184 大陸軍の消滅に対しての感懐　（兵器技術者として）
元技術院総裁　陸軍中将　多田
禮吉

中央-作戦指導回想手記-184_2 大陸軍の消滅に対しての感懐（兵器技術者として） 多田礼吉

中央-作戦指導回想手記-185 今村均大将回想録　巻１　昭和３２．３ 今村　均

中央-作戦指導回想手記-186 今村均大将回想録　巻２　昭和３２．３ 今村　均

中央-作戦指導回想手記-187 今村均大将回想録　巻３　昭和３２．４ 今村　均

中央-作戦指導回想手記-188 今村均大将回想録　巻４　昭和３２．５ 今村　均

中央-作戦指導回想手記-189 今村均大将回想録　巻５　昭和３２．７ 今村　均

中央-作戦指導回想手記-190 今村均大将回想録　巻６　昭和３２．７ 今村　均

中央-作戦指導回想手記-191 今村均大将回想録　巻７　昭和３３．５．２０ 今村　均

中央-作戦指導回想手記-192 今村均大将回想録　巻８　昭和３３．５．２０ 今村　均

中央-作戦指導回想手記-193 今村均大将回想録　巻９　昭和３３．１１．２０ 今村　均

中央-作戦指導回想手記-194 今村均大将回想録　第６部　巻１０　昭和３３．１１．２０ 防衛研修所戦史室
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中央-作戦指導回想手記-195 豊島房太郎中将回想録　（近衛師団長としての回想） 豊島　房太郎

中央-作戦指導回想手記-196
豊島房太郎中将回想録　（近衛師団長としての回想）　昭和２９．１
２

豊島　房太郎

中央-作戦指導回想手記-197 豊島中将回想録　第３師団長としての回想 豊島　房太郎

中央-作戦指導回想手記-198 眞田穰一郎少将手記　昭和３１．６．２５ 眞田　穰一郎

中央-作戦指導回想手記-199 木戸元内府の終戦に関する回想　昭和２０．６．６～２０．８．１３ 木戸幸一

中央-作戦指導回想手記-200 今村均大将回想録　巻９　昭和３３．１１．２０ 今村　均

中央-作戦指導回想手記-204 参謀次長　沢田茂中将回想録 -

中央-作戦指導回想手記-205 沢田茂中将　ノモンハン出動偶感　昭和１４．８．２８～１４．９．２３ -

中央-作戦指導回想手記-206 参謀次長　沢田茂中将　上奏控　昭和１４．１０～１５．９ -

中央-作戦指導回想手記-207 参謀次長　沢田茂中将　仏印進駐の経緯　昭和１５．１１末 -

中央-作戦指導回想手記-208 魚澤中将回顧録 -

中央-作戦指導回想手記-209 一軍人の回想　其１ ハインツ．グーデリアン

中央-作戦指導回想手記-210 一軍人の回想　其２ ハインツ．グーデリアン

中央-作戦指導回想手記-211 一軍人の回想　其の１ ハインツ．グーデリアン

中央-作戦指導回想手記-212 一軍人の回想　其の２ ハインツ．グーデリアン

中央-作戦指導回想手記-213 北嶋驥子雄中将回想録　其の１　昭和２９．１０ 厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-214 北嶋驥子雄中将回想録　其の２　昭和２９．１０ 厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-215 豊島房太郎　３D長としての回想　昭和１５．９末 -

中央-作戦指導回想手記-217 反省録 山本務中将

中央-作戦指導回想手記-218 野副昌徳中将回想録　（洛陽攻略戦．剿共．対共産軍　上奏文） 元６３師団長　中将　野副昌徳

中央-作戦指導回想手記-219 白井文忠少佐業務手簿　１／２　昭和１９．７ 白井　文忠

中央-作戦指導回想手記-220 白井文忠少佐業務手簿　２／２　昭和２０．１ 白井　文忠

中央-作戦指導回想手記-221 平野勣大佐回想録　自動車砲兵の思い出　昭和３１．４ 平野　勣

中央-作戦指導回想手記-222 独歩第１３連隊　堀池正夫少佐回想録　（駐蒙時代） -

中央-作戦指導回想手記-223 小林順一郎君を憶ふ 元陸軍中将　中岡弥高述

中央-作戦指導回想手記-224 近衛師団長としての回想　昭２９．１２ 豊島　房太郎

中央-作戦指導回想手記-225 寺内寿一陸軍大臣業務メモ　昭和１１．３．１７～１２．１．２５ -

中央-作戦指導回想手記-226 轍跡　宮本四郎回想録 -

中央-作戦指導回想手記-227 叛乱の技術　其１　昭和３２．９．９ 仏．シャッサン将軍述

中央-作戦指導回想手記-228 国防上の問題としての心理戦争指導　昭和３３．７．２５ ゲルハルト．バウマン博士　述

中央-作戦指導回想手記-229 遊撃戦に直面して同盟軍　其１　昭３３．５．２３ 仏．ヌモ大佐　述

中央-作戦指導回想手記-230 高山信武回想録　昭４７．３．１７ -

中央-作戦指導回想手記-231 終戦時師団長の手記
南方軍　第８方面軍　第３１軍関
係

中央-作戦指導回想手記-232 中原会戦　第３７師団　左挺進隊　昭和１６．５．８～５．１０ -

中央-作戦指導回想手記-233 田熊利三郎陸軍中佐聴取録　昭和１７～２０ 川田　久四郎

中央-作戦指導回想手記-235 「池」「森」作命に関する記録 池田部隊
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中央-作戦指導回想手記-236 寺田寅彦メモ -

中央-作戦指導回想手記-237 第１３師団参謀長　依知川庸治詩集　昭１３．５～２０．８ -

中央-作戦指導回想手記-238 特攻隊に対する所見 第３０飛行集団長　三好康之

中央-作戦指導回想手記-239 戦車の回想　大正７．１２～昭和１２．１１ 陸軍中将　原乙未生

中央-作戦指導回想手記-242 阿南惟幾大将陣中遺詠集　昭和２１年 阿南綾子

中央-作戦指導回想手記-243 横山靜雄中将手記　－杉兵団の行動概要－ -

中央-作戦指導回想手記-245 第１軍の対伯工作 -

中央-作戦指導回想手記-246 自動車砲兵の思出　大正１１～昭和１７ 陸軍大佐　平野

中央-作戦指導回想手記-247
大東亜戦争編纂資料　廣島地方出張報告　昭１８．７．２５～１８．
７．３０

参謀本部部員　陸軍大佐　寺尾
務　陸軍中佐　清水隆

中央-作戦指導回想手記-248 満洲事変前史 佐久間　亮三

中央-作戦指導回想手記-249 父島潜行班長　登城憲景回想記　昭和１５．７～２０．８ -

中央-作戦指導回想手記-250 自走砲兵について　昭和３１．１１ 木本　氏寿

中央-作戦指導回想手記-251
長谷川壽雄少佐　比島．濠北ジャワ視察手記　昭和１９．３．１２～
３．２３

陸軍省　補任課付

中央-作戦指導回想手記-252 海岸要塞備砲作業回想録　昭３１．２ 草野　二郎

中央-作戦指導回想手記-253 菰田康一香港攻略計画に関する書簡
第１０４師団長　陸軍中将　菰田
康一

中央-作戦指導回想手記-254 作戦手簿　（丙）　昭和１６．１２ 服部卓四郎

中央-作戦指導回想手記-255 わが祖　大島貞薫 大島　文義

中央-作戦指導回想手記-256 将軍は語る　遠藤三郎対談記 -

中央-作戦指導回想手記-257 神田正種回顧録 -

中央-作戦指導回想手記-258 海軍戦争検討会議記録に対する所見 陸軍大佐　石井秋穂

中央-作戦指導回想手記-259 谷川一男少将随想録　昭和２９．７ 厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-260 遠藤三郎中将回想録　昭和２９．８ 厚生省引揚援護局

中央-作戦指導回想手記-261
存在８０年　日本陸軍が自から招いた解体原因　－日本陸軍滅亡
外史－

-

中央-作戦指導回想手記-262 管見簿記集 参謀次長　河辺虎四郎中将

中央-作戦指導回想手記-263 陸軍における派閥関係管見 参謀次長　河辺虎四郎中将

中央-作戦指導回想手記-264 第１部長を通じて観たる時代変遷 参謀次長　河辺虎四郎中将

中央-作戦指導回想手記-265 Ｋ氏手記の読後感 参謀次長　河辺虎四郎中将

中央-作戦指導回想手記-266 第３０軍司令官の経験　自　昭和１９年２月　至　昭和２５年４月 飯田祥二郎稿

中央-作戦指導回想手記-267 杉田一次史料 日本陸軍の情報勤務に就いて　昭和２５年５月 陸軍情報将校

中央-作戦指導回想手記-268 杉田一次史料 日本陸軍の実施した対支諜報に関する観察 陸軍情報将校

中央-作戦指導回想手記-269 巣鴨日記　Ⅰ 畑俊六

中央-作戦指導回想手記-270 巣鴨日記　Ⅱ 畑俊六

中央-作戦指導回想手記-271 佐野増彦筆写 畑元帥手記 敗戦回顧 畑俊六

中央-作戦指導兵站-1 綜合兵站講義資料　第１章．第２章　昭和３２年２月 防衛研修所　國武輝人

中央-作戦指導兵站-2 綜合兵站講義資料　第３章　昭和３２年２月 防衛研修所　國武輝人

中央-作戦指導兵站-3 綜合兵站講義資料　第４章　昭和３２年２月 防衛研修所　國武輝人
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中央-作戦指導兵站-4 綜合兵站講義資料　第５章　昭和３２年２月 防衛研修所　國武輝人

中央-作戦指導兵站-5 綜合兵站講義資料　第６章　昭和３２年２月 防衛研修所　國武輝人

中央-作戦指導兵站-6 綜合兵站講義資料　第７章　昭和３２年２月 防衛研修所　國武輝人

中央-作戦指導兵站-7 綜合兵站講義資料　第８章　昭和３２年２月 防衛研修所　國武輝人

中央-作戦指導兵站-8 綜合兵站講義資料　第９章　昭和３２年２月 防衛研修所　國武輝人

中央-作戦指導兵站-9 綜合兵站講義資料　第１０章　昭和３２年２月 防衛研修所　國武輝人

中央-作戦指導兵站-10 綜合兵站講義資料　第１１章　昭和３２年２月 防衛研修所　國武輝人

中央-作戦指導兵站-11 綜合兵站講義資料　第１２章　昭和３２年２月 防衛研修所　國武輝人

中央-作戦指導兵站-12 綜合兵站講義資料　第１３章　昭和３２年２月 防衛研修所　國武輝人

中央-作戦指導兵站-13 陸軍各隊陣営具備附標準表　大正１５年 陸軍省

中央-作戦指導兵站-14 亜細亜に於ける海底電線網　森川史料 -

中央-作戦指導兵站-15 「スラバヤ」野戦自動車支廠態勢要図　森川史料 -

中央-作戦指導兵站-16 糧秣に対する瓦斯防護私見　森川史料 2等主計正繁富保雄

中央-作戦指導兵站-17 陸軍糧食製造法1～24　橋本史料 陸軍省陸軍糧秣本廠

中央-作戦指導兵站-18 主食に関する陸軍糧秣研究資料綴　橋本史料 陸軍糧秣本廠等

中央-作戦指導兵站-19 調味料に関する陸軍糧秣研究資料綴　橋本史料 陸軍糧秣本廠等

中央-作戦指導兵站-20 缶詰に関する陸軍糧秣研究資料綴　橋本史料 陸軍糧秣本廠等

中央-作戦指導兵站-21 ヴィタミンに関する陸軍糧秣研究資料綴　橋本史料 陸軍糧秣本廠等

中央-作戦指導兵站-22 食塩に関する陸軍糧秣研究資料綴　橋本史料 陸軍糧秣本廠等

中央-作戦指導兵站-23 飼料に関する陸軍糧秣研究資料綴　橋本史料 陸軍糧秣本廠等

中央-作戦指導兵站-24 陸軍糧秣研究資料雑綴　橋本史料 陸軍糧秣本廠等

中央-作戦指導兵站-25 未利用資源に関する陸軍糧秣研究資料綴　橋本史料 陸軍糧秣本廠等

中央-作戦指導兵站-26 現地生活に関する陸軍糧秣研究資料綴　橋本史料 陸軍糧秣本廠等

中央-作戦指導兵站-27 制限食に関する研究　橋本史料 -

中央-作戦指導兵站-28 陸軍糧秣研究資料（参考論文）　橋本史料 陸軍糧秣本廠技師橋本英一他

中央-作戦指導兵站-29 簡易豆粕削機研究試験報告（第２報）橋本史料
陸軍省陸軍糧秣本廠　器材科
研究室

中央-作戦指導兵站-30 糧秣輸送補給に関する研究報告書綴　橋本史料 陸軍糧秣廠

中央-作戦指導兵站-31 酒類製造防腐等に関する研究報告書綴　橋本史料 陸軍糧秣本廠

中央-作戦指導統合-1 統合運用講義資料　第１巻　総論　昭和３０年７月 國武所員

中央-作戦指導統合-2 統合運用講義資料　第２巻　統合機構　昭和３０年７月 國武所員

中央-作戦指導統合-3
統合運用講義資料　第３巻　統合運用の基本原則　統合情報及
対情報　昭和３０年７月

國武所員

中央-作戦指導統合-4 統合運用講義資料　第４巻　統合作戦．統合訓練　昭和３０年７月 國武所員

中央-作戦指導統合-5 統合運用講義資料　第５巻　統合兵站．行政管理　昭和３０年７月 國武所員

中央-作戦指導統合-6 統合運用講義資料　第６巻　統合計画立案　昭和３０年７月 國武所員

中央-作戦指導その他-1 参謀本部歴史草案（１～３）　明．４～１３　１／２９　（宮崎史料） 参謀本部

中央-作戦指導その他-2 参謀本部歴史草案（４～７）　明．１４～１７　２／２９　（宮崎史料） 参謀本部
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中央-作戦指導その他-3 参謀本部歴史草案（９～１１）　明．１９～２１　３／２９　（宮崎史料） 参謀本部

中央-作戦指導その他-4 参謀本部歴史草案（１～４）　明．１１～１４　４／２９　（宮崎史料） 参謀本部　佐官副官管

中央-作戦指導その他-5 参謀本部歴史草案（５～６）　明．１５～１６　５／２９　（宮崎史料） 参謀本部　佐官副官管

中央-作戦指導その他-6 参謀本部歴史草案（７～８）　明．１７～１８　６／２９　（宮崎史料） 参謀本部　佐官副官管

中央-作戦指導その他-7 参謀本部歴史草案（９～１１）　７／２９　明．１９～２１ 参謀本部　佐官副官管

中央-作戦指導その他-8
参謀本部歴史草案（１２～１４）．明．２２～２４　８／２９　（宮崎史
料）

参謀本部　佐官副官管

中央-作戦指導その他-9
参謀本部歴史草案（１５～１７）．明．２５～２７　９／２９　（宮崎史
料）

参謀本部　佐官副官管

中央-作戦指導その他-10
参謀本部歴史草案（１８～１９）．明．２８～２９　１０／２９　（宮崎史
料）

参謀本部　佐官副官管

中央-作戦指導その他-11
参謀本部歴史草案（２０～２１）．明．３０～３１　１１／２９　（宮崎史
料）

参謀本部　佐官副官管

中央-作戦指導その他-12
参謀本部歴史草案（２２～２４）．明．３２～３４　１２／２９　（宮崎史
料）

参謀本部　佐官副官管

中央-作戦指導その他-13 参謀本部歴史草案　明．３５　１３／２９　（宮崎史料） 参謀本部

中央-作戦指導その他-14
参謀本部歴史草案　明．３６．１．４～３６．１１．５　１４／２９　（宮
崎史料）

参謀本部

中央-作戦指導その他-15 参謀本部歴史　大．２　１５／２９　（宮崎史料） 参謀本部　庶務課

中央-作戦指導その他-16 参謀本部歴史　大．３　１６／２９　（宮崎史料） 参謀本部

中央-作戦指導その他-17 参謀本部歴史　大．４～５　１７／２９　（宮崎史料） 参謀本部

中央-作戦指導その他-18 参謀本部歴史　大．６　１８／２９　（宮崎史料） 参謀本部

中央-作戦指導その他-19 参謀本部歴史　大．７．８．２～８．４．３０　１９／２９　（宮崎史料） 参謀本部　庶務課

中央-作戦指導その他-20 参謀本部歴史　大．９．６～１３．１２　２０／２９　（宮崎史料） 参謀本部

中央-作戦指導その他-21 参謀本部歴史　大．１４～昭．３　２１／２９　（宮崎史料） 参謀本部　庶務課

中央-作戦指導その他-22 参謀本部歴史　昭．４～８　２２／２９　（宮崎史料） 参謀本部　庶務課

中央-作戦指導その他-23 参謀本部歴史　昭．９．１～１２．５　２３／２９　（宮崎史料） 参謀本部

中央-作戦指導その他-24
参謀本部歴史資料原稿　昭．１２．７．３～１２．１１．１８　２４／２９
（宮崎史料）

参謀本部

中央-作戦指導その他-25
参謀本部歴史人事資料　昭．１２．６．２～１４．２．２８　２５／２９
（宮崎史料）

参謀本部　庶務課

中央-作戦指導その他-26
大本営陸軍参謀部陣中日誌　昭．１２．１１．１８～１８．１２．３１　２
６／２９　（宮崎史料）

参謀本部　庶務課

中央-作戦指導その他-27
大本営陸軍参謀部陣中日誌　昭．１２．１１．１７～１７．２．９　２７
／２９　（宮崎史料）

参謀本部　庶務課

中央-作戦指導その他-28
時局に関する重要目録　昭．３．４．１８～４．５．８　２８／２９　（宮
崎史料）

参謀本部

中央-作戦指導その他-29 参謀本部職員一覧表原稿　２９／２９　明治１４～２９年 参謀本部

中央-作戦指導その他-30 師団作戦方式要綱　昭２０．１　（宮崎史料） 第１３師団司令部

中央-作戦指導その他-31 師団作戦方式要綱　昭２０．１　（宮崎史料） 第１３師団司令部

中央-作戦指導その他-32 師団作戦方式要綱　昭２０．１　（宮崎史料） 第１３師団司令部

中央-作戦指導その他-33 師団作戦方式要綱　昭２０．１　（宮崎史料） 第１３師団司令部

中央-作戦指導その他-34 破壊殺傷教程（案）　（宮崎史料） 大本営陸軍部

中央-作戦指導その他-35
昭和２１年春頃を目途とする情勢判断　昭．２０．７．１　（宮崎史
料）

大本営陸軍部

中央-作戦指導その他-36
戦況手簿　（沖縄．濠北．ビルマ．タイ．中部太平洋．北方．内地方
面）

参謀本部第２課　陸軍大尉　高
橋金治

中央-作戦指導その他-38
比島捷号作戦戦況手簿　昭１９．１０．１１～２０．７．上　（宮崎史
料）

参謀本部　第１部第２課

中央-作戦指導その他-39
比島捷号作戦戦況手簿　昭１９．１０．１１～２０．７．上　（宮崎史
料）

参謀本部　第１部第２課
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中央-作戦指導その他-40
比島捷号作戦戦況手簿　昭１９．１０．１１～２０．７．上　（宮崎史
料）

参謀本部

中央-作戦指導その他-41
比島捷号作戦戦況手簿　昭１９．１０．１１～２０．７．上　（宮崎史
料）

大本営陸軍参謀部　第１部第２
課

中央-作戦指導その他-43
戦況手簿　（沖縄．濠北．ビルマ．タイ．内地．中部太平洋．北方方
面）　昭和１９～２０

大本営陸軍参謀部

中央-作戦指導その他-44
戦況手簿　（沖縄．濠北．ビルマ．タイ．内地．中部太平洋．北方方
面）　昭和１９年～２０年

大本営陸軍参謀部

中央-作戦指導その他-45 第１３師団作戦計画綴　大．１０ 第１３師団参謀部

中央-作戦指導その他-46 海上挺進部隊に関する記録 第１復員局

中央-作戦指導その他-46_2 海上挺進部隊に関する記録 第１復員局

中央-作戦指導その他-47 海上挺進部隊に関する記録 第１復員局

中央-作戦指導その他-48 幕僚参考資料綴　其１ 安倍　生

中央-作戦指導その他-49 築城等関係綴 安倍　邦夫

中央-作戦指導その他-50 太平洋戦争各期に於ける全般状況 第１復員局

中央-作戦指導その他-51 「ソ」軍戦法　前地の防禦．前地に対する攻撃に就て　昭１７．４ 関東軍参謀部

中央-作戦指導その他-53 各方面軍参謀長会同書類綴　昭和２０．４．１９ 第１総軍　参謀庶務

中央-作戦指導その他-54 韓国駐箚軍司令官に与ふる　明治４０年度　作戦計画訓令 参謀本部

中央-作戦指導その他-55 韓国駐箚軍司令官に与ふる　明治４１年度　作戦計画訓令 参謀本部

中央-作戦指導その他-56 韓国駐箚軍司令官に与ふる　明治４２年度　作戦計画訓令 参謀本部

中央-作戦指導その他-57 韓国駐箚軍司令官に与ふる　明治４３年度　作戦計画訓令 参謀本部

中央-作戦指導その他-58
台湾総督　樺太守備隊司令官に与ふる　明治４０年度　作戦計画
訓令

-

中央-作戦指導その他-59 台湾総督に与ふる　明治４１年度　作戦計画訓令 -

中央-作戦指導その他-60 台湾総督に与ふる　明治４２年度　作戦計画訓令 -

中央-作戦指導その他-61 台湾総督に与ふる　明治４３年度　作戦計画訓令 参謀本部

中央-作戦指導その他-62 関東都督に与ふる　明治４０年度　作戦計画訓令 -

中央-作戦指導その他-63 関東都督に与ふる　明治４１年度　作戦計画訓令 参謀本部

中央-作戦指導その他-64 関東都督に与ふる　明治４２年度　作戦計画訓令 参謀本部

中央-作戦指導その他-65 関東都督に与ふる　明治４３年度　作戦計画訓令 参謀本部

中央-作戦指導その他-66 樺太守備隊に与ふる　明治４１年度　作戦計画訓令 -

中央-作戦指導その他-67 樺太守備隊司令官に与ふる　明治４２年度　作戦計画訓令 参謀本部

中央-作戦指導その他-68 樺太守備隊司令官に与ふる　明治４３年度　作戦計画訓令 参謀本部

中央-作戦指導その他-69 日本帝国陸軍作戦計画　明治４０年度 -

中央-作戦指導その他-70 日本帝国陸軍作戦計画　明治４１年度 -

中央-作戦指導その他-71 第７師団長に与ふる　作戦計画訓令　明治４１年度 参謀本部

中央-作戦指導その他-72 日本帝国陸軍作戦計画　明治４２年度 -

中央-作戦指導その他-73 第７師団長に与ふる　作戦計画訓令　明治４２年度 参謀本部

中央-作戦指導その他-74 日本帝国陸軍作戦計画　明治４３年度 参謀本部

中央-作戦指導その他-75 第７師団長に与ふる　作戦計画訓令　明治４３年度 参謀本部

中央-作戦指導その他-76
大本営陸軍部　第６課内業務実施に関する指針　昭和１８．１０．２
１

大本営陸軍部第６課長



令和４年８月２日

中央-作戦指導その他-77
安倍史料　３／１２　陸軍少佐安倍邦夫氏作成使用の「服務の参
考」綴

-

中央-作戦指導その他-78
安倍史料　４／１２　陸軍中佐安倍邦夫氏作成使用の参考綴　其
の１

-

中央-作戦指導その他-79 陸軍中佐安倍邦夫氏作成使用の上陸防禦の参考 -

中央-作戦指導その他-80 参謀本部歴史保管目録　昭和１９．１１．１７調 参謀本部総務課庶務将校

中央-作戦指導その他-81 兵棋　第２次参謀要員に関する綴 阿部　邦夫

中央-作戦指導その他-82
大正４年密大日記抄写　陸軍省　参謀本部　教育総監部　関係業
務担任規定　３部中の１　大正２．７．１０裁可

-

中央-作戦指導その他-83 第２次参謀要員に対する　現地戦術 -

中央-作戦指導その他-84 図上戦術（防禦）綴　昭和２０．７実施 -

中央-作戦指導その他-85 安倍邦夫陸軍中佐覚書 大本営陸軍参謀

中央-作戦指導その他-86 艦砲射撃効力に関する実験報告　昭和２０．１
艦砲射撃実験委員　大本営陸
軍部

中央-作戦指導その他-88 大東亜戦作戦準備に就て　昭和１６．９．２５～昭和１６．１２ 荒尾大佐講話

中央-作戦指導その他-89 訳文紙送達簿　昭和１９～２１年 -

中央-作戦指導その他-90
大本営陸軍部（１）　基礎案に対する畑俊六元帥の所見　昭和３
２．１０

長尾　正夫

中央-作戦指導その他-91 陸軍大将山下奉文写真集 -

中央-作戦指導その他-92 １２Ａ司令官　勤務参考資料 内山英太郎中将

中央-作戦指導その他-93 憲兵司令部の常時　採用せる政策訓令及命令　昭和２０．９ -

中央-作戦指導その他-94 陸軍参謀本部地図索引 記録係

中央-作戦指導その他-95
南東亜細亜に於ける　日本軍作戦に関する質疑　昭和１６～２０年
間

-

中央-作戦指導その他-96 作戦に関する解答（質問）　昭和１８．１０～２０．５ 南方軍総司令部

中央-作戦指導その他-97 中田隊作命綴　昭和２０．３ アビユ西方．ポークチョン

中央-作戦指導その他-98 要図関係書類綴　昭和２６．３ Ｇ－２　歴史課

中央-作戦指導その他-99 石原中将閣下訪問記　昭和２０．７ 寳田中佐

中央-作戦指導その他-100
上陸作戦に於て海軍の行動中特に陸軍に於て知得し置くを要す
る件に就て

参謀本部

中央-作戦指導その他-101 上陸計画策定及陸海軍協定の為主要事項の説明 -

中央-作戦指導その他-102 寺内大将書簡　昭和１９年９月２０日付 -

中央-作戦指導その他-103 最近に於ける支那軍軍事情勢　昭和１４．１０．１３ 参謀本部

中央-作戦指導その他-104 本格的国土防空施策の要綱　森川史料 参謀本部第４課

中央-作戦指導その他-105 時局防空施策要綱案　森川史料　昭和１７．６．１ 陸軍省兵務局防衛課

中央-作戦指導その他-106 日本国防学体系草案（Ｂ案）　高嶋少将史料　昭和１３年６月末 国防研究室

中央-作戦指導その他-107
「極秘　総力国防内容例（高嶋中佐案）高嶋少将史料　昭和１３．
８．１３」

高嶋辰彦中佐

中央-作戦指導その他-108 日本百年戦争宣言高嶋少将史料 高嶋辰彦中佐

中央-軍事行政法令-21 陸軍成規類聚　別冊　１／３ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-22 陸軍成規類聚　別冊　２／３ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-23 陸軍成規類聚　別冊　３／３ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-24 陸軍成規類聚　別冊　１／３ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-25 陸軍成規類聚　別冊　２／３ 陸軍大臣官房



令和４年８月２日

中央-軍事行政法令-26 陸軍成規類聚　別冊　３／３ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-27 陸軍成規類聚　上巻第１類　１／６　明治３３．４月 陸軍大臣官房副官部

中央-軍事行政法令-28 陸軍成規類聚　上巻第２類　２／６　明治３３．４月 陸軍大臣官房副官部

中央-軍事行政法令-29 陸軍成規類聚　上巻第３類　３／６　明治３３．４月 陸軍大臣官房副官部

中央-軍事行政法令-30 陸軍成規類聚　下巻第４類～第７類　４／６　明治３３．４月 陸軍大臣官房副官部

中央-軍事行政法令-31 陸軍成規類聚　下巻第８類～第１０類　５／６　明治３３．４月 陸軍大臣官房副官部

中央-軍事行政法令-32 陸軍成規類聚　下巻第１１～第１４類　６／６　明治３３．４月 陸軍大臣官房副官部

中央-軍事行政法令-33 陸軍成規類聚　別冊　１／３　３／３部中　昭１６．４．１９ 陸軍大臣官房副官部

中央-軍事行政法令-34 陸軍成規類聚　別冊　２／３　３／３部中　昭１６．４．１９ 陸軍大臣官房副官部

中央-軍事行政法令-35 陸軍成規類聚　別冊　３／３　３／３部中　昭１６．４．１９ 陸軍大臣官房副官部

中央-軍事行政法令-36 陸軍成規類聚　索引 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-37 陸軍成規類聚　第１巻　第１類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-38 陸軍成規類聚　第１巻　第２類 陸軍大臣官房編纂

中央-軍事行政法令-39 陸軍成規類聚　第２巻　第３類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-40 陸軍成規類聚　第２巻　第４類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-41 陸軍成規類聚　第２巻　第５類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-42 陸軍成規類聚　第２巻　第６類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-43 陸軍成規類聚　第３巻　第７類　１／２ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-44 陸軍成規類聚　第３巻　第７類　２／２ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-45 陸軍成規類聚　第４巻　第８類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-46 陸軍成規類聚　第４巻　第９類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-47 陸軍成規類聚　第４巻　第１０類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-48 陸軍成規類聚　第４巻　第１１類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-49 陸軍成規類聚　第５巻　第１２類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-50 陸軍成規類聚　第５巻　第１３類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-51 陸軍成規類聚　第５巻　第１４類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-52 陸軍成規類聚　第５巻　第１５類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-53 陸軍成規類聚　第６巻　第１６類 -

中央-軍事行政法令-54 陸軍成規類聚　第６巻　第１７類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-55 陸軍成規類聚　第６巻　附録 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-56 陸軍成規類聚　第１巻　索引 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-57 陸軍成規類聚　第１巻　第１類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-58 陸軍成規類聚　第１巻　第２類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-59 陸軍成規類聚　第２巻　第３類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-60 陸軍成規類聚　第２巻　第４類 -

中央-軍事行政法令-61 陸軍成規類聚　第２巻　第５類 陸軍大臣官房



令和４年８月２日

中央-軍事行政法令-62 陸軍成規類聚　第２巻　第６類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-63 陸軍成規類聚　第３巻　第７類　１／２ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-64 陸軍成規類聚　第３巻　第７類　２／２ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-65 陸軍成規類聚　第４巻　第８類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-66 陸軍成規類聚　第４巻　第９類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-67 陸軍成規類聚　第４巻　第１０類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-68 陸軍成規類聚　第４巻　第１１類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-69 陸軍成規類聚　第４巻　第１２類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-70 陸軍成規類聚　第５巻　第１３類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-71 陸軍成規類聚　第５巻　第１４類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-72 陸軍成規類聚　第５巻　第１５類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-73 陸軍成規類聚　第６巻　第１６類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-74 陸軍成規類聚　第６巻　第１７類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-75 陸軍成規類聚　第６巻　附録 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-77 陸軍成規類聚　第１巻　索引 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-78 陸軍成規類聚　第１巻　第２類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-79 陸軍成規類聚　第２巻　第３類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-80 陸軍成規類聚　第２巻　第４類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-81 陸軍成規類聚　第２巻　第５類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-82 陸軍成規類聚　第２巻　第６類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-83 陸軍成規類聚　第３巻　第７類　１／２ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-84 陸軍成規類聚　第３巻　第７類　２／２ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-85 陸軍成規類聚　第４巻　第８類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-86 陸軍成規類聚　第４巻　第９類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-87 陸軍成規類聚　第４巻　第１０類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-88 陸軍成規類聚　第４巻　第１１類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-89 陸軍成規類聚　第４巻　第１２類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-90 陸軍成規類聚　第５巻　第１３類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-91 陸軍成規類聚　第５巻　第１４類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-92 陸軍成規類聚　第５巻　第１５類 -

中央-軍事行政法令-93 陸軍成規類聚　第６巻　第１６類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-94 陸軍成規類聚　第６巻　第１７類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-95 陸軍成規類聚　第６巻　附録 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-96 陸軍成規類聚　第１巻　索引　１／１０ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-97 陸軍成規類聚　第１巻　第１類　第２類　２／１０ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-98 陸軍成規類聚　第２巻　第３類　３／１０ 陸軍大臣官房編



令和４年８月２日

中央-軍事行政法令-99 陸軍成規類聚　第２巻　第４～６類　４／１０ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-100 陸軍成規類聚　第３巻　第７類　５／１０ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-101 陸軍成規類聚　第３巻　第７類　６／１０ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-102 陸軍成規類聚　第４巻　第８類～第１１類　７／１０ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-103 陸軍成規類聚　第５巻　第１２類～第１３類　８／１０ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-104 陸軍成規類聚　第５巻　第１４類～第１５類 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-105 陸軍成規類聚　第６巻　第１６類～第１７類　附録 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-106 陸軍成規類聚　第１～第２類　１／４ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-107 陸軍成規類聚　第３類　２／４ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-108 陸軍成規類聚　第４類～第９類　３／４ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-109 陸軍成規類聚　第１０～第１７類　４／４　明治４２年 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-110 陸軍成規類聚　明治３１．８月 陸軍省大臣官房副官部

中央-軍事行政法令-111 陸軍成規類聚　上巻　明治３３．４月 陸軍省大臣官房副官部

中央-軍事行政法令-112 陸軍成規類聚　下巻　明治３３．４月 陸軍省大臣官房副官部

中央-軍事行政法令-113 陸軍諸条例綴　１／３　明治９．１０．２３～１８．９．１０ 陸軍省

中央-軍事行政法令-114 陸軍諸条例綴　２／３　明治１９．１．４～１９．１１．３０ 陸軍省

中央-軍事行政法令-115 陸軍諸条例綴　３／３　明治２０．３．７～２１．１２．２７ 陸軍省

中央-軍事行政法令-116 現行兵事法令集　－兵役之部－　昭２年 山本中佐

中央-軍事行政法令-117 現行兵事法令集　－服役補充．召募之部－ 山本中佐

中央-軍事行政法令-118 現行兵事法令集　－雑之部－ 山本中佐

中央-軍事行政法令-119 現行兵事法令集　－雑之部－ -

中央-軍事行政法令-120 陸軍関係主要法令件名集録　昭４．８．３１～２０．８．３ 厚生省援護局調査課

中央-軍事行政法令-121 陸軍成規類聚　明治３０年 陸軍省大臣官房副官部

中央-軍事行政法令-122 憲兵令達集　第１巻 憲兵司令部編纂　複製

中央-軍事行政法令-123 憲兵令達集　第２巻 憲兵司令部編纂　複製

中央-軍事行政法令-124 陸軍関係諸法規に関する資料綴 陸軍中将　片岡董

中央-軍事行政法令-125 徴兵事務条例　明治１２．１１．１７ 陸軍省

中央-軍事行政法令-126 陸軍俸給表　明治以降～昭和１８年 陸軍省

中央-軍事行政法令-127 大東亜戦争陸軍給与金 -

中央-軍事行政法令-127_2 大東亜戦争陸軍給与令 -

中央-軍事行政法令-128 給与論 -

中央-軍事行政法令-129 給与論 -

中央-軍事行政法令-130 大東亜戦争陸軍給与令　昭１９．９ -

中央-軍事行政法令-131 勅令綴　昭２０年度 陸軍省

中央-軍事行政法令-132 補任事務提要　昭１３．１月 陸軍省

中央-軍事行政法令-133 補任事務提要　昭１３．１．６ 陸軍省



令和４年８月２日

中央-軍事行政法令-134 補任事務提要　昭１８．１２．１ 陸軍省

中央-軍事行政法令-135 補任事務提要　昭１８．１２．１ 陸軍省

中央-軍事行政法令-136 戒厳事務要覧　昭１９．１．３１ 陸軍省軍務局軍事課

中央-軍事行政法令-137 徴兵事務の大意　（軍務局課員．中井少佐講話）　大正１４．３月 第１師団司令部

中央-軍事行政法令-138 恩給．賜金．手当金．扶助金　事務便覧　昭１８．１月 -

中央-軍事行政法令-139 軍人遺家族．傷痍軍人　帰還（郷）軍人援護大鑑　昭１４．６月 -

中央-軍事行政法令-140 戒厳令詳論　昭１８．１２．１８　発行 憲兵大佐　三浦惠一

中央-軍事行政法令-141 陸軍刑法　陸軍懲罰令抜萃　大正７．７．８ 教育総監部

中央-軍事行政法令-142 陸軍軍法会議法講義 法学士　藤井全之

中央-軍事行政法令-143 陸軍物資統制規則及別冊　昭１５．３．５ 陸軍省

中央-軍事行政法令-144 陸軍物資統制規則及附属規則（陸支普第４４９号）　昭１５．３．５ 陸軍省

中央-軍事行政法令-145 叙位．叙勲例規　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍事行政法令-146 叙位．叙勲例規　昭１２．３ 陸軍省

中央-軍事行政法令-147 我が国の軍需工業動員法 -

中央-軍事行政法令-148 陸戦の法規慣例に関する規則 -

中央-軍事行政法令-149 旧俘虜関係規定 業務学校警務教育課

中央-軍事行政法令-150 俘虜に関する諸法規類集　昭２１．１２　改正 俘慮情報局

中央-軍事行政法令-151 俘虜に関する諸法規類集　昭２１．１２月改正 俘慮情報局

中央-軍事行政法令-152 防諜関係法令集　昭和１６．６ 司法省刑事局編纂

中央-軍事行政法令-153 軍政関係法令集　昭和１７年 比島軍政監部

中央-軍事行政法令-154 航空に関する諸法規 下志津陸軍　飛行学校

中央-軍事行政法令-155
陸軍省官制関係條例綴　（陸軍の後方、兵站制度研究資料）　明
治１年～昭和１８年

法令全書抜萃

中央-軍事行政法令-156
條例綴　（兵器部．経理部．軍医部．輜重兵等）　明治６～昭和２０
年

法令全書抜萃

中央-軍事行政法令-157
條例綴　造兵司．造兵廠砲兵方面．製絨所　糧秣廠　燃料廠　砲
兵工廠　兵器廠　被服廠　衛生機材廠　貨物廠　等　明治８～昭
和２０

法令全書抜萃

中央-軍事行政法令-158 陸軍各学校関係條例綴　明治１９～昭和１９年 法令全書抜萃

中央-軍事行政法令-159 参謀本部関係條例綴　明治６～昭和１６ 法令全書抜萃

中央-軍事行政法令-160 復員留守業務規程　昭２１．４．１５ 第１復員省

中央-軍事行政法令-160_2 復員留守業務規程　昭２１．４．１５ 第１復員省調製

中央-軍事行政法令-161 復員業務規程　昭２６．３．５ 引揚援護庁

中央-軍事行政法令-161_2 復員業務規程　昭２６．３．５ 引揚援護庁調製

中央-軍事行政法令-162 留守業務規程　（陸亜普第１４３５号）　昭１９．１１．３０ 陸軍省

中央-軍事行政法令-162_2 留守業務規程　昭１９．１１．３０ 陸軍省調製

中央-軍事行政法令-163 陸軍給与令　明治２３．３．２７ 陸軍省

中央-軍事行政法令-164 帝国陸軍復員要領．細則綴　昭２０．８．１８ 陸軍省

中央-軍事行政法令-165 陸軍物資統制規則及附属規則　昭１５．３．５ 陸軍省

中央-軍事行政法令-166 陸軍物資統制規則解説　昭１５．８．２６ 陸軍省



令和４年８月２日

中央-軍事行政法令-167 陸軍物資統制規則及附属規則　昭１８．８ 陸軍省

中央-軍事行政法令-168 陸軍兵器本部物資統制要領　昭１５年 陸軍省兵器本部

中央-軍事行政法令-169 船員関係総動員令解説 鈴木　倉吉

中央-軍事行政法令-170 叙位叙勲例規　昭３年６月 陸軍省

中央-軍事行政法令-171 小倉陸軍造兵廠内務規定　昭１８．１１．１ 小倉陸軍造兵廠

中央-軍事行政法令-172 軍人遺家族．傷痍軍人　帰還（郷）　軍人援護大鑑　昭１４．６ 陸軍省

中央-軍事行政法令-173 新法令全書　第１巻　昭１９後半～２１．６月 法文社　発行

中央-軍事行政法令-174 陸軍気象部諸規定綴　昭１４．４．１１ 陸軍気象部

中央-軍事行政法令-175 満洲国防衛法 -

中央-軍事行政法令-177 大東亜戦争経理要覧 -

中央-軍事行政法令-178 陸軍省各局課業務　分担表 陸軍省

中央-軍事行政法令-179 参謀本部服務規則　大本営陸軍部幕僚業務分担規定 参謀本部　大本営陸軍部

中央-軍事行政法令-180 参謀本部服務規則　大本営陸軍部幕僚業務分担規定 参謀本部　大本営陸軍部

中央-軍事行政法令-181
陸軍省参謀本部教育総監部　関係業務担任規定　大．２．７．１０
裁可

大４密大日記抄写

中央-軍事行政法令-182
陸軍省参謀本部教育総監部　関係業務担任規定　大．２．７．１０
裁可

大４密大日記抄写

中央-軍事行政法令-186 事務参考書 -

中央-軍事行政法令-187 陸軍省処務仮規程　大．１３．１２．２０ 陸軍省大臣官房

中央-軍事行政法令-188 軍隊内務書改正草案　（第２案）　大．９．５ 陸軍省

中央-軍事行政法令-189 防護団員必携草案　（改訂版） 東部防衛司令部　監修

中央-軍事行政法令-190 現行兵事法令集（台本） 兵事法令集編纂会

中央-軍事行政法令-191 現行兵事法令集　２　（服役．補充．召募之部） -

中央-軍事行政法令-192 秘憲兵令達集　第２巻 憲兵司令部　編纂

中央-軍事行政法令-194 兵役法並関係法規　昭．１４．７．１ -

中央-軍事行政法令-195 兵事法規輯覧　昭．２．１２．１ -

中央-軍事行政法令-197 南洋群島防空規程　昭．１５．１２．２６ 南洋庁

中央-軍事行政法令-198 民法　昭．１４ 陸軍憲兵学校

中央-軍事行政法令-199 陸海軍残務整理の根拠法令　昭．２４．５．３１ 厚生大臣官房

中央-軍事行政法令-200_2 戒厳事務要覧　昭和１９年１月３１日　高嶋少将史料 軍務局軍事課

中央-軍事行政法令-201 防空法に関する書類綴　昭９．８ 参謀本部第１課

中央-軍事行政法令-202 防空法関係書類綴　第１巻 -

中央-軍事行政法令-203 防空法関係書類綴　第２巻 -

中央-軍事行政法令-204 防空法　昭．１０．８
防空法及同法　施行勅令案　起
草準備委員会

中央-軍事行政法令-205 防空関係法令便覧　昭．１９．５ 陸軍省

中央-軍事行政法令-206 防空法案　（第６案） -

中央-軍事行政法令-207 陸軍将官論功行賞叙任及辞令　明．３９．４．１ -

中央-軍事行政法令-208 改訂　鎮台條例　明．６．７．１９ 太政官　三條實美



令和４年８月２日

中央-軍事行政法令-209 防空関係法令集　昭１５．９ 司法省

中央-軍事行政法令-210 陸官調書類綴　（陸達）　昭和１７．４．１～１９．１．２２ 柿部隊本部

中央-軍事行政法令-211 防空法　昭和１０．１２　起 参謀本部　第１課

中央-軍事行政法令-212 陸軍成規類聚　第１巻　第２類　１／２分冊 -

中央-軍事行政法令-213 陸軍成規類聚　第１巻　第２類　２／２分冊 -

中央-軍事行政法令-214 陸軍成規類聚　第１巻　第２類　１／２分冊 -

中央-軍事行政法令-215 陸軍成規類聚　第１巻　第２類　２／２分冊 -

中央-軍事行政法令-216 復員史編さん史料賜金（案） -

中央-軍事行政法令-217 陸軍成規類聚　大正５．１ 陸軍大臣官房論

中央-軍事行政法令-218
陸海軍軍人軍属の刑罰等によって変る人の資格に関する執務の
参考　付録共

厚生省引揚援護局

中央-軍事行政法令-219 帝国法規　第１９類　（国勢調査及統計報告） -

中央-軍事行政法令-220 軍備軍律俘虜等に関する綴 陸軍少将　眞田穣一郎

中央-軍事行政法令-221 関東防空演習諸規定集　昭和８．７．１ -

中央-軍事行政法令-222 新聞紙等掲載制限令　記事掲載判定要領　昭和１６．１．１０ -

中央-軍事行政法令-223
多田駿大将関係資料　軍事参議院内規等資料綴　昭和１５．１０．
１～１６．８．２９

軍事参議院

中央-軍事行政法令-224
昭和１５．１１．２２軍令陸甲第５５号　昭和１６年度陸軍動員計画
令（写）　１６令　付表　第１～第２０２　其３

陸軍省

中央-軍事行政法令-225 兵事法規輯覧　昭和２．１２ 陸軍省兵備課

中央-軍事行政法令-226 兵役法関係法規　昭和１９．２ -

中央-軍事行政法令-227 俘虜取扱の記録　昭和３０．１２ 俘慮情報局

中央-軍事行政法令-228 陸軍成規類聚　第１巻　第２類　１／２分冊 -

中央-軍事行政法令-229 陸軍成規類聚　第１巻　第２類　２／２分冊 -

中央-軍事行政法令-231 陸軍成規類典　上巻　明治３９年１０月１５日 武揚堂発行

中央-軍事行政法令-232 陸軍刑法　陸軍懲罰令　大正８．８ 陸軍省

中央-軍事行政法令-233 陸軍礼式　陸軍服装規則　明治２０．１．１９ 陸軍省

中央-軍事行政法令-234 復員史編纂資料　（恩給関係） -

中央-軍事行政法令-235
参謀本部服務規則及び大本営陸軍部幕僚業務分担規定　昭和１
８．１０．１５

参謀本部　大本営陸軍部

中央-軍事行政法令-236 陸軍技術本部諸規程　昭和１６．６ 陸軍技術本部

中央-軍事行政法令-237 戒厳令　非常警戒のため兵員派遣　明治１５～大正８年 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-238 陸軍省達全書　（５７～５９号）　明治１８年 -

中央-軍事行政法令-239 陸軍省令全書　（第１号）　明治１９年３～６月 -

中央-軍事行政法令-240 大日本帝国憲法　明治２２．２ 陸軍大臣官房

中央-軍事行政法令-241 第３師団諸規定　明治３９～４２年 小山史料

中央-軍事行政法令-242 歩兵第６連隊諸規則　明治４１年 小山史料

中央-軍事行政法令-243 野戦被服廠勤務条例　明治 -

中央-軍事行政法令-244 陸戦の法規慣例に関する規則　明治 参謀本部

中央-軍事行政法令-245 戦時陸軍報告規程　大正３．８ 陸軍省



令和４年８月２日

中央-軍事行政法令-246 陸軍刑法略解　昭和３年 第３師団長

中央-軍事行政法令-247 陸軍兵器廠教育規定　昭和１５年９ -

中央-軍事行政法令-248
大東亜戦役（支那事変　第２次を含む）　陸軍功績調査及び上申
規定（達）　昭和１７．１０

-

中央-軍事行政法令-249 叙勲金鵄勲章等に関する書類 -

中央-軍事行政法令-250 陸軍省令　告示綴　昭和１９～２０年 -

中央-軍事行政法令-251 諸規定綴　昭和２０年 陸軍省報道部

中央-軍事行政法令-252 現行兵事法令集　（召集之部） -

中央-軍事行政法令-253 陸軍軍令勅令綴　昭和２０年 陸軍大臣

中央-軍事行政法令-254 国民義勇戦闘隊統率令　昭和２０．６ -

中央-軍事行政法令-255 勅令　第３５０号　昭和２０．６ -

中央-軍事行政法令-256 内閣訓令第３号　昭和２０．６ -

中央-軍事行政法令-257 法律第３９号　（義勇兵役法）　昭和２０．６ -

中央-軍事行政法令-258 陸密　第９９２号　昭和１８．４ 陸軍省

中央-軍事行政法令-259 陸密綴　昭和１８～１９年 総務課

中央-軍事行政法令-260 陸密綴　昭和２０年 総務課

中央-軍事行政法令-261 陸亜密綴　昭和１７年～１９ 総務課

中央-軍事行政法令-262 陸亜密　第５７１９号　昭和１８．９ 陸軍大臣

中央-軍事行政法令-263 陸普．陸亜普綴　昭和１６～２０年 陸軍省

中央-軍事行政法令-264 陸普綴　昭和１６年 総務課

中央-軍事行政法令-265 陸支普綴　昭和１６～１８年 総務課

中央-軍事行政法令-266 陸亜普綴　昭和１７年 総務課

中央-軍事行政法令-267 陸普綴　昭和１７年 総務課

中央-軍事行政法令-268 陸普綴　昭和１８～２０年 総務課

中央-軍事行政法令-269 陸普綴　昭和１９年 庶務課給与

中央-軍事行政法令-270 陸普綴　昭和２０年 総務部

中央-軍事行政法令-271 陸普．陸達．陸密に関する綴　昭和２０年 -

中央-軍事行政法令-272 陸亜普綴　昭和１８～１９年 総務課

中央-軍事行政法令-273 陸達綴　昭和１６～１８年 総務課

中央-軍事行政法令-274 陸達　昭和１９年 総務課

中央-軍事行政法令-275 陸支密原議書綴　昭和１５．９～１６．１２ 陸軍省大臣官房

中央-軍事行政法令-276 陸支普綴　昭和１６年度 総務課

中央-軍事行政法令-277 陸支　亜　普綴　昭和１７．７～１９．１２ 歩兵第２２２連隊第２大隊

中央-軍事行政法令-278 軍人緘口令に関する研究　昭和６．８ 片岡董少佐

中央-軍事行政法令-279 軍人緘口令に関する研究　昭和６．８ 片岡董少佐

中央-軍事行政法令-280 陸軍刑事法　大正１３年度 陸軍大学校

中央-軍事行政法令-281 陸軍省令．告示．陸普．陸達．陸密．陸亜普密等綴　昭和１９年度 -



令和４年８月２日

中央-軍事行政法令-282 現役将校の拳銃及び弾薬の譲受運搬携帯等に関する一考察 -

中央-軍事行政法令-283 戒厳に関する一般的研究　昭和５．５ 参謀本部（片岡大尉）

中央-軍事行政法令-284 現行法規の形式的観察　昭和５．８ 陸軍少佐　片岡董

中央-軍事行政法令-285 陸軍省令第３６号　陸軍軍属戦災救恤規程 -

中央-軍事行政法令-286 大審院軍事関係法規判例要旨　昭和９．４ -

中央-軍事行政法令-287 軍機保護法　外　昭和１２．８ -

中央-軍事行政法令-288 敵産管理法案　昭和１６．１２ -

中央-軍事行政法令-289 憲兵令達集　第２回追録　昭和１７．６ -

中央-軍事行政法令-290 憲兵令達集補修追録　（第２回）　昭和１７．１２ 憲兵司令部

中央-軍事行政法令-291 憲兵法規類集　第１巻　昭和１８．１２ 陸軍憲兵学校編纂

中央-軍事行政法令-292 憲兵法規類集　第１巻　昭和１８．１２ 陸軍憲兵学校編纂

中央-軍事行政法令-293 憲兵法規類集　第１巻　昭和１８．１２ 陸軍憲兵学校編纂

中央-軍事行政法令-294 戦時災害保護法関係法令通牒　昭和１８．３ 厚生省生活局

中央-軍事行政法令-295 陸軍各規定綴　昭和１４．２～１９．８ -

中央-軍事行政法令-296 諸規定綴　昭和１８．１１～２０．８ 伏木出張所

中央-軍事行政法令-297 陸軍省告示達綴　昭和１７．１～１９．１ -

中央-軍事行政法令-298 法制改廃に関する綴　昭和１７．２～２０．１０ 田島少佐

中央-軍事行政法令-299 大陸命参本通牒綴　昭和２０．８　以降 参謀部作戦

中央-軍事行政法令-300 戦傷病者戦没者遺族等　援護法関係法規集　昭和２７．５ 厚生省

中央-軍事行政法令-301
元陸海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３１．１２

厚生省引揚援護局

中央-軍事行政法令-302
広東特別殉国者元陸軍中将近藤新八氏　獄中日記（附書簡）　昭
和３８．９．２

福永　光司

中央-軍事行政法令-303 諸条例規則綴　明治１９年 陸軍大臣

中央-軍事行政法令-304 陸軍刑法釈義　明治１５．２ 井上義行　編纂

中央-軍事行政法令-305 兵役法案説明資料（甲号）　大正５．１１ -

中央-軍事行政法令-306 貨物廠条例　軍被服廠規則　兵站電信部規則　特志看護者編制 -

中央-軍事行政法令-307
軍紀風紀上等要注意事例集　昭和１８年陸密第２５５号　別冊第７
～９号　昭和１９．６～９印刷

-

中央-軍事行政法令-308 戦時救護規則　明治３１．１０ 陸軍省

中央-軍事行政法令-309 （陸海軍）退職賞与等法規類集 若松会

中央-軍事行政法令-310 近衛守衛隊勤務令全書　明治８年～明治４４年 -

中央-軍事行政法令-311 大東亜戦争陸軍給与令　大東亜戦争陸軍給与細則 -

中央-軍事行政法令-312 陸軍省各局関係書類　昭和６年～１１年　人事局長等　口演要旨 陸軍省

中央-軍事行政法令-313 陸軍共済組合関係規定集　昭和９年 陸軍省人事局

中央-軍事行政法令-314 叙位叙勲例規　昭和３年６月 陸軍省

中央-軍事行政法令-315 陸軍職工規則　昭和６年 -

中央-軍事行政法令-316 関東軍陸軍秘密書類関係規定類聚　昭和１３年６月 関東軍司令部編纂

中央-軍事行政法令-317 俘虜取扱の記録　昭和３０年１２月 俘慮情報局



令和４年８月２日

中央-軍事行政法令-318 現行　兵事法令集　１　兵役之部　昭和４年８月　発行 -

中央-軍事行政法令-319
現行　兵事法令集　２　服役．補充．召募之部　昭和４年８月　発
行

-

中央-軍事行政法令-320 現行　兵事法令集　３　召集之部　昭和４年８月　発行 -

中央-軍事行政法令-321 現行　兵事法令集　４　雑之部　昭和４年８月　発行 -

中央-軍事行政法令-322 布告全書　（１３冊）　１～１０　１１の上．中．下　明治　壬甲 -

中央-軍事行政法令-323 徴兵官同医官会議書類　昭和８年度 第１師団司令部

中央-軍事行政法令-324 徴兵官同医官会議書類　昭和９年度 第１師団司令部

中央-軍事行政法令-325 甲府連隊区徴兵検査参考書類　昭和８年度 甲府連隊区司令部

中央-軍事行政法令-326 千葉連隊区徴兵検査参考書類　昭和９年度 千葉連隊区司令部

中央-軍事行政法令-327 満洲帝国火薬類関係法令集　康徳　４年１２月 満洲火薬販売株式会社

中央-軍事行政法令-328 満洲帝国火薬類関係法令集　康徳　４年１２月 満洲火薬販売株式会社

中央-軍事行政法令-329 陸軍物資統制規則及附属規則　昭和１５年 陸軍省

中央-軍事行政法令-330 陸軍成規類聚　第５巻　大正５年１月　改定 -

中央-軍事行政法令-331 昭和１９年度簡閲点呼執行計画 新潟聯隊区司令部

中央-軍事行政法令-332 満州帝国　日訳　警察関係法規 関東憲兵隊教習隊研究室

中央-軍事行政法令-333 兵器等製造事業特別助成法案(関係綴り）　森川史料 陸軍省整備局

中央-軍事行政法令-334 通関の参考　森川史料 陸軍省陸軍運輸部

中央-軍事行政法令-335 陸支普第１号 陸軍省副官

中央-軍事行政法令-336 陸密綴(平成１９年整理分) -

中央-軍事行政法令-337 陸亜密綴(平成１９年整理分) -

中央-軍事行政法令-338 木材統制法関係法規 陸軍需品本廠

中央-軍事行政法令-339 防空関係法令 東京良書普及会

中央-軍事行政法令-340 留守業務規程　昭和１９年１１月３０日～昭和２０年１０月１０日 陸軍省

中央-軍事行政軍令-1 軍令綴　第１巻　目次番号（１～１７）　昭１９．５．２６～１９．９．２２ 陸軍省

中央-軍事行政軍令-2
軍令綴　第２巻　目次番号（１８～３０）　昭１９．１１．２～２０．１．１
３

陸軍省

中央-軍事行政軍令-3
軍令綴　第３巻　目次番号（３１～４６）　昭１９．１１．２１～２０．２．
６

陸軍省

中央-軍事行政軍令-4 軍令綴　第４巻　目次番号（４７～５１）　昭２０．２．６～２０．２．１７ 陸軍省

中央-軍事行政軍令-5 軍令綴　第５巻　目次番号（５２～５３）　昭２０．２．２８ 陸軍省

中央-軍事行政軍令-6
軍令綴　第６巻　目次番号（５４～７０）　昭和２０．２．２８～２０．４．
６

陸軍省

中央-軍事行政軍令-7
軍令綴　第７巻　目次番号（７１～９１）　昭和２０．４．１８～２０．８．
１０

陸軍省

中央-軍事行政軍令-8 軍令綴　第８巻　目次番号（５～１２）　昭２０．２．２８～２０．４．２０ 陸軍省

中央-軍事行政軍令-9 軍令綴　第９巻　目次番号（１～２４）　昭１９．６．２～１９．６．２９ 陸軍省

中央-軍事行政軍令-10
軍令綴　第１０巻　目次番号（２５～５４）　昭１９．６．２４～１９．７．
１２

陸軍省

中央-軍事行政軍令-11
軍令綴　第１１巻　目次番号（５５～８３）　昭１９．７．１５～１９．７．
３１

陸軍省

中央-軍事行政軍令-12
軍令綴　第１２巻　目次番号（８４～１１９）　昭１９．７．２５～１９．
９．８

陸軍省

中央-軍事行政軍令-13
軍令綴　第１３巻　目次番号（１２０～１６０）　昭１９．９．８～１９．１
２．２２

陸軍省



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍令-14 軍令綴　第１４巻　目次番号（１～４３）　昭２０．１．２～２０．３．２９ 陸軍省

中央-軍事行政軍令-15
軍令綴　第１５巻　目次番号（４４～１０７）　昭２０．３．３１～２０．
７．３１

陸軍省

中央-軍事行政軍令-16
軍令　動員に関する参考綴　目次番号（１～１９）　昭１４．３．２１～
１５．１．２７

陸軍省

中央-軍事行政軍令-17
軍令　動員に関する本協議書類綴　（目次番号１～６６）　その１
１／３　昭１７．１．１０～１７．５．１９

陸軍省

中央-軍事行政軍令-18
軍令　動員に関する本協議書類綴　（目次番号６７～１３２）　その
１　２／３　昭１７．５．１７～１７．８．１７

陸軍省

中央-軍事行政軍令-19
軍令　動員に関する本協議書類綴　（目次番号１３８～１９５）　そ
の１　３／３　昭１７．８．１９～１８．１．２

陸軍省

中央-軍事行政軍令-20
軍令　動員に関する本協議書類綴　（目次番号１～１１０）　その２
１／４　昭１８．１．２～１８．７．３０

陸軍省

中央-軍事行政軍令-21
軍令　動員に関する本協議書類綴　（目次番号１１１～１４３）　そ
の２　２／４　昭１８．８．２～１８．９．２３

陸軍省

中央-軍事行政軍令-22
軍令　動員に関する本協議書類綴　（目次番号２～３６）　その２
３／４　昭１８．８．２９～１８．１１．１２

陸軍省

中央-軍事行政軍令-23
軍令　動員に関する本協議書類綴　（目次番号３７～７９）　その２
４／４　昭１８．１１．１３～１８．１２．２７

陸軍省

中央-軍事行政軍令-24 軍令　兵備関係綴　（目次番号１～３１）　昭１９．８～２０．２．１３ 陸軍省

中央-軍事行政軍令-25
軍令　陸軍武功章令航空関係軍令綴　（目次番号１～４）　昭１９．
１１．２１～１９．１２．８

陸軍省

中央-軍事行政軍令-26 軍令綴　陸軍臨時動員計画会（同細則　附録）　昭２０年度 陸軍省

中央-軍事行政軍令-27
軍令綴　２２２師団．３０８師団．３２２師団　１１３独立混成旅団　等
臨時動員規定　昭２０年度

陸軍省

中央-軍事行政軍令-28 軍令綴　（軍令陸甲第８４号　陸機密第２１８号）　昭２０．５．２３ 陸軍省

中央-軍事行政軍令-29 軍令綴　（１．陸機密第９７号　２．軍令陸甲第８４号）　昭２０ -

中央-軍事行政軍令-30
軍令　（１．軍令陸甲第１４０号　２．陸亜機密第６１１号　３．軍令陸
甲第２１号　４．陸亜機密第７６号）　昭１９～２０年

-

中央-軍事行政軍令-31 軍令　（徴集現役兵　及　第１補充兵配賦表）　昭１４～１９年 陸軍省

中央-軍事行政軍令-32 軍令陸甲一覧表　昭１２～１６年 山下　義之

中央-軍事行政軍令-33 軍令陸甲一覧表　昭１２～１６年 -

中央-軍事行政軍令-34 臨時編成（改編）　関係軍令綴（在支部隊）　昭１９年後半 -

中央-軍事行政軍令-35 １６令　付表　第１～５９　１／３　軍令陸甲第４６号　昭１５．９．１０ 陸軍省

中央-軍事行政軍令-36
１６令　付表　第６０～１３９　２／３　昭１５．１１．２２　軍令陸甲第５
５号　昭１６年度　陸軍動員計画令（写）

陸軍省

中央-軍事行政軍令-37
１６令　付表　第１４０～２０２　３／３　昭１５．１１．２２　軍令陸甲第
５５号　昭１６年度　陸軍動員計画令（写）

陸軍省

中央-軍事行政軍令-38 軍令綴索引一覧　昭和１９．５．２６～２０．６．３０ 戦史部史料係

中央-軍事行政軍令-39 軍令綴索引一覧　昭和１９．５．２６～２０．６．３０ 戦史部史料係

中央-軍事行政軍令-40 軍令陸甲第１２号輸送詳報　昭和１０．２ 品川停車場司令部

中央-軍事行政軍令-41 南方各軍司令部勤務令　昭和１６．１１ 参謀本部　第３課

中央-軍事行政軍令-42 軍令陸甲一覧表　昭和１２～１６年 -

中央-軍事行政停年名簿-1 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治２５．７．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-2
陸軍予備．後備将校同相当官　服役停年名簿　明治２５．７．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-3
陸軍予備．後備将校同相当官　服役停年名簿　明治２６．７．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-4
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　１／２　明治２７．７．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-5
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　２／２　明治２７．７．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-6
陸軍予備．後備将校同相当官　服役停年名簿　明治２７．７．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-7 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治２８．７．１　調 陸軍省
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中央-軍事行政停年名簿-8
陸軍予備．後備将校同相当官　服役停年名簿　明治２８．７．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-9 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治２９．７．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-10 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治３０．７．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-11
陸軍予備．後備将校同相当官　服役停年名簿　明治３０．７．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-12 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治３１．７．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-13
陸軍予備．後備将校同相当官　服役停年名簿　明治３１．７．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-14 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治３２．７．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-15 陸軍現役将校列次名簿　明治３２．７．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-16
陸軍予備．後備将校同相当官　服役停年名簿　明治３２．７．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-17 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治３３．７．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-18 陸軍現役将校列次名簿　明治３３．１２．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-19
陸軍予備．後備将校同相当官　服役停年名簿　明治３３．７．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-20 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治３４．７．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-21 陸軍現役将校列次名簿　明治３４．１２．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-22
陸軍予備．後備将校同相当官　服役停年名簿　明治３４．７．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-23 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治３５．７．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-24 陸軍現役将校列次名簿　明治３５．１２．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-25
陸軍予備役．後備役将校　同相当官服役停年名簿　明治３５．７．
１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-26 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治３６．７．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-27
陸軍予備役．後備役将校　同相当官服役停年名簿　明治３６．７．
１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-28 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治３７．７．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-29
陸軍予備役．後備役将校　同相当官服役停年名簿　明治３７．７．
１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-30
陸軍予備役．後備役将校　同相当官服役停年名簿　明治３８．７．
１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-31 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治３９．７．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-32
陸軍予備役．後備役将校　同相当官服役停年名簿　明治３９．７．
１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-33 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治４１．７．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-34
陸軍予備役．後備役将校　同相当官服役停年名簿　明治４１．７．
１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-35 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治４２．７．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-36
陸軍予備役．後備役将校　同相当官服役停年名簿　明治４２．７．
１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-37 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　明治４５．７．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-37_2 陸軍　現役将校同相當官　實役停年名簿　明治４５年７月１日調 -

中央-軍事行政停年名簿-38
陸軍予備役．後備役将校　同相当官服役停年名簿　明治４５．７．
１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-39
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　１／４　（将官．歩兵）
大正７．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-40
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　２／４　（歩兵）　大正７．
９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-41
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　３／４　（騎兵砲兵．工
兵．航空）　大正７．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-42
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　４／４　（輜重．経理．軍
医．獣医．休職）　大正７．９．１　調

陸軍省
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中央-軍事行政停年名簿-43
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　１／４　（将官．歩兵）
大正８．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-44
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　２／４　（歩兵）　大正８．
９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-45
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　３／４　（騎兵砲兵）　大
正８．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-46
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　４／４　（輜重．経理．軍
医．獣医．軍薬．休職）　大正８．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-47
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　索引　大正１１．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-48
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　１／６　（将官．同相当
官．歩兵科）　大正１１．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-49
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　２／６　（歩兵科）　大正
１１．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-50
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　３／６　（歩兵科）　大正
１１．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-51
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　４／６　（騎兵科．砲兵
科）　大正１１．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-52
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　５／６　工兵科．輜重兵
科．経理部　大正９勅令１１８号により任官した将校同相当官休停
職　大正１１．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-53
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　６／６　（衛生部．獣医
部．軍薬部）　大正１１．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-54 陸軍後備役将校　同相当官服役停年名簿　大正１３．４．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-55
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　１／２　大正１３．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-56
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　２／２　大正１３．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-57 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　索引　昭２．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-58 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　１／２　昭２．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-59 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　２／２　昭２．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-60
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　１／４　（将官．歩兵）
昭３．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-61
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　２／４　（歩兵）　昭３．
９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-62
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　３／４　（騎兵．砲兵．工
兵）　昭３．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-63
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　４／４　（航空．輜重．経
理．軍医．獣医．軍楽．休停職）　昭３．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-64
陸軍予備役将校　同相当官服役停年名簿　１／２　（将官．歩兵）
昭３．４．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-65
陸軍予備役将校　同相当官服役停年名簿　２／２　（騎兵．砲兵．
工兵．航空．輜重．軍医．獣医．軍楽．他）　昭３．４．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-65_2 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　昭和６．９　調 -

中央-軍事行政停年名簿-65_3 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿索引　昭和６．９　調 -

中央-軍事行政停年名簿-66 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　昭８．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-67 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　１／２　昭９．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-68 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　２／２　昭９．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-69 停年名簿　昭９年 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-70 陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　昭１０．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-70_2
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　歩兵科佐官之部　昭和
１０．９　調

-

中央-軍事行政停年名簿-70_3
陸軍現役将校同相当官実役停年名簿　経理官の部　昭和10年9
月1日調

-

中央-軍事行政停年名簿-71
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　１／４　（将官（相当官
含）兵兵）　昭１１．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-72
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　２／４　（歩兵．騎兵）
昭１１．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-73
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　３／４　（砲兵．工兵．航
空）　昭１１．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-74
陸軍現役将校同相当官　実役停年名簿　４／４　（輜重．経理．軍
医．獣医．軍薬．休退職）　昭１１．９．１　調

陸軍省
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中央-軍事行政停年名簿-74_3 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿索引　昭和１１年９月１日調 -

中央-軍事行政停年名簿-75 陸軍後備役将校　服役停年名簿　上巻　昭１２．４．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-76 陸軍後備役将校　服役停年名簿　下巻　昭１２．４．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-98
陸軍将校停年名簿　特別志願将校名簿　索引　１／３　昭１９．９．
１調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-99
陸軍将校停年名簿　特別志願将校名簿　索引　２／３　昭１９．９．
１調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-100
陸軍将校停年名簿　特別志願将校名簿　索引　３／３　昭１９．９．
１調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-101
陸軍将校実役停年名簿　第１巻（将官大佐）　１／１３　昭１９．９．
１調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-102 陸軍将校実役停年名簿　第１巻（中佐）　２／１３　昭１９．９．１調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-103 陸軍将校実役停年名簿　第１巻（少佐）　３／１３　昭１９．９．１調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-104 陸軍将校実役停年名簿　第２巻（大尉）　４／１３　昭１９．９．１調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-105 陸軍将校実役停年名簿　第２巻（大尉）　５／１３　昭１９．９．１調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-106 陸軍将校実役停年名簿　第２巻（中尉）　６／１３　昭１９．９．１調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-107 陸軍将校実役停年名簿　第２巻（中尉）　７／１３　昭１９．９．１調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-108 陸軍将校実役停年名簿　第３巻（少尉）　８／１３　昭１９．９．１調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-109
陸軍将校実役停年名簿　第３巻（憲兵．技術）　９／１３　昭１９．
９．１調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-110 陸軍将校実役停年名簿　第３巻（技術）　１０／１３　昭１９．９．１調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-111
陸軍将校実役停年名簿　第４巻（主計建技）　１１／１３　昭１９．
９．１調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-112 陸軍将校実役停年名簿　第４巻（軍医）　１２／１３　昭１９．９．１調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-113
陸軍将校実役停年名簿　第４巻（軍医．獣医．他）　１３／１３　昭１
９．９．１調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-114
陸軍将校実役停年名簿　特別志願将校名簿　索引　昭和１９．９．
１調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-115 陸軍将校実役停年名簿　第１巻　昭和１９．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-116 陸軍将校実役停年名簿　第２巻　昭和１９．９．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-117 陸軍将校実役停年名簿　第３巻　（少尉）　昭和１９．９．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-118
陸軍将校実役停年名簿　第４巻　（各部及休停職）　昭和１９．９．
１

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-119
陸軍将校実役停年名簿．索引　特別志願将校名簿　昭１７．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-120 陸軍将校実役停年名簿　（大将～少佐）上　昭１７．９．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-121 陸軍将校実役停年名簿　（大尉～少尉）中　昭１７．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-121_2 陸軍将校実役停年名簿　（大尉～少尉）中　昭１７．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-122 陸軍将校実役停年名簿　（技兵．主計．軍医）下　昭１７．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-123 陸軍将校実役停年名簿　（将官）　１／２部中　昭１９．９．１調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-124 陸軍将校実役停年名簿　（大佐）　１／２部中　昭１９．９．１調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-124_2 陸軍将校実役停年名簿　（陸軍大佐の部）　昭和１９．９ 復員局複写

中央-軍事行政停年名簿-125 陸軍将校実役停年名簿　（中佐）　１／２部中　昭１９．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-126
陸軍将校実役停年名簿　（少佐～１）　１／２部中　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-127
陸軍将校実役停年名簿　（少佐～２）　１／２部中　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-128
陸軍将校実役停年名簿　（大尉～１）　１／２部中　昭１９．９．１
調

陸軍省
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中央-軍事行政停年名簿-129
陸軍将校実役停年名簿　（大尉～２）　１／２部中　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-130
陸軍将校実役停年名簿　（大尉～３）　１／２部中　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-131 陸軍将校実役停年名簿　（将官）　２／２部中　昭１９．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-132 陸軍将校実役停年名簿　（大佐）　２／２部中　昭１９．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-133 陸軍将校実役停年名簿　（中佐）　２／２部中　昭１９．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-134
陸軍将校実役停年名簿　（少佐～１）　２／２部中　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-135
陸軍将校実役停年名簿　（少佐～２）　２／２部中　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-136
陸軍将校実役停年名簿　（大尉～１）　２／２部中　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-137
陸軍将校実役停年名簿　（大尉～２）　２／２部中　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-138
陸軍将校実役停年名簿　（大尉～３）　２／２部中　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-139
陸軍将校実役停年名簿　（大将～大佐）　１／１３　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-140 陸軍将校実役停年名簿　（中佐）　２／１３　昭１９．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-141
陸軍将校実役停年名簿　第１巻　（少佐）　３／１３　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-142
陸軍将校実役停年名簿　第２巻　（大尉）　４／１３　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-143
陸軍将校実役停年名簿　第２巻　（大尉）　５／１３　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-144
陸軍将校実役停年名簿　第２巻　（中尉）　６／１３　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-145
陸軍将校実役停年名簿　第２巻　（中尉）　７／１３　昭１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-146
陸軍将校実役停年名簿　第３巻　（兵科少尉（除憲兵）　８／１３
昭１９．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-147
陸軍将校実役停年名簿　第３巻　（憲兵技術）　９／１３　昭１９．
９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-148
陸軍将校実役停年名簿　第３巻　（技術大尉．少尉）　１０／１３
昭１９．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-149
陸軍将校実役停年名簿　第４巻　（主計．建技）　１１／１３　昭１
９．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-150
陸軍将校実役停年名簿　第４巻　（軍医．大佐．中尉）　１２／１３
昭．１９．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-151
陸軍将校実役停年名簿　第４巻　（軍医．中尉．小尉．各部将校）
１３／１３　昭．１９．９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-152
陸軍将校実役停年名簿　第１巻　（大将大佐）　１／１３　昭．１９．
９．１　調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-153
陸軍将校実役停年名簿　第１巻　（中佐）　２／１３　昭．１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-154
陸軍将校実役停年名簿　第１巻　（少佐）　３／１３　昭．１９．９．１
調

陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-155 特別志願将校名簿　兵科佐官大尉　１／４　昭．１９．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-156 特別志願将校名簿　兵科中尉　２／４　昭．１９．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-157 特別志願将校名簿　兵科少尉　憲兵　３／４　昭．１９．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-158 特別志願将校名簿　各部　４／４　昭１９．９．１　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-159 老令軍人名簿　（予備役）　昭２７．１２ 復員局

中央-軍事行政停年名簿-160 元陸軍将校連名簿　（各部将校及特別志願将校の部）　昭２８．９ 復員局

中央-軍事行政停年名簿-161 元陸軍将校連名簿　（少尉候補者の部）　昭２８．９ 復員局

中央-軍事行政停年名簿-162 元陸軍将校名簿　（本科将校の部）　昭２８．９ 復員局

中央-軍事行政停年名簿-163 陸軍実役停年名簿索引　（現役将校同相当官）　昭６．９．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-164 陸軍実役停年名簿索引　（現役将校同相当官）　昭７．９．１ 陸軍省



令和４年８月２日

中央-軍事行政停年名簿-165
陸軍将校実役停年名簿　（経理部．衛生部　獣医部．軍楽部）
大．９

庶２班

中央-軍事行政停年名簿-166 各部実役停年名簿　（経理　衛生）　大．１４．９．１ 庶務第２班

中央-軍事行政停年名簿-167 陸軍将校実役停年名簿　（各兵科）　昭１０．９．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-168 陸軍将校実役停年名簿　（中尉　少尉）　昭１３．９．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-170 陸軍実役停年名簿　（現役将校　同相当官）　昭９．９．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-170_2
陸軍現役将校同相当官実役停年名簿経理官之部　昭和9年9月1
日調

-

中央-軍事行政停年名簿-171 陸軍実役停年名簿　（現役将校　同相当官）　昭８．９．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-172 陸軍予備役将校　服役停年名簿　追録第１回 -

中央-軍事行政停年名簿-173 陸軍予備役将校　服役停年名簿　追録第１回 -

中央-軍事行政停年名簿-174 陸軍予備役将校　服役停年名簿　追録第３回 -

中央-軍事行政停年名簿-175 陸軍予備役将校　服役停年名簿　追録下巻 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-176 陸軍将校停年名簿　特別志願士官名簿索引　昭１１．９．１ 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-177 陸軍将校実役停年名簿　上　大将～少佐 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-179 特別志願将校名簿　昭１８．９．１ 陸軍省調製

中央-軍事行政停年名簿-180 陸軍現将校（中．少佐）　実役停年名簿　昭１８．９．１ -

中央-軍事行政停年名簿-181 陸軍将校実役停年名簿　特別志願将校名簿索引　昭１８．９．１ 陸軍省調製

中央-軍事行政停年名簿-182 停年名簿（一部分）　昭１７．９ -

中央-軍事行政停年名簿-183 停年名簿（一部分）　昭１７．９ -

中央-軍事行政停年名簿-184 停年名簿（一部分）　昭１７．９ -

中央-軍事行政停年名簿-185 停年名簿（一部分）　昭１７．９ -

中央-軍事行政停年名簿-186 停年名簿（一部分）　昭１７．９ -

中央-軍事行政停年名簿-187 陸軍将校実役停年名簿　特別志願将校名簿　索引 陸軍省調製

中央-軍事行政停年名簿-188 特別志願将校名簿 陸軍省調製

中央-軍事行政停年名簿-189 陸軍将校実役停年名簿　特別志願将校名簿　索引 陸軍省調製

中央-軍事行政停年名簿-190 陸軍将校実役停年名簿　上巻 陸軍省調製

中央-軍事行政停年名簿-191 特別志願将校名簿 陸軍省調製

中央-軍事行政停年名簿-192 陸軍将校実役停年名簿　第３巻　昭１９．９．１　調 陸軍省調製

中央-軍事行政停年名簿-193 陸軍将校実役停年名簿　第４巻　昭１９．９．１　調 陸軍省調製

中央-軍事行政停年名簿-194 特別志願将校名簿　昭和１９．９．１　調 陸軍省調製

中央-軍事行政停年名簿-195
陸軍現役将校同　相当官実役停年名簿　砲兵科之部　昭和７．９
調

-

中央-軍事行政停年名簿-195_2
陸軍現役将校同相当官実役停年名簿経理官之部　昭和7年9月
調

-

中央-軍事行政停年名簿-196 准士官下士官実役停年名簿　昭和２１．２　調 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政停年名簿-197 陸軍将校実役停年名簿　下巻　昭和１７．９　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-198 陸軍将校実役停年名簿　下巻　昭和１７．９　調 陸軍省

中央-軍事行政停年名簿-199 現役准士官下士官実役停年名簿　昭和１８．１２ 歩兵第４９連隊

中央-軍事行政停年名簿-200 准士官下士官実役停年名簿　昭和１９．６　調 独立守備歩兵第２８大隊
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中央-軍事行政停年名簿-201 准士官下士官実役停年名簿　昭和１９．１２　調 第１０９師団　高射砲隊

中央-軍事行政停年名簿-202 准士官下士官実役停年名簿　昭和１９．１２　調 独立連射砲第１２大隊

中央-軍事行政停年名簿-203 小笠原兵団経理部　将校停年名簿　昭和１９．１２　調 小笠原兵団経理部

中央-軍事行政停年名簿-204 実役停年名簿　昭和２２．２　調 第２５軍司令部　窪田隊

中央-軍事行政停年名簿-205 陸軍現役将校同相当官実役停年　名簿　昭和８年９月１日　調 -

中央-軍事行政停年名簿-206
陸軍現役将校同相当官実役停年名簿　将官及憲兵科之部　昭和
６年９月１日　調

-

中央-軍事行政停年名簿-207 明治４４年７月１日調　陸軍現役将校同相当官実役停年名簿 -

中央-軍事行政停年名簿-208
陸軍現役将校同相当官実役停年名簿経理官之部　昭和5年9月1
日調

-

中央-軍事行政停年名簿-209 准士官下士官停年名簿 志茂隊独立無線第８７小隊

中央-軍事行政異動通報-1 陸軍命課通報綴　１／５　昭１４．１．４～１４．３．３１ 軍事参議官副官　陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-2 陸軍命課通報綴　２／５　昭１４．３．２８～１４．６．３０ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-3 陸軍命課通報綴　３／５　昭１４．７．１～１４．９．１２ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-4 陸軍命課通報綴　４／５　昭１４．１０．２１～１４．１１．３０ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-5 陸軍命課通報綴　５／５　昭１４．１２．１～１４．１２．２９ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-6 陸軍異動通報綴　１／８　昭１４．１２．２５～１５．２．２９ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-7 陸軍異動通報綴　２／８　昭１５．２．２８～１５．３．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-8 陸軍異動通報綴　３／８　昭１５．４．１～１５．５．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-9 陸軍異動通報綴　４／８　昭１５．６．１～１５．７．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-10 陸軍異動通報綴　５／８　昭１５．８．１～１５．８．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-11 陸軍異動通報綴　６／８　昭１５．９．１～１５．１０．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-12 陸軍異動通報綴　７／８　昭１５．１１．１～１５．１１．３０ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-13 陸軍異動通報綴　８／８　昭１５．１２．２～１５．１２．２８ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-14 陸軍異動通報綴　１／５　昭１６．１．６～１６．２．２８ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-15 陸軍異動通報綴　２／５　昭１６．３．１～１６．３．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-16 陸軍異動通報綴　３／５　昭１６．４．１～１６．５．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-17 陸軍異動通報綴　４／５　昭１６．６．１～１６．７．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-18 陸軍異動通報綴　５／５　昭１６．８．１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-19 陸軍異動通報綴　暁２９４８部隊　昭１８ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-20
陸軍異動通報綴　自第２０３号　至第２３６号　昭和１８．１１．１６～
１８．１２．２８

陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-27 陸軍異動通報　（１）　昭１９．１．５～１９．１．２９ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-28 陸軍異動通報　（２）　昭１９．２．１～１９．２．２６ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-29 陸軍異動通報　（３）　昭１９．３．１～１９．３．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-30 陸軍異動通報　（４）　昭１９．４．１～１９．４．３０ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-31 陸軍異動通報　（５）　昭１９．５．１～１９．５．３０ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-32 陸軍異動通報　（６）　昭１９．６．１～１９．６．２９ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-33 陸軍異動通報　（７）　昭１９．７．１～１９．７．３１ 陸軍省調製
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中央-軍事行政異動通報-34 陸軍異動通報　（８）　昭１９．８．１～１９．８．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-35 陸軍異動通報　（９）　昭１９．９．１～１９．９．２９ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-36 陸軍異動通報　（１０）　昭１９．１０．１～１９．１１．１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-37 陸軍異動通報　（１１）　昭１９．１１．１～１９．１１．２８ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-37_2 陸軍異動通報　（１２）　昭１９．１２．１～１９．１２．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-42 陸軍異動通報　（１）　昭２０．１．６～２０．１．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-43 陸軍異動通報　（２）　昭２０．２．１～２０．２．２２ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-44 陸軍異動通報　（３）　昭２０．３．１～２０．３．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-45 陸軍異動通報　（４）　昭２０．４．１～２０．４．３０ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-46 陸軍異動通報　（５）　昭２０．５．１～２０．５．２８ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-47 陸軍異動通報　（６）　昭２０．６．１～２０．６．２８ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-48 陸軍異動通報　（７）　昭２０．７．１～２０．７．１４ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-49 陸軍異動通報　第１０～６０号　昭１７．１～１７．４ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-50 陸軍異動通報　第１６２～２２５号　昭１７．９．１７～１７．１２．２６ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-51 陸軍異動通報　第１～３０号　昭１８．１．４～１８．２．２０ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-52 陸軍異動通報　第３１～４０号　昭１８．２．２０～１８．３．２ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-53 陸軍異動通報　第４１～５０号　昭１８．３．２～１８．３．１６ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-54 陸軍異動通報　第５１～７２号　昭１８．３．１８～１８．４．１９ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-55 陸軍異動通報　第７３～８４号　昭１８．４．１９～１８．５．８ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-56 陸軍異動通報　第８５～９８号　昭１８．５．８～１８．５．３０ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-57 陸軍異動通報　第１０１号～１３０号　昭１８．６．２～１８．７．２１ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-58 陸軍異動通報　第１３１～１４９号　昭１８．７．２４～１８．８．１６ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-59 陸軍異動通報　第１５０～１７４号　昭１８．８．１６～１８．９．２５ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-60 陸軍異動通報　第１７６～２１７号　昭１８．１０．１～１８．１２．１５ 陸軍省調製

中央-軍事行政異動通報-61 陸軍異動通報　昭１９．１２．２６～２０．７．２０ 陸軍省

中央-軍事行政異動通報-62 陸軍異動通報　昭１９．１２．２６～２０．１１．２２ 陸軍省

中央-軍事行政異動通報-63 課所内異動の部通報綴　昭和１６～２０ -

中央-軍事行政異動通報-64 教育総監部命令綴　昭２０．８．１５以降 砲兵監部

中央-軍事行政異動通報-65 兵籍異動通報綴 パレンバン防衛司令部

中央-軍事行政異動通報-66 兵籍異動通報綴 パレンバン防衛司令部

中央-軍事行政異動通報-67 兵籍異動通報　昭和２２．２ 第２５軍司令部　森口隊

中央-軍事行政職員表-1
陸軍部隊将校　同相当官職員表　１／２　（近衛師団第１師団～第
１０師団）　昭６．４．１　調

-

中央-軍事行政職員表-2
陸軍部隊将校　同相当官職員表　２／２　（１１．１２．１４．１６．１
９．２０師団　関東軍．朝鮮軍．台湾軍．支那駐屯軍他）　昭６．４．
１　調

-

中央-軍事行政職員表-3 陸軍部隊職員表　師団．軍　１／２　昭７年 -

中央-軍事行政職員表-4 陸軍部隊職員表　（学校．官衙）　２／２　昭和７年 -

中央-軍事行政職員表-6
大本営陸軍部職員表　（将校．各部将校．高等文官）　１／２　昭１
２～１８年

参謀本部
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中央-軍事行政職員表-7
大本営陸軍部職員表　（将校．各部将校．高等文官）　２／２　昭１
２～１８年

参謀本部

中央-軍事行政職員表-8 主要部隊長参謀一覧表　昭２０．３ 大本営陸軍部

中央-軍事行政職員表-9 主要部隊長参謀一覧表　昭２０．３ 参謀本部調製

中央-軍事行政職員表-10 陸軍主要部隊長等　職員住所調目録 -

中央-軍事行政職員表-11 主要部隊長．参謀　在職期間等調査表　１／２　昭２１年 第１復員局史実部

中央-軍事行政職員表-12 主要部隊長．参謀　在職期間等調査表　２／２　昭２１年 第１復員局史実部

中央-軍事行政職員表-13 陸軍職員表　其１の１　（陸軍省．参謀本部．その他） -

中央-軍事行政職員表-14 陸軍職員表　其１の２　（方面軍以上の軍） -

中央-軍事行政職員表-15 陸軍職員表　其２　（軍関係） -

中央-軍事行政職員表-16 陸軍職員表　其３　（師団１） -

中央-軍事行政職員表-17 陸軍職員表　其４　（師団２） -

中央-軍事行政職員表-18 陸軍職員表　其５　（独立旅団等） -

中央-軍事行政職員表-19 陸軍省職員表　大正１５．１０．１　調 陸軍省

中央-軍事行政職員表-20 陸軍省職員表　大正１５．１０．１　調 陸軍省

中央-軍事行政職員表-21 陸軍省職員表　昭１３．８月印刷 陸軍省

中央-軍事行政職員表-22 陸軍省職員表　昭１５．１月印刷 陸軍省

中央-軍事行政職員表-23
旧大本営陸軍部　旧陸軍省編成職員表　１９４０（昭１５）．１．１～
１９４５（昭２０）．８．１５

第１復員局

中央-軍事行政職員表-24
旧大本営陸軍部　旧陸軍省編成職員表　１９４０（昭１５）．１．１～
１９４５（昭２０）．８．１５

第１復員局

中央-軍事行政職員表-25
旧大本営陸軍部　旧陸軍省編成職員表　１９４０（昭１５）．１．１～
１９４５（昭２０）．８．１５

第１復員局

中央-軍事行政職員表-25_2
旧大本営陸軍部　旧陸軍省編成職員表　昭和１５．１．１～２０．
８．１５

第１復員局調製

中央-軍事行政職員表-26
旧大本営陸軍部　旧陸軍省編成職員表　１９４０（昭１５）．１．１～
１９４５（昭２０）．８．１５

第１復員局

中央-軍事行政職員表-27 軍．師団主要職員表　１／２　昭１６～２０年 山下義之　編

中央-軍事行政職員表-28 軍．師団主要職員表　２／２　昭和１６～昭和２０年 山下義之　編

中央-軍事行政職員表-29 師団．旅団関係職員表　昭２０．８．１６　現在 厚生省引揚援護局

中央-軍事行政職員表-30 陸軍主要部隊長　及　参謀等職員表 第１復員局

中央-軍事行政職員表-31 参謀本部職員録　原稿　大正１０．７～１４．６ 第１復員局

中央-軍事行政職員表-32 陸軍省人事局へ提出の参謀本部職員録　昭４～１０年 第１復員局

中央-軍事行政職員表-33 関東軍　第９師団　混成第４旅団職員表　昭６年調 第１復員局

中央-軍事行政職員表-34 関東軍等職員表　昭６．１０．１～８．８．１　調 関東軍司令部

中央-軍事行政職員表-36 関東軍職員表　昭７．４．２５ 関東軍司令部

中央-軍事行政職員表-37 関東軍職員表　昭７．３．１調　７．４．２５調 関東軍司令部

中央-軍事行政職員表-38 関東軍職員表　昭７．３月　調 関東軍司令部

中央-軍事行政職員表-39 関東軍職員表　昭７．９月 関東軍司令部

中央-軍事行政職員表-40 関東軍職員表　昭８．５．１０　調 関東軍司令部

中央-軍事行政職員表-41 関東軍職員表　昭９．１～９．１２　調 関東軍司令部

中央-軍事行政職員表-42 関東軍職員表　昭１０．１～１０．１２　調 関東軍司令部
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中央-軍事行政職員表-44 関東軍職員表　昭１４．４．１０ 関東軍司令部

中央-軍事行政職員表-46 関東軍職員表　昭１７．８ 関東軍司令部

中央-軍事行政職員表-47 関東軍主要部隊長　並　参謀名簿　昭１８．８．１７ 関東軍総司令部

中央-軍事行政職員表-48 関東軍主要部隊長　並　参謀名簿　昭１８．８．１７ 関東軍総司令部

中央-軍事行政職員表-49 関東軍主要部隊長　並　参謀名簿　昭１８．８．１７ 関東軍総司令部

中央-軍事行政職員表-50 関東軍主要部隊長　並　参謀名簿　昭１８．８．１７ 関東軍総司令部

中央-軍事行政職員表-51 関東軍主要部隊長　並　参謀名簿　昭１８．８．１７ 関東軍総司令部

中央-軍事行政職員表-52 関東軍総司令部　将校高等文官職員表　昭２０．３．２０ 第１復員局

中央-軍事行政職員表-53 陸軍各方面軍．軍職員表 第１復員局

中央-軍事行政職員表-54
内閣．陸軍省　参謀本部(大本営陸軍部）主要職員表（原稿）　昭
６．４～２０．８

-

中央-軍事行政職員表-55 駐蒙軍司令部職員表（外２）　昭１４．１２．２０ 駐蒙軍司令部

中央-軍事行政職員表-56 歩兵第５９連隊　将校職員表　昭１９．３．１０～１９．９．１ 歩兵第５９連隊

中央-軍事行政職員表-57 歴代職員表（陸軍大臣．次官．総長等）　明２～昭１６ 第１復員局

中央-軍事行政職員表-58 第１３０師団将校　高等文官職員表　昭２０．６．１０ 鐘馗兵団　司令部

中央-軍事行政職員表-59 富南部貨物廠　将校職員表　昭２１ 富南部貨物廠

中央-軍事行政職員表-60 第１復員省．史実調査部　職員表並に業務分担表　昭２１ -

中央-軍事行政職員表-61 第２師団将校職員表 -

中央-軍事行政職員表-62 第２師団将校職員表　昭１３．７～１４．５　頃と推定 -

中央-軍事行政職員表-63 第２師団職員表　昭８．８．１０～９．３．２０ -

中央-軍事行政職員表-64 第７７師団将校職員表　昭２０．７．１ 稔第９２５４部隊

中央-軍事行政職員表-65 歩兵第４６４連隊将校人名表　同　将校准士官．下士官職員表 -

中央-軍事行政職員表-66 第３軍司令部将校高等文官職員表　昭１７．８．３１～１９．２．７ -

中央-軍事行政職員表-67 近衛師団将校　同相当官．高等文官職員表　昭３．８．２４ -

中央-軍事行政職員表-68
野戦重砲兵第１２第１４連隊職員表　付：野砲兵校職員表　昭１６．
４．１０～１６．１２．１

-

中央-軍事行政職員表-69 主要部隊長．参謀一覧表（含．住所録）　昭２０ 参謀本部調製

中央-軍事行政職員表-70 兵団部隊長（参謀長）一覧表 -

中央-軍事行政職員表-71 第２６師団将校　高等文官職員表　昭１９．３．１ 第２６師団司令部

中央-軍事行政職員表-72
第２６師団編成表　支那派遣軍大隊長学生名簿　支那派遣軍歩
砲兵佐官集合教育分遣者名簿（歩兵之部）

-

中央-軍事行政職員表-73 決号軍司令官．兵団長参謀一覧表 -

中央-軍事行政職員表-74 第３０師団将校名簿 -

中央-軍事行政職員表-75 達部隊同隷下部隊　北部軍管区司令部　同隷下部隊将校職員表 -

中央-軍事行政職員表-76 支那駐屯軍司令部職員表　昭６．７ -

中央-軍事行政職員表-77 砲兵科将校名簿　明６～２０頃に至る 内山　英太郎

中央-軍事行政職員表-78 北方（満洲）関係部隊　将校名簿「ハ」行の部　第６回分 第１復員局

中央-軍事行政職員表-79
陸軍将校３０．９～３１．８の死歿者調査陸軍正規将校消息人調査
表

第１復員局

中央-軍事行政職員表-80 陸軍将校履歴綴 -



令和４年８月２日

中央-軍事行政職員表-81
陸軍官制沿革および要職異動（初稿）　慶應３．１２．９～明１８．１
２．２１

高橋茂夫（中央大学講師）

中央-軍事行政職員表-82
陸軍主要部隊等歴代職員表　平時編成師団長（近衛師団～２０師
団）　要塞司令官　関東軍　朝鮮軍・台湾軍　陸軍士官学校長　教
育総監　参謀総長　明５．１．２９～昭２０．８．１５

-

中央-軍事行政職員表-83
陸軍主要部隊等歴代職員表　平時編成師団長（近衛師団～２０師
団）　要塞司令官　朝鮮軍・台湾軍　陸軍士官学校長　教育総監
参謀総長　明５．１．２９～昭２０．８．１５

-

中央-軍事行政職員表-84
陸軍士官学校生徒入校卒業人員（時期）表　陸軍正規将校期別
進級状況調査表

-

中央-軍事行政職員表-85
第１９師団各部団隊　将校．同相当官．高等文官職員表　大正５．
４．１　調

第１９師団　副官部

中央-軍事行政職員表-86 第１９師団　第２０師団　上長官士官並理事内定職員表 陸軍省

中央-軍事行政職員表-87
青島守備軍　将校．同相当官．高等文官職員表　大正４．３．１
調

-

中央-軍事行政職員表-88 陸軍武官録　明治６ 林敬三　元統幕議長

中央-軍事行政職員表-89
陸軍運輸部　築城本部　陸地測量部　歴代部長　１／２　明治２１
～昭和２０

-

中央-軍事行政職員表-90
陸軍運輸部　築城本部　陸地測量部　歴代部長　２／２　明治２１
～昭和２０

-

中央-軍事行政職員表-91 臨時鉄道連隊将校同相当官職員表　大正３．１０．２７ -

中央-軍事行政職員表-92 陸軍歩兵学校　職員名簿　大正４～昭５．９．３０ -

中央-軍事行政職員表-93
第５２師団　歩兵第６９．第１０７．第１５０連隊将校職員表　昭和２
０

-

中央-軍事行政職員表-94
大本営陸軍部（将校　各部将校　高等文官）職員表　自昭和１２～
至昭和１８

参謀本部

中央-軍事行政職員表-96_2 旧陸軍外国駐在武官　同輔佐官氏名一覧表 陸上自衛隊幹部学校

中央-軍事行政職員表-97 将校職員表 第４０師団司令部

中央-軍事行政職員表-98 将校職員表　昭和１８．１ 飛行第５０戦隊

中央-軍事行政職員表-99 第１９師団将校職員表　昭和１９．３．１　現在 -

中央-軍事行政職員表-100 戦時職員表　明治３１年 -

中央-軍事行政職員表-101 終戦時に於ける将校職員表　昭和２０ 金沢師管区

中央-軍事行政職員表-102 将校職員表　昭和１７．６ 第１揚陸団司令部

中央-軍事行政職員表-103
将校同相当官　准士官下士官　職員表　昭和１８年１０月～１９年
４月

第３７３部隊第４中隊

中央-軍事行政職員表-104 准士官．下士官　職員表　昭和１９．６ 譽第１１９７０部隊

中央-軍事行政職員表-105 将校准士官下士官　職員表　昭和１９年度 満洲第２１９部隊　石原隊

中央-軍事行政職員表-106 敦化地区長野病院　職員表　昭和２６．６．２０ 留守業務部東京出張所

中央-軍事行政職員表-107 陸軍省参謀本部職員表（原案）　昭和３３．８ 稲葉事務官調

中央-軍事行政職員表-108 職員表　昭和１４．７～１９．３ 歩兵第２２４連隊

中央-軍事行政職員表-109 准士官下士官　職員表　昭和１９．６ 譽第１１９４０部隊

中央-軍事行政職員表-110 将校准士官下士官　職員表　昭和１９．１２ 第３５９２部隊

中央-軍事行政職員表-111 教育総監部所管　高等官　職員表　昭和１４．８ 教育総監部

中央-軍事行政職員表-112 旧大本営陸軍部　旧陸軍省　編成職員表　昭和２４．６ 復員局

中央-軍事行政職員表-113 准士官下士官　職員表　昭和１９．３ 船舶工兵第１７連隊

中央-軍事行政職員表-114 旧大本営陸軍部　旧陸軍省　編成職員表　昭和２４．７ 復員局

中央-軍事行政職員表-116
参謀本部．大本営陸軍部　将校高等文官　職員表　昭和２０．８．
１５　調

-

中央-軍事行政職員表-117 終戦時における中支那派遣　憲兵隊職員表 -

中央-軍事行政職員表-118 軍需省職員録　昭和１９年７月１日現在 軍需大臣官房秘書課編纂
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中央-軍事行政職員表-119 陸軍省各局課業務分担表　昭和１６年 -

中央-軍事行政職員表-120 陸軍省職員表　昭和１７年 -

中央-軍事行政職員表-121 陸軍省各局課業務分担表　昭和１７年 -

中央-軍事行政職員表-122 第４課在職者名簿　明治４１年１２月　第１部分課以後 -

中央-軍事行政職員表-123 台湾軍将校同相当官　高等文官職員表　昭和７年１月～８年５月 -

中央-軍事行政職員表-124 陸軍省各局課業務分担表　昭和９年９月 -

中央-軍事行政職員表-125 参謀本部　第４課在職者名簿　明治４１年～昭和１７年 参謀本部第４課

中央-軍事行政職員表-126 南方各軍関係史料綴　昭和１７年 参謀本部

中央-軍事行政職員表-127 軍需省分課規定及び職員住所録　昭和１８年１月．昭和１９年１月 陸軍省

中央-軍事行政職員表-128 予備役編入将官名簿　自．昭和１２年７月　至．１９年１１月 -

中央-軍事行政職員表-129 参謀本部　高等官職員表　昭和１２年７月１４日 -

中央-軍事行政職員表-130 東京師管区　主要部隊長参謀職員表　昭和２０年１１月
東京師管区司令部　高嶋少将
史料

中央-軍事行政職員表-131 陸軍省各課員業務分担表　昭和２年８月・３年８月 陸軍省

中央-軍事行政名簿-1 濠洲主要人名簿　昭１６年 大本営陸軍部

中央-軍事行政名簿-2 主要外交官．陸海軍人　略歴及職歴一覧　昭３６．１ 秦　郁彦

中央-軍事行政名簿-3 主要外交官．陸海軍人　略歴及職歴一覧　昭３６．１ 秦　郁彦

中央-軍事行政名簿-4 歩兵第１３７連隊　第１大隊戦友名簿 -

中央-軍事行政名簿-5 船舶工兵連隊名簿史料 第１復員局

中央-軍事行政名簿-6 歩兵第６６連隊　准士官職員表　昭１７．８．１ 第１復員局

中央-軍事行政名簿-7
歩兵第２９．６５連隊編成表（職員表幹部のみ）　昭６．９．１９～２
０．７．２

第１復員局

中央-軍事行政名簿-8 第２軍司令部関係　将校人名表　昭１４．１．１ 東部隊本部

中央-軍事行政名簿-9 独立警備歩兵第５８大隊　至鋭１５７２５部隊　留守名簿 -

中央-軍事行政名簿-10 第２０次特別志願将校　採用者連名簿　昭２０．６．１０ 陸軍省

中央-軍事行政名簿-11 船乗船者名簿（マニラ）　第３２師団司令部 第３２師団司令部

中央-軍事行政名簿-12 第２０次特別志願将校　採用者連名簿　昭２０．６．１０ 陸軍省

中央-軍事行政名簿-13 第３４期生会会員名簿　昭３６．１０ -

中央-軍事行政名簿-14 第２０次特別志願将校採用者名簿　昭和２０年６月１０日 陸軍省

中央-軍事行政名簿-15 第２３期生会名簿　昭３５．６．３０調 ２３会

中央-軍事行政名簿-16 萠黄会名簿（騎兵出身者）第６号　昭３１．１１ 第１０回萠黄会

中央-軍事行政名簿-17 ３２会会員名簿（３２期生）　昭３４．１．１発行 ３２会

中央-軍事行政名簿-18 主要外交官．陸海軍人　略歴及職歴一覧　昭３６．１ -

中央-軍事行政名簿-19 主要外交官．陸海軍人　略歴及職歴一覧　昭３６．１ -

中央-軍事行政名簿-20 主要外交官．陸海軍人　略歴及職歴一覧　昭３６．１ -

中央-軍事行政名簿-21 第４８師団戦友名簿　昭４１．１２．１現在 -

中央-軍事行政名簿-22 １２３師通会名簿　昭５５．１０ １２３師通会

中央-軍事行政名簿-23 陸軍大学校卒業者名簿　昭１９．１２調 陸軍大学校
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中央-軍事行政名簿-26 軍歴綴（別冊） 在日．米軍　戦史課調製

中央-軍事行政名簿-27 独立警備歩兵第５８　大隊書類綴　昭２０ -

中央-軍事行政名簿-28 輜重兵第３連隊（幸第３７１１部隊）　留守名簿 輜重兵第３連隊

中央-軍事行政名簿-29 陸軍将官略歴資料（原稿）　昭２５．１１．２２ 第１復員局

中央-軍事行政名簿-30 陸軍将官名簿　明．～昭．（終戦） 日本勲章記章協会

中央-軍事行政名簿-31 終戦時自決烈士芳名録　昭和３１．１０．１編
終戦時自決烈士　顕彰慰霊祭
祭典委員会

中央-軍事行政名簿-32 陸軍特殊進級任官（２階級特進）者名簿　昭２８．６ 引揚援護庁　復員局調製

中央-軍事行政名簿-33 電信会会員簿 電信会

中央-軍事行政名簿-34 陸士第３４期生名簿　昭和２９．５現在 -

中央-軍事行政名簿-35 陸士第４６期生会名簿　昭２９．１２～４７．１０．１調製 第４６期同期生会編

中央-軍事行政名簿-36 南葵将校会　会員名簿　昭５．９ -

中央-軍事行政名簿-37 獨立混成第１旅団　陣没者名簿（旅団創立以来の分） -

中央-軍事行政名簿-39 名簿及び住所録（各期別）１／２　昭和２８年現在 偕行社

中央-軍事行政名簿-40 名簿及び住所録（各期別）２／２　昭和２８年現在 偕行社

中央-軍事行政名簿-42
烈歩５８連名簿　歩兵第５８連隊第３大隊　戦死（戦傷病）者連名
簿

-

中央-軍事行政名簿-43 偕行社社員名簿　東京付近在住者　昭和２．１２ 財団法人偕行社

中央-軍事行政名簿-44 偕行社社員名簿　東京付近在住者　昭和１４．１１ 財団法人偕行社

中央-軍事行政名簿-45 第５６期同期生　生存者名簿　昭和４０．１２ 第５６期同期生会

中央-軍事行政名簿-46 第５６期同期生　生存者名簿　昭和４０．１２ 第５６期同期生会

中央-軍事行政名簿-47
第５６期全国合同慰霊祭記念　物故同期生名簿　昭和３９．１１．２
２

第５６期同期生会

中央-軍事行政名簿-48
第５６期全国合同慰霊祭記念　物故同期生名簿　昭和３９．１１．２
２

第５６期同期生会

中央-軍事行政名簿-49 会員名簿　昭和１７．９調 第５６期生修武会

中央-軍事行政名簿-50 会員名簿　昭和１７．９調 第５６期生修武会

中央-軍事行政名簿-51 陸大候補者初審試験　成績名簿抜萃　昭和１９ -

中央-軍事行政名簿-52 第９１師団防空編成人名表　昭和２５年 -

中央-軍事行政名簿-52_2 第９１師団防空隊関連名簿　昭和２５年 -

中央-軍事行政名簿-53 開拓団名索引簿（含義勇隊等）　昭和３０．６．１ 未帰還調査部

中央-軍事行政名簿-54 収容所地名索引簿　昭和２６．７ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-55 陸軍航空整備補給軍歴綴 木村３空佐

中央-軍事行政名簿-56 宣撫班員名簿　昭和１５．３ 多田部隊本部　宣撫班

中央-軍事行政名簿-57 大東亜戦争　陸軍主要軍人軍歴表 -

中央-軍事行政名簿-58 熊本陸軍幼年学校　第４９期生名簿及写真 -

中央-軍事行政名簿-59 関東軍情報部編成人名表　昭和２５．５．１起 留守業務部第３課

中央-軍事行政名簿-60 第４７期　生徒人名表　昭和１８．４入校 熊本陸軍幼年学校

中央-軍事行政名簿-220 作業大隊大中隊長名簿　昭和２４．８調製 -

中央-軍事行政名簿-221 山砲兵第４１連隊　いろは名簿　昭和１８．１ -
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中央-軍事行政名簿-222 歴戦者名簿（在京将官の部）　大正１４．１１調 -

中央-軍事行政名簿-223 歩兵第２６９連隊編成人員表 -

中央-軍事行政名簿-224 将校名簿　昭和１９年 南スマトラ燃料工廠

中央-軍事行政名簿-225 将校名簿　昭和２２年２　調 中野部隊

中央-軍事行政名簿-231 人名簿 返還資料

中央-軍事行政名簿-232 人名簿 返還資料

中央-軍事行政名簿-233 人名表 小井中尉（返還資料）

中央-軍事行政名簿-234 浦和連隊区将校団団員名簿　昭和１８．８調 -

中央-軍事行政名簿-235 兵籍戦時名簿　昭和１８．１２ 中部第４部隊

中央-軍事行政名簿-236 少尉候補者選抜名簿　昭和１９．５ 第４３師団経理部

中央-軍事行政名簿-237 戦時イロハ名簿　昭和１９．６ 歩兵第８９連隊第３機関銃中隊

中央-軍事行政名簿-238 准士官以下名簿　昭和１９年 沖縄関係

中央-軍事行政名簿-239 兵籍異動　昭和２０年 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政名簿-240 将校名簿　昭和２２．２ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政名簿-241 現役兵名簿　昭和２０年度 伊是名村

中央-軍事行政名簿-242 将校名簿　昭和２１．２ ジュロン宿舎隊第９部隊

中央-軍事行政名簿-243 将校名簿　昭和２１．１２調
第２９軍憲兵隊（マライ憲兵隊）
前島隊

中央-軍事行政名簿-244 将校連名表　昭和２０．１１ 第５航空軍司令部

中央-軍事行政名簿-245 将校連名表　昭和２０．１１ 第５航空軍司令部

中央-軍事行政名簿-246 終戦時各憲兵隊将校名簿　昭和２０．８．１５調 -

中央-軍事行政名簿-247 兵名簿　昭和２１．８ パレンバン防衛司令部

中央-軍事行政名簿-248 将校名簿　昭和２２．１
第２５軍司令部窪田隊（独立歩
兵第３１６大隊）

中央-軍事行政名簿-249 将校名簿　昭和２２．２．５調
機関砲第１０１大隊（富第１９４９
部隊）

中央-軍事行政名簿-254 戦時イロハ名簿　昭和１７年 歩兵第２１４連隊

中央-軍事行政名簿-262 将校　下士官名簿 歩兵第２４７連隊

中央-軍事行政名簿-271 将校人名表　判任官　嘱託　昭和１９．８ 第１陸軍技術研究所

中央-軍事行政名簿-272 人名簿　昭和２１．１１ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政名簿-274 将校名簿　昭和２１．２ 機関砲第１０１大隊

中央-軍事行政名簿-275 現役少佐以上連名簿　昭和２２．２．５調 機関砲第１０１大隊

中央-軍事行政名簿-276 留守宅渡俸給一覧表　昭和１９．４ 垣５５本部

中央-軍事行政名簿-277 留守業務関係者帰還先調　昭和２２年 機関砲第１０１大隊

中央-軍事行政名簿-278 特攻戦没者名簿　昭和２２．２ 比島方面飛行部隊

中央-軍事行政名簿-279 特攻観音発送原簿　昭和２６．１１ 引揚援護庁復員局

中央-軍事行政名簿-280 特攻観音寄進　勧誘人名選択基準　昭和２７年 -

中央-軍事行政名簿-281 特攻平和観音奉賛会名簿　昭和３０年 -

中央-軍事行政名簿-315 戦時イロハ名簿　昭和１７～１９年
歩兵第２１３連隊第２中隊岩谷
隊



令和４年８月２日

中央-軍事行政名簿-316 成城学校校友名簿　大正１．１１ 私立成城学校

中央-軍事行政名簿-319
歩兵第２０４連隊　将校命課一覧表｛第９３師団　歩兵１５０連隊
山砲兵第９３連隊　歩兵第６９連隊）　昭和１９．７

-

中央-軍事行政名簿-320 現役並予備役将校名簿　昭和２０．９ 神戸地区憲兵隊

中央-軍事行政名簿-326 兵名簿（追加）　昭和２１．４現在 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政名簿-327 将校名簿　昭和２２．２ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政名簿-328 現役佐官連名簿　昭和２２．２ 南方第２憲兵隊中野部隊

中央-軍事行政名簿-329 将校名簿　昭和２２．２ 電信第１連隊第３中隊

中央-軍事行政名簿-330 現役少佐以上連名簿　昭和１９年 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政名簿-331 将校名簿　昭和２２．２ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政名簿-332 将校名簿　昭和２２．２ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政名簿-333 将校名簿　昭和２２．２ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政名簿-334 将校名簿 -

中央-軍事行政名簿-335 現役兵連名簿　昭和１８年度 沖縄連隊区

中央-軍事行政名簿-336 現役准士官下士官実役停年名簿　昭和１９．３調 父島要塞砲兵連隊

中央-軍事行政名簿-337 准士官．下士官実役停年名簿（現役の部）　昭和１９．６ 第４３師団兵器勤務隊

中央-軍事行政名簿-340 被震災地者の留守担当者名簿　昭和２１．１２ 新嘉坡部隊司令部

中央-軍事行政名簿-341 留守名簿（朝鮮第２４９部隊）　昭和２０．４ 平壌管区通信補充隊

中央-軍事行政名簿-342 留守名簿（朝鮮第２４９部隊）　昭和２０．４ 平壌管区通信補充隊

中央-軍事行政名簿-343 留守名簿（朝鮮第２５１部隊）　昭和２０．４ 平壌管区制毒訓練所

中央-軍事行政名簿-344 留守名簿　昭和２０．６ 平壌師管区歩兵第２補充隊

中央-軍事行政名簿-345 留守名簿（雇傭人の部）　昭和２０．１ 馬来俘虜収容所

中央-軍事行政名簿-346 留守名簿　昭和２０
独立重砲兵第１００大隊第１中
隊

中央-軍事行政名簿-347 留守名簿（森第８０３４部隊）　昭和２０．２ 独立有線第９３中隊

中央-軍事行政名簿-348 留守名簿（森第１０４８７部隊）　昭和２０．２ 独立有線第９４中隊

中央-軍事行政名簿-349 留守名簿（護鮮第２２９１０部隊）　昭和２０．５ 第１６０師団兵器勤務隊

中央-軍事行政名簿-350 留守名簿　昭和２０．５ 第１０独立警備隊司令部通信班

中央-軍事行政名簿-351 留守名簿（光第２６８３０部隊）　昭和２０．７ 独立速射砲第３０大隊

中央-軍事行政名簿-352 留守名簿（北支派憲兵隊）　昭和２０．９ 第１０独立警備隊鄭州憲兵隊

中央-軍事行政名簿-353 留守名簿（至敏第１５７１２部隊）　昭和２０．９ 第１０独立警備隊司令部

中央-軍事行政名簿-354 留守名簿　昭和２０．９ 昭南憲兵隊

中央-軍事行政名簿-355 留守名簿　昭和２１．１２ 昭南憲兵隊

中央-軍事行政名簿-356 留守名簿　昭和２０．１０ パレンバン防衛司令部

中央-軍事行政名簿-357 留守名簿　昭和２１．９
パレンバン防衛司令部自動車
隊

中央-軍事行政名簿-358 留守名簿　昭和２０．１０ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政名簿-359 留守名簿異動通報　昭和２１．９ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政名簿-360 留守名簿　昭和２０．１２ 南方軍憲兵教習隊



令和４年８月２日

中央-軍事行政名簿-361 留守名簿　昭和２１年 富南部貨物廠

中央-軍事行政名簿-362 留守名簿　昭和２１年 富南部自動車廠

中央-軍事行政名簿-363 留守名簿（満２００５０部隊）　昭和２１．１ 第１０７師団司令部

中央-軍事行政名簿-364 留守名簿（東京地方世話部）　昭和２１．４ 電信第１連隊第３中隊

中央-軍事行政名簿-365 留守名簿　昭和２１．４ 電信第１連隊無線隊

中央-軍事行政名簿-366 留守名簿　昭和２１．１０ 第２野戦船舶第４支廠

中央-軍事行政名簿-367 留守名簿（岡第１６１５部隊）　昭和２１．１１ 第７方面軍司令部

中央-軍事行政名簿-368 留守名簿異動通報　昭和２１．１１ 第７方面軍司令部

中央-軍事行政名簿-369 留守名簿　（岡第１０３５５部隊）　昭和２１．１１ 第７方面軍野戦自動車廠

中央-軍事行政名簿-370 留守名簿　昭和２１．１１
独立歩兵第１５４大隊（大塩部
隊）他

中央-軍事行政名簿-371 留守名簿　昭和２２．１ 南スマトラ燃料工廠能登谷隊

中央-軍事行政名簿-372 留守名簿　昭和２２年 第２５軍司令部窪田隊

中央-軍事行政名簿-373 留守名簿（入院患者の分）　昭和２２．２ 第１６軍野戦自動車廠東支廠

中央-軍事行政名簿-374 留守名簿（監１５５４４部隊）　昭和２２．２ 関東軍第９勤務隊

中央-軍事行政名簿-375 留守名簿保管原簿　朝鮮班　昭和２２．５ 鮮満残務整理部名簿班

中央-軍事行政名簿-376 留守名簿（光第２６８３０部隊）　昭和２５．１０ 速射砲第３０大隊

中央-軍事行政名簿-377 留守名簿（築第１２７７０部隊）　昭和２０．３ 第３７野戦勤務隊

中央-軍事行政名簿-378 留守名簿（義第９８７０部隊）　昭和２０．３ 第９２飛行場大隊

中央-軍事行政名簿-379 留守名簿　１／３　アカ行（１～３８７）　昭和２０．３ 歩兵第２７７連隊第１５２５２部隊

中央-軍事行政名簿-380 留守名簿　２／３　サタナ行（１～４１６）　昭和２０．３ 歩兵第２７７連隊第１５２５２部隊

中央-軍事行政名簿-381 留守名簿　３／３　ハマヤラワ行（１～４１３）　昭和２０．３ 歩兵第２７７連隊第１５２５２部隊

中央-軍事行政名簿-382 留守名簿（朝鮮第２４７部隊）　昭和２０．４ 平壌師管区砲兵補充隊

中央-軍事行政名簿-383 留守名簿（朝鮮第２４４部隊）　昭和２０．４ 平壌師管区歩兵第２補充隊

中央-軍事行政名簿-384 留守名簿　昭和２０．９ 昭南憲兵隊

中央-軍事行政名簿-385 留守名簿　昭和２１．１２ 昭南憲兵隊

中央-軍事行政名簿-386 留守名簿　昭和２２．２ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政名簿-387 戦時イロハ名簿　昭和２～１５徴集 臨時輜重兵第３中隊

中央-軍事行政名簿-388 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１８ 第２野戦輸送司令部

中央-軍事行政名簿-389 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１８．１０ 北部第１８部隊

中央-軍事行政名簿-390 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１９年 第３中隊

中央-軍事行政名簿-391 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１９．２ 第１１歩兵団野戦病院

中央-軍事行政名簿-392 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１９．２ 第４８８部隊連隊

中央-軍事行政名簿-393 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１９．３ 独立守備歩兵第１４大隊１中隊

中央-軍事行政名簿-394 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１９．４ 第３機関銃中隊

中央-軍事行政名簿-395 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１９．６ 第１６師団第４野戦病院

中央-軍事行政名簿-396 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１９．６ 備第１７５２８部隊通信隊



令和４年８月２日

中央-軍事行政名簿-397 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１９．８ 独立混成第４０旅団輜重隊

中央-軍事行政名簿-398 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１９．８ 独立機関銃第２大隊

中央-軍事行政名簿-399 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１９．８ 歩兵第５４連隊

中央-軍事行政名簿-400 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１９．１２ 独兵輜重兵第５３中隊

中央-軍事行政名簿-401 第２４期生在京会員大会　出席者名簿　昭和１０．１２ -

中央-軍事行政名簿-402 将校命課一覧表（原稿）（軍令陸甲第５８号）　昭和１９年 独立混成第４８旅団

中央-軍事行政名簿-403 留守担当者転属者連名簿　昭和１９年 輜重兵第４連隊補充隊

中央-軍事行政名簿-404 在郷軍人連名簿　昭和１９．４ 北部支庁テニアン出張所

中央-軍事行政名簿-405 人馬現員表に関する綴　昭和１９年度 稲富隊

中央-軍事行政名簿-406 陣没者留守担当者名簿　昭和２０．１０ 第１１６師団平原部隊

中央-軍事行政名簿-408 南部スマトラ残留者連名簿　昭和２１．１０ 正（翔）兵団司令部

中央-軍事行政名簿-409 残留者連名簿　昭和２１．１０ 第25軍等

中央-軍事行政名簿-410 部隊人員調査表　昭和２１．１０調 機関砲第１０１大隊

中央-軍事行政名簿-411 被震災地留守宅名簿　昭和２１．１２ 「ジュロン」通過部隊司令部

中央-軍事行政名簿-412 留守名簿整理番号対照表　昭和２１．１２ 留守業務局本籍部

中央-軍事行政名簿-413 留守名簿整理番号対照表　昭和２１．１２ 留守業務局本籍部

中央-軍事行政名簿-414 除隊召集解除者連名簿（富第１０９４５部隊） 富南部自動車廠

中央-軍事行政名簿-415 進級停年調査表（下士官．兵の部）　昭和２２．１ 第２５軍司令部　森口隊

中央-軍事行政名簿-416 開拓団名索引簿　昭和３０．６ 未帰還調査部

中央-軍事行政名簿-417
ソカード連名簿　（上）｛北海道管内　東部復員連絡局仙台支部管
内　東部復員連絡局管内）　昭和３０．１０

厚生省　未帰還調査部

中央-軍事行政名簿-418 復員書類（憲兵隊） -

中央-軍事行政名簿-419 華人送還者名簿　昭和２０．４ 秋田華工管理事務所

中央-軍事行政名簿-420 除隊召集解除者連名簿　昭和２１年 機関砲第１０１大隊

中央-軍事行政名簿-421 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．１ 中野部隊

中央-軍事行政名簿-422 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．１ 中野部隊

中央-軍事行政名簿-423 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．２ 第２５軍司令部　森口隊

中央-軍事行政名簿-424 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．２ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政名簿-425 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．２
パレンバン富南部自動車廠（富
第１０９４５部隊）

中央-軍事行政名簿-426 召集除外者名簿　明治３７年 参謀部

中央-軍事行政名簿-427 福岡地方世話部　除隊召集解除者連名簿 朝鮮人部隊

中央-軍事行政名簿-428 全国戦友会一覧 航空班

中央-軍事行政名簿-429 海外移住者割引証下附台帳　昭和８．１ 外事課

中央-軍事行政名簿-430 中共索引簿　昭和２８．３ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-431 中共索引簿　昭和２８．３ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-433 太平川開拓団在籍者名簿　昭和３１．１ 東部復員連絡局　仙台支部

中央-軍事行政名簿-434 宿泊者名簿　昭和２０．４～８ 陸軍造兵廠日田出張所



令和４年８月２日

中央-軍事行政名簿-435 大平川開拓団在籍者名簿　昭和３１．１ 東部復員連絡局仙台支部

中央-軍事行政名簿-436 現地残留者名簿　２／２　昭和２１年 高射砲第１０２連隊

中央-軍事行政名簿-437 軍要視察人連名簿　昭和１７．６ パラワン憲兵分隊

中央-軍事行政名簿-438 戦病死者報告綴　昭和１９．１２～２０．２ 南洋庁西部支庁

中央-軍事行政名簿-439 戦病死者報告綴　昭和２０．９ 西部支庁

中央-軍事行政名簿-440 戦死傷者名簿 -

中央-軍事行政名簿-441 死没者一覧表　昭和１６．８～１０ 鷹尾隊

中央-軍事行政名簿-442 死亡者連名簿　昭和２１年 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政名簿-443 死亡者連名簿　昭和２２．２ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政名簿-444 指定工場事業場名簿（省令２２号に依る）　昭和１５年度 陸軍省

中央-軍事行政名簿-446 俘虜名簿　昭和１６．５～７ ?安臨時俘虜集合所

中央-軍事行政名簿-447 警察官名簿　昭和１８～１９年 -

中央-軍事行政名簿-448 徴用解除者連名簿　昭和１９年徴用 富南部貨物廠

中央-軍事行政名簿-449 西部ニューギニア方面　陸軍航空作戦部隊幹部名簿 -

中央-軍事行政名簿-450 第４航空軍　東部ニューギニア方面　作戦部隊幹部名簿 -

中央-軍事行政名簿-451 陸軍在郷軍人名簿　昭和１９．４ 南洋庁西部支庁

中央-軍事行政名簿-452 華人労務者送還不能者名簿 兵庫県

中央-軍事行政名簿-453 華人労務者送還予定者名簿　昭和２０．９ 貝島炭礦（株）大辻炭礦

中央-軍事行政名簿-454 送還予定者名簿　昭和２０．９
日鉄二瀬鉱業所中央礦華工宿
舎

中央-軍事行政名簿-455 送還予定者名簿 三井鉱山（株）三池鉱業所

中央-軍事行政名簿-456 連合軍人名簿 総務課渉外班

中央-軍事行政名簿-457 英文連名簿 中隊別「ＡＢＣ」八部

中央-軍事行政名簿-458 ソ連地区残留者名簿（外蒙古樺太　千島を含む）　昭和３０．３ 未帰還調査部

中央-軍事行政名簿-459 騎１会名簿　昭和３０．４ -

中央-軍事行政名簿-460 浜江省五常県　太平川開拓団在籍者名簿　昭和３１．１ 東部復員連絡局仙台支部

中央-軍事行政名簿-461 華人労務者送還予定者名簿 三菱高島礦業所端島炭坑

中央-軍事行政名簿-462 華工送還者名簿　昭和２０．９ 三井三池鉱業所四山坑

中央-軍事行政名簿-463 第４４軍司令部主要帰還者名簿　昭和２５．３ 留２課

中央-軍事行政名簿-464 職域団隊関係者索引簿　昭和２７．８ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-465 職域団隊関係者索引簿　昭和２７．８ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-466 工員名簿（倉庫班　女子の部）　昭和１７．５ 陸軍被服本廠新潟出張所

中央-軍事行政名簿-467 工員名簿（裁断部）　昭和１８年 陸軍被服廠新潟出張所

中央-軍事行政名簿-468 工員名簿（検査班）　昭和１８年 陸軍被服支廠新潟出張所

中央-軍事行政名簿-469 工員名簿（守衛．消防班）　昭和１９年 陸軍被服本廠新潟出張所

中央-軍事行政名簿-470 なには会名簿　昭和２１．１ -

中央-軍事行政名簿-471 世話部毎連名簿　昭和２１．１２ 第９部隊



令和４年８月２日

中央-軍事行政名簿-472 野戦重砲兵第３０連隊　主要帰還者名簿　昭和２５．３ 留２課

中央-軍事行政名簿-473 第４４軍直轄　第１９野貨廠主要皈還者連名簿　昭和３０．１１ 留守業務部第２課

中央-軍事行政名簿-474
独混１３２旅団挺進大隊　幹部連名表（含む　一部兵長・上等兵）
昭和２７．５

３軍班５係

中央-軍事行政名簿-475 邦人戦　概況表　昭和２９．８ 厚生省　未帰還調査部

中央-軍事行政名簿-476 邦人戦　概況表　昭和２９．８ 厚生省　未帰還調査部

中央-軍事行政名簿-477 復員書類 憲兵隊

中央-軍事行政名簿-478 陸軍関係招へい者 -

中央-軍事行政名簿-479 収名簿　昭和２８．１１ 留２課

中央-軍事行政名簿-481 第４４軍直轄　第１９野兵廠主要皈還者連名簿 留２課

中央-軍事行政名簿-482 第４４軍直轄　第１９野兵廠主要皈還者連名簿　昭和２６．１ 留２課

中央-軍事行政名簿-483 砲兵第１３期名簿　昭和３．１２ -

中央-軍事行政名簿-484 近歩２会々員名簿　昭和６．４ -

中央-軍事行政名簿-485 習志野騎１３会々員名簿　昭和１５．１１ -

中央-軍事行政名簿-486 椿６８４４隊湘友会名簿 歩兵第２１８連隊第９中隊

中央-軍事行政名簿-487
大東亜建設審議会第９．１０．１１．連合部会　陸軍現地側出席者
名簿　昭和１８．６

-

中央-軍事行政名簿-488 イロイロ警察隊員名簿　昭和１９．１０ -

中央-軍事行政名簿-489 イロハ名簿　昭和１９．２ 独山３連段国友隊（中島部隊）

中央-軍事行政名簿-490 死没傷病者連名簿　昭和２０年度 高射砲第１０２連隊医務室

中央-軍事行政名簿-491 防召関係書類綴（雑）　昭和２０年以降 球第４１５２部隊

中央-軍事行政名簿-492 残留者名簿（残務整理者の部） 第１０独立警備隊司令部

中央-軍事行政名簿-493 残留者名簿　昭和２１．１０ 南スマトラ燃料工廠

中央-軍事行政名簿-494 残留者連名簿　昭和２１．１０ 高射砲第１０２連隊

中央-軍事行政名簿-495 残留者名簿　昭和２１．１１ 第７方面軍野戦自動車廠

中央-軍事行政名簿-496 不在者名簿 朝鮮憲兵隊関係

中央-軍事行政名簿-497 第４８期生名簿 -

中央-軍事行政名簿-498 山東同志会名簿 -

中央-軍事行政名簿-499 部隊長住所調 -

中央-軍事行政名簿-500 第１４期士官候補生名簿　大正１０．９～昭和９．１０ -

中央-軍事行政名簿-501 砲兵第１３期名簿　昭和２．１２調 -

中央-軍事行政名簿-502 部隊別業務処理者名簿　昭和２１．５～２２．４ 留守業務局航空課

中央-軍事行政名簿-503 作業大隊大中隊長名簿　昭和２４．８ -

中央-軍事行政名簿-504 生存資料のある者の名簿　昭和２５年以後 -

中央-軍事行政名簿-505 赤十字ソ連地区残留者名簿 引揚援護庁

中央-軍事行政名簿-506 宣友会名簿　昭和２９．７ 宣友会復活準備委員会

中央-軍事行政名簿-507 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-軍事行政名簿-508 ソカード連名簿　下　昭和３０．１２ 厚生省未帰還調査部



令和４年８月２日

中央-軍事行政名簿-509 ５航軍部隊概況表 -

中央-軍事行政名簿-510 第７師管連合支部要覧　昭和６年 -

中央-軍事行政名簿-511 隷下部隊長名簿　昭和２０．１１ 第８飛行師団

中央-軍事行政名簿-512 乗船連名簿（復員完結）　昭和２２．２ 松村隊

中央-軍事行政名簿-513 第１１師団（善通寺）　歴代団隊長名簿　昭和２９．９ 厚生省中部復員連絡局

中央-軍事行政名簿-514 転属者連名簿　昭和１８．７ 第２教育隊第２中隊

中央-軍事行政名簿-515 転属者連名簿（下士官．兵の部）　昭和１９．２ 松山連隊区　歩兵第４４連隊

中央-軍事行政名簿-516 転属者連名簿　昭和１９．３ 雷第２５５６部隊北沢隊

中央-軍事行政名簿-517 転属者連名簿　昭和１９．６ 第１１歩兵団司令部

中央-軍事行政名簿-518 転属（転出）者連名簿　昭和２１．４ 第１０独立警備隊司令部

中央-軍事行政名簿-519 転属状況調査表　昭和２５．８
野戦重砲兵第２連隊　野戦重砲
兵第１０連隊　迫撃砲第１４大隊

中央-軍事行政名簿-520 「アイウエオ」名簿　昭和２０．８ 南方軍特種情報部

中央-軍事行政名簿-521 アイウエオ名簿 沖縄平山隊

中央-軍事行政名簿-522 第３０軍直轄部隊 -

中央-軍事行政名簿-523 第３０軍直轄部隊 -

中央-軍事行政名簿-524 第３０軍直轄部隊 -

中央-軍事行政名簿-525 軍属名簿　昭和２１．４ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政名簿-526 軍属名簿　昭和２１．４ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政名簿-527 軍属名簿　昭和２１．７ 富南部貨物廠

中央-軍事行政名簿-528 解雇傭者連名簿　昭和２０．９～２１．６ 富南部貨物廠

中央-軍事行政名簿-529 徴用解除者連名簿　昭和２１．５ 富南部貨物廠

中央-軍事行政名簿-530 退官退職者連名簿 富南部貨物廠

中央-軍事行政名簿-531 出身県別人名表　昭和２０．８ 幡第７１０４部隊玉井隊

中央-軍事行政名簿-532 未帰還者名簿の解説　比島より帰りて　昭和２０．１１ 日本国政府

中央-軍事行政名簿-534 各種名簿等綴　昭和２１．１２ 第３７軍等

中央-軍事行政名簿-535 乗船者連名簿 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政名簿-536 乗船者連名簿 名古屋師団中部第２部隊

中央-軍事行政名簿-537 乗船名簿（台湾人の部）　昭和２２．１ 第９部隊

中央-軍事行政名簿-538 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．２ 馬来俘虜収容所

中央-軍事行政名簿-539 通信調査人名簿（番号控）　昭和３０．４ 第３課関直班

中央-軍事行政名簿-540 職域地縁別帰還者名簿　昭和３２．４ 中部復員連絡局善通寺支部

中央-軍事行政名簿-541 解嘱連名簿　昭和２１．３ 南方第９陸軍病院等

中央-軍事行政名簿-542 解雇傭連名簿　昭和２１．３ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政名簿-543 連名簿　昭和２２．１ 第９部隊第２大隊本部

中央-軍事行政名簿-544 転属者連名簿　昭和１９．２ 満洲第７１２部隊

中央-軍事行政名簿-545 転属者連名簿　昭和１９．６ 雷第２５５６部隊北沢隊



令和４年８月２日

中央-軍事行政名簿-546 編成人員連名簿 独混第１３５旅団挺進大隊

中央-軍事行政名簿-547 退官連名簿　昭和２１．７ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政名簿-549 高射砲第１０２連隊復員名簿　昭和２１．８ -

中央-軍事行政名簿-550 死亡者名簿　昭和２０．１１ 歩兵第２１８連隊

中央-軍事行政名簿-551 死没者関係書類　昭和２１．１１ -

中央-軍事行政名簿-552 戦死者名簿 -

中央-軍事行政名簿-553 第２６９連隊関係　復員者名簿　昭和２４．１０ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-554 中共地域新帰還者連名簿（軍人　軍属の部）　昭和２９．１ 中部復員連絡局善通寺支部

中央-軍事行政名簿-555 永田部隊総員名簿　昭和１９．２ -

中央-軍事行政名簿-556 終戦時准士官以上名簿　昭和２０．８ -

中央-軍事行政名簿-557 作業大隊大中隊長名簿　昭和２４．８ 留部第３課第５班

中央-軍事行政名簿-558 未帰還者名簿　第１類　昭和３２．１ 日本国政府

中央-軍事行政名簿-559 未帰還者名簿　第１類　昭和３２．１ 日本国政府

中央-軍事行政名簿-560 未帰還者名簿　第２類　昭和３２．１ 日本国政府

中央-軍事行政名簿-561 未帰還者名簿　第２類　昭和３２．１ 日本国政府

中央-軍事行政名簿-562 未帰還者名簿　第３類　昭和３２．１ 日本国政府

中央-軍事行政名簿-563 未帰還者名簿　第３類　昭和３２．１ 日本国政府

中央-軍事行政名簿-564 未帰還者名簿　第４類　第１冊　昭和３２．１ 日本国政府

中央-軍事行政名簿-565 未帰還者名簿　第４類　第１冊　昭和３２．１ 日本国政府

中央-軍事行政名簿-566 未帰還者名簿　第４類　第２冊　昭和３２．１ 日本国政府

中央-軍事行政名簿-567 未帰還者名簿　第４類　第２冊　昭和３２．１ 日本国政府

中央-軍事行政名簿-568 生死不明者連名簿　昭和２２．２ 機関砲第１０１大隊

中央-軍事行政名簿-569 乗船者名簿 日本護衛艦９７号

中央-軍事行政名簿-570 歩兵第２１４連隊　イロハ名簿　昭和１７．８ -

中央-軍事行政名簿-571 除隊者名簿　昭和２０．９ 隊司令部

中央-軍事行政名簿-572 除隊召集解除者連名簿　昭和 地方世話部別

中央-軍事行政名簿-573 除隊召集解除者連名簿　昭和２１．６ 第２５軍司令部　森口隊

中央-軍事行政名簿-574 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．１ -

中央-軍事行政名簿-575 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．１ 第１２１飛行場大隊等

中央-軍事行政名簿-576 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．２ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政名簿-577 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．２ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政名簿-578 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．２ 大塩部隊等

中央-軍事行政名簿-579 除隊召集解除者連名簿　昭和２１．４ 第１０独立警備隊

中央-軍事行政名簿-580 除隊召集解除者連名簿　昭和２１．４ 第１０独立警備隊

中央-軍事行政名簿-581 除隊召集解除者連名簿　昭和２１．６ 第２５軍司令部　森口隊

中央-軍事行政名簿-582 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．２ 南スマトラ燃料工廠
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中央-軍事行政名簿-583 除隊召集解除者連名簿　昭和２１年 機関砲第１０１大隊

中央-軍事行政名簿-584 除隊召集解除者連名簿　昭和２１年 機関砲第１０１大隊

中央-軍事行政名簿-585 除隊召集解除者連名簿　昭和２１．１１ 富南部貨物廠

中央-軍事行政名簿-586 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．２ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政名簿-587 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．２ パレンバン防衛司令部

中央-軍事行政名簿-588 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．２ 電信第１連隊第３中隊

中央-軍事行政名簿-589 除隊召集解除者・解職解雇者連名簿　昭和２２．２ 第２９軍憲兵隊前島隊

中央-軍事行政名簿-590 除隊召集解除者連名簿　昭和２２．２ 第２野戦船舶廠第４支廠

中央-軍事行政名簿-591 除隊召集解除者連名簿　昭和３０．４ 厚生省未帰還調査部

中央-軍事行政名簿-592 召集解除希望者名簿 松下電器産業（株）

中央-軍事行政名簿-593 濠洲主要人名簿　昭和１９．４ 大本営陸軍部

中央-軍事行政名簿-594 帰還者名簿　昭和２１年 -

中央-軍事行政名簿-595 復員文官連名簿（朝鮮人）　昭和２１．１２ 第９部隊第７中隊

中央-軍事行政名簿-596 復員人名表　昭和２２．１ 岡田部隊

中央-軍事行政名簿-598 主要皈還者名簿　昭和２５．５ 独立重砲兵第７大隊

中央-軍事行政名簿-599 職域地縁別帰還者名簿　昭和３２．６ 東部復員連絡局仙台支部

中央-軍事行政名簿-600 将校名簿 -

中央-軍事行政名簿-601 高級将校名簿 -

中央-軍事行政名簿-603 嘱託員　通訳　雇員人名簿　昭和１９年度 備第７９２０部隊情報班

中央-軍事行政名簿-604
将校進級者名簿　（昭和２０．１２．１　附）　満軍将校にして日本軍
将校に任官者老令元軍人名簿　戦没者進級名簿　（将校）　昭和２
８．６

復員局

中央-軍事行政名簿-605 兵事部職員名簿　昭和２０年 -

中央-軍事行政名簿-606 北方関係部隊将校名簿　其の１（ア．カ）　昭和２６．４ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-607 北方関係部隊将校名簿　其の１（ア．カ）　昭和２６．４ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-608 北方関係部隊将校名簿　其の１（ア～カ）　昭和２６．４ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-609 北方関係部隊将校名簿　其の２（サ．タ．ナ）　昭和２６．４ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-610 北方関係部隊将校名簿　其の２（サ．タ．ナ）　昭和２６．４ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-611 北方関係部隊将校名簿　其の２（サ．タ．ナ）　昭和２６．４ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-612 北方関係部隊将校名簿　其の３（ハ～ワ）　昭和２６．４ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-613 北方関係部隊将校名簿　其の３（ハ～ワ）　昭和２６．４ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-614 北方関係部隊将校名簿　其の３（ハ～ワ）　昭和２６．４ 留守業務部

中央-軍事行政名簿-615 元陸軍将校連名簿（少尉候補者の部）　昭和２８．９ 復員局庶務課

中央-軍事行政名簿-616 元陸軍将校連名簿（少尉候補者の部）　昭和２８．９ 復員局庶務課

中央-軍事行政名簿-617 元陸軍将校連名簿（少尉候補者の部）　昭和２８．９ 復員局庶務課

中央-軍事行政名簿-618 元陸軍将校連名簿（本科将校の部）　昭和２８．９ 復員局庶務課

中央-軍事行政名簿-619 元陸軍将校連名簿（本科将校の部）　昭和２８．９ 復員局庶務課

中央-軍事行政名簿-620 元陸軍将校連名簿（本科将校の部）　昭和２８．９ 復員局庶務課
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中央-軍事行政名簿-621 元陸軍将校連名簿（各部将校及び特別志願将校）　昭和２８．９ 復員局庶務課

中央-軍事行政名簿-622 元陸軍将校連名簿（各部将校及び特別志願将校）　昭和２８．９ 復員局庶務課

中央-軍事行政名簿-623 元陸軍将校連名簿（各部将校及び特別志願将校）　昭和２８．９ 復員局庶務課

中央-軍事行政名簿-626 参謀本部　第１１課名簿 -

中央-軍事行政名簿-627
陸軍憲兵上等兵候補者隊　陸軍憲兵学校教習隊（第１期～第５
期）　同期生拝命名簿

-

中央-軍事行政名簿-628 陸軍燃料本部名簿（高等官等）　昭和２０年８月１５日現在 -

中央-軍事行政名簿-629 陸軍燃料本部名簿（中尉等）　昭和２０年８月１５日現在 -

中央-軍事行政名簿-630 陸軍燃料本部名簿（少尉等）　昭和２０年８月１５日現在 -

中央-軍事行政名簿-631
陸軍燃料本部名簿（少尉．見習士官．転出．派遣）　昭和２０年８
月１５日現在

-

中央-軍事行政名簿-632 第３４期生会会誌　第１２号　昭和１１年２月 -

中央-軍事行政名簿-633
独立混成８０旅団　砲兵隊７３７部隊「２５２９１部隊」資料　自．昭
和１９年１２月　至．昭和２０年８月１８日

-

中央-軍事行政名簿-634 中支那派遣憲兵隊編成表　昭和２０年８月 -

中央-軍事行政名簿-635 球１６７８９部隊（海上挺進基地第２大隊）　井上隊（第２中隊）名簿 -

中央-軍事行政名簿-636 独立混成第３７旅団　将校．下士官名簿　昭和２０年８月２０日調 -

中央-軍事行政名簿-637
独立混成第５７旅団　隷指揮下部隊　高等官名簿　昭和２１年３月
現在

-

中央-軍事行政名簿-638 馬来軍政監部人名表　昭和１７．３～１８．４ -

中央-軍事行政名簿-639 第２０師団通信隊名簿　昭和１８年～２０年 -

中央-軍事行政名簿-640 米国に捕虜となり死亡した５９６５名の名簿 米国国防省

中央-軍事行政名簿-641
独立戦車第８旅団整備隊　鋭敏第１２０５８部隊　留守名簿　昭和
２０年５月１日調

独立戦車第８旅団整備隊

中央-軍事行政名簿-642 死没者名簿　昭和１９年～２０年８月 歩兵第６５連隊陣没者係

中央-軍事行政名簿-643 鏡第６８０５・歩兵第６５連隊留守名簿　１／４　昭和２０年１月１日 歩兵第６５連隊

中央-軍事行政名簿-643_2 鏡第６８０５・歩兵第６５連隊留守名簿　２／４　昭和２０年１月１日 歩兵第６５連隊

中央-軍事行政名簿-644 鏡第６８０５・歩兵第６５連隊留守名簿　３／４　昭和２０年１月１日 歩兵第６５連隊

中央-軍事行政名簿-644_2 鏡第６８０５・歩兵第６５連隊留守名簿　４／４　昭和２０年１月１日 歩兵第６５連隊

中央-軍事行政名簿-645
独立重砲兵第４大隊名簿　元満洲第１３８部隊名簿　比島派遣第
１２１８部隊名簿

-

中央-軍事行政名簿-646 Ｃｏｗｒａ収容所　日本人捕虜暴動事件犠牲者名簿 -

中央-軍事行政名簿-647
関東軍石頭陸軍予備士官学校　陸軍兵科甲種幹部候補生第１３
期生名簿

満洲第１３９８１部隊教兵第６中
隊　小鹿長九郎

中央-軍事行政名簿-648
第４課在職者名簿（明治４１年１２月　第１部分課以後）　昭和１３
年３月３０日

-

中央-軍事行政名簿-649 岡山県出身陸軍将校名簿　昭和３２年８月１５日 岡山県民生労働部世話課

中央-軍事行政名簿-650 砲工関係官衙職員表　明治３９年４月～４３年２月 -

中央-軍事行政名簿-651 大阪陸軍地方幼年学校趾　記念碑建設醵金者名簿 -

中央-軍事行政名簿-652 攻城工兵廠等職員及び馬匹名簿　明治３７年５月～３８年６月 攻城工兵廠及び第３軍工兵部

中央-軍事行政名簿-653 後備工兵第１中隊編成名簿　明治２７～２８年 後備工兵第１中隊

中央-軍事行政名簿-654 東亜研究所名簿　昭和１７年８月 東亜研究所庶務課

中央-軍事行政名簿-655
台湾歩兵第１連隊（高嶋支隊・第５支隊）編成表・将校職員表　昭
和１５年１２月２２日～１６年８月２日

台湾歩兵第1連隊

中央-軍事行政名簿-656 公主嶺陸軍戦車学校職員等名簿　昭和１７年　高嶋少将史料 -
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中央-軍事行政名簿-657
陸軍公主嶺学校将校職員表　昭和１８年３月５日現在　高嶋少将
史料

陸軍公主嶺学校

中央-軍事行政名簿-658 在職兵科少将連名簿　昭和２０年　高嶋少将史料 第１２方面軍

中央-軍事行政名簿-659
東部軍管区第１２方面軍　隷下主要部隊職員表　昭和２０年８月１
３日　高嶋少将史料

東部復員連絡局

中央-軍事行政名簿-660
東部軍兵科中少将　参謀考科表（考科列序表）　昭和１８年～１９
年　高嶋少将史料

東部軍

中央-軍事行政名簿-661 昭和３年7月調　陸軍米国関係者一覧表 -

中央-軍事行政名簿-662 軍政総監・軍政監等会同参集者名簿　森川史料 陸軍省

中央-軍事行政名簿-663
科学技術関係部外官庁委員会学会等に派遣しある委員幹事一覧
表

-

中央-軍事行政名簿-664 原簿留守名簿 独立無線第８７小隊志茂隊

中央-軍事行政名簿-665 沖縄本島山第３４７６部隊第１機関銃中隊関連名簿 -

中央-軍事行政名簿-666 戦傷病死者遺族住所氏名名簿(独立歩兵１連隊） 公主嶺長谷川部隊

中央-軍事行政名簿-667
忠魂録（独立混成第１５旅団の分）配属部隊戦（病）死者一覧表
戦（病）死者一覧表　８月１５日以降

独立混成１５旅団

中央-軍事行政名簿-668 （陸軍糧秣）技術者人事関係綴　橋本史料 橋本技師

中央-軍事行政名簿-669_2
昭和１５年８月８日調（１４年５月２８日～１５年８月８日）第３７師団
戦（傷）死、戦病死者名簿（イロハ名簿）

第３７師団

中央-軍事行政名簿-670_2 昭和１５年８月８日調第３７師団戦（傷）死、戦病死者名簿 第３７師団

中央-軍事行政名簿-671 昭和１８年夏頃～２１年春頃まで第３７師団戦没者名簿1/2 東京３７会

中央-軍事行政名簿-672 昭和１８年夏頃～２１年春頃まで第３７師団戦没者名簿2/2 東京３７会

中央-軍事行政名簿-673 昭和１８年夏～２１年春第３７師団戦没者名簿225i追加分 東京３７会

中央-軍事行政名簿-674 京漢、湘桂、明号各作戦死没者名簿 歩兵第２２６聯隊

中央-軍事行政名簿-675 自昭和１４年５月至同１５年２月歩兵第２２６聯隊戦没者名簿 歩兵第２２６聯隊

中央-軍事行政名簿-676
昭和１８年～２０年歩兵第２２６聯隊第３大隊第１０中隊戦没者・転
属者名簿

歩兵第２２６聯隊第３大隊第１０
中隊

中央-軍事行政名簿-677 昭和２０．１．１～２１．４．１歩兵第２２６聯隊第１２中隊留守名簿 歩兵第２２６聯隊第１２中隊

中央-軍事行政名簿-679 会報第１３号　第２４期生会 陸士２４期生会

中央-軍事行政名簿-680 梶原美矢男資料　東部第１５部隊１中隊復員名簿 東部第１５部隊１中隊（戸田隆）

中央-軍事行政名簿-681 梶原美矢男資料　東部第１５部隊２中隊復員名簿 東部第１５部隊２中隊

中央-軍事行政名簿-682 笠間史料　歩兵第７３連隊職員表 歩兵第７３連隊長　田中勲大佐

中央-軍事行政名簿-683 笠間史料　独立歩兵第３５８大隊関係書類綴（威１０６７１部隊）
威１０６７１部隊陸軍少佐笠間哲
行

中央-軍事行政名簿-684
杉田一次史料 大東亜戦役第２０師団歩兵第７８連隊留守名簿
昭和２０年１月１５日調製

東部軍留守部

中央-軍事行政名簿-685
杉田一次史料 昭和２１年２月６日調製　留守名簿　第２０師団歩
兵第７８連隊(通称号朝２０５３部隊)

東京七八会森博美

中央-軍事行政名簿-686 梶 松次郎史料 昭和２１年１月　宮古島戦友録 梶松次郎

中央-軍事行政名簿-687 梶 松次郎史料 宮古島関係　府県別戦友録 梶松次郎

中央-軍事行政名簿-688
保科善四郎史料 韓国出身　日本陸士・満州軍校同窓生名簿 １９
７４．１２月現在

防衛駐在官矢部広武

中央-軍事行政名簿-689
鉄道第１１連隊第３大隊住所録　鉄道第１１連隊将校准士官住所
録

鉄道第１１連隊

中央-軍事行政名簿-690 昭和８年度召集予後備役将校人名簿 陸軍野戦砲兵学校

中央-軍事行政名簿-691 牡丹江小嶋部隊　戦死傷者調査 牡丹江小嶋部隊

中央-軍事行政名簿-692_2 第３７師団戦没者名簿（熊本県関係分） 東京三七会

中央-軍事行政名簿-693
昭和１６年　徴兵適齢者中兵技兵に充当し得へき技術者名簿　京
都師管敦賀聯隊区の分

陸軍省



令和４年８月２日

中央-軍事行政名簿-694 第１４方面軍兵站監部人員及兵器調査表
尚武自活監部（尚武集団兵站監
部）西部派遣班

中央-軍事行政名簿-695 参考綴 第３０野戦防疫給水部

中央-軍事行政名簿-696 地方世話部死亡者連絡簿 各県地方世話部

中央-軍事行政名簿-697 准士官下士官実役停年名簿 威第１２３６８部隊

中央-軍事行政名簿-698 戦時イロハ留守担当者名簿 威第１２３６８部隊

中央-軍事行政名簿-699 編成以来　入院患者名簿 威第１２３６８部隊

中央-軍事行政名簿-700 歩兵第２１６聯隊人事関係書類 歩兵第２１６聯隊

中央-軍事行政名簿-701 歩兵第２１６聯隊死没者調査表  自昭和１４年至昭和１８年 歩兵第２１６聯隊

中央-軍事行政名簿-702 歩兵第２１６聯隊死没者調査表　昭和１９年度以降 歩兵第２１６聯隊

中央-軍事行政名簿-703 歩兵第２１６聯隊功績上申列次名簿綴 歩兵第２１６聯隊

中央-軍事行政名簿-704 歩兵第２１６聯隊　死没者上申調査表　昭和２０年１０月３０日調整 歩兵第２１６聯隊

中央-軍事行政名簿-705
歩兵第２１６聯隊 　死没者功績上申調査表（五十音順）　昭和１９
年度以降

歩兵第２１６聯隊

中央-軍事行政名簿-706
徐州工兵隊　馬来五八四○部隊　牡丹江七六○部隊　戦没者・戦
病死者名簿その一

斎藤文一郎

中央-軍事行政名簿-707
徐州工兵隊　馬来五八四○部隊　牡丹江七六○部隊　戦没者・戦
病死者名簿その二

斎藤文一郎

中央-軍事行政名簿-708 昭和１４年６月　歩兵第１１７連隊第９中隊　戦友人名録 内沼　妙子

中央-軍事行政名簿-709 昭和８年５月　天覧馬術出場者名簿 陸軍省

中央-軍事行政編制-1 関東軍編制人員表（満洲）　昭１５．７～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-2 関東防衛軍編制人員表（満洲）　昭１４．７～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-3 関東軍補給部編制人員表（満洲）　昭１５．７～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-4 支那派遣軍編制人員表　昭１２．６～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-5 北支那方面軍編制人員表　昭１２．１～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-6 駐蒙軍編制人員表　昭１３．２．１０～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-7 南方総軍編制人員表（南方）　昭１６．７～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-8 緬甸方面軍編制人員表（南方ビルマ）　昭１２．６～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-9 香港占領地総督部等　編制人員表　昭１５～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-10 第１方面軍編制人員表（満洲）　昭１５．７～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-11 第３方面軍編制人員表　満洲「チチハル」 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-12 第５方面軍編制人員表（北海道札幌）　昭１６．８～２０年迄 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-13 第６方面軍編制人員表　支那「漢ロ」　昭１３．６～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-14 第７方面軍編制人員表（南方．馬来）　昭１６～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-15 第８方面軍編制人員表　南海「ラバール」　昭１３．７～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-16 第１０方面軍編制人員表　昭１６．７～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-17 第１１方面軍編制人員表　昭１９．１～２０ 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-18 第１２方面軍編制人員表　昭１６．７～２０ 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-19 第１３方面軍編制人員表　昭１８．６～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-20 第１４方面軍編制人員表　南方「比島」 陸軍省調製



令和４年８月２日

中央-軍事行政編制-21 第１５方面軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-22 第１６方面軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-23 第１７方面軍編制人員表（京城） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-24 第１８方面軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-25 第１軍編制人員表　支那「北支」 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-26 第２軍編制人員表（濠北　イドレ） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-27 第３軍編制人員表（満洲） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-28 第４軍編制人員表　満洲（孫呉） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-29 第５軍編制人員表（満洲） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-30 第６軍編制人員表（支那杭州） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-31 第１１軍編制人員表（支那「柳州」） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-32 第１２軍編制人員表（北支鄭州） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-33 第１３軍編制人員表（支那上海） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-34 第１５軍編制人員表（南方　ビルマ） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-35 第１６軍編制人員表（南方　ジャワ） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-36 第１７軍編制人員表（南海） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-37 第１８軍編制人員表（濠北） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-38 第２０軍編制人員表（支那．南支．衡陽） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-39 第２３軍編制人員表（支那．南支．廣東） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-40 第２５軍編制人員表（南方　スマトラ） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-41 第２８軍編制人員表（南方　ビルマ（ブローム）） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-42 第２９軍編制人員表（南方　馬来） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-43 第３０軍編制人員表（満洲） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-44 第３１軍編制人員表（中部太平洋） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-45 第３２軍編制人員表（沖縄） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-46 第３３軍編制人員表（南方　ビルマ） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-47 第３４軍編制人員表（支那　漢ロ） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-48 第３５軍編制人員表（南方　比島） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-49 第３６軍編制人員表（内地　東部） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-50 第３７軍編制人員表（南方　ボルネオ） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-51 第３８軍編制人員表（南方　仏印） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-52 第４０軍編制人員表（台湾） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-53 第４１軍編制人員表（南方　比島） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-54 第４３軍編制人員表（北支） 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-55 第５０軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-56 第５１軍編制人員表 陸軍省調製



令和４年８月２日

中央-軍事行政編制-57 第５２軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-58 第５３軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-59 第５４軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-60 第５５軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-61 第５６軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-62 第５７軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-63 第５８軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-64 第５９軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-65 航空総軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-66 第１航空軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-67 第２航空軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-68 第３航空軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-69 第１４方面軍　隷下航空部隊編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-70 第５航空軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-71 第６航空軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-72 第５方面軍　隷下第１飛行師団編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-73 第１０方面軍　隷下第８飛行師団編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-74 第１総軍　第２総軍　其の他の部隊編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-75 北部軍管区編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-76 東北軍管区編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-77 東部軍管区編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-78 東海軍管区編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-79 中部軍管区編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-80 中国軍管区編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-81 四国軍管区編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-82 西部軍管区編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-83 朝鮮軍管区編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-84 台湾軍管区編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-85 東京防衛軍編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-86 小笠原兵団編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-87 内地鉄道司令部編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-88 船舶司令部編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-89 憲兵司令部編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-90 陸軍大臣直轄部隊編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-91 参謀本部編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-92 教育総監部編制人員表 陸軍省調製



令和４年８月２日

中央-軍事行政編制-93 陸軍航空本部編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-94 航空未動員部隊編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-95 軍令に依り計画せられある　半未動員臨時動員部隊　編制人員表 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-96 復帰部隊編制人員表（復員閉鎖）　昭２０．５～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-97 航空復帰部隊編制人員表　昭２０．１～２０年 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-99 主要部隊略歴表（師団の部）　昭２０．８．１５現在 第１復員省

中央-軍事行政編制-100 主要部隊略歴表（師団の部）　昭２０．８．１５現在 第１復員省

中央-軍事行政編制-102 主要部隊略歴表（旅団の部）　昭２０．８．１５現在 第１復員省

中央-軍事行政編制-103 主要部隊略歴表（旅団の部）　昭２０．８．１５現在 第１復員省

中央-軍事行政編制-105 編合部隊概見表（師団）　１／２部中　１／２　昭１９．８以降 参謀本部第３課調査班

中央-軍事行政編制-106 編合部隊概見表（旅団）　１／２部中　２／２　昭１９．８以降 参謀本部第３課調査班

中央-軍事行政編制-107 編合部隊概見表（師団）　２／２部中　１／４　昭１９．８以降 参謀本部第３課調査班

中央-軍事行政編制-108 編合部隊概見表（師団）　２／２部中　２／４　昭１９．８以降 参謀本部第３課調査班

中央-軍事行政編制-109 編合部隊概見表（旅団）　２／２部中　３／４　昭１９．８以降 参謀本部第３課調査班

中央-軍事行政編制-110
編合部隊概見表（旅団）（その他）　２／２部中　４／４　昭１９．８以
降

参謀本部第３課調査班

中央-軍事行政編制-112 単一部隊概見表　１／２部中　１／２　昭１９．８以降 参謀本部第３課調査班

中央-軍事行政編制-113 単一部隊概見表　１／２部中　２／２　昭１９．８以降 参謀本部第３課調査班

中央-軍事行政編制-114 単一部隊概見表　２／２部中　１／２　昭１９．８以降 参謀本部第３課調査班

中央-軍事行政編制-115 単一部隊概見表　２／２部中　２／２　昭１９．８以降 参謀本部第３課調査班

中央-軍事行政編制-117 陸軍部隊（主として内地）調査表　１／２部中　昭２０．８．１５現在 厚生省援護局業務第１課

中央-軍事行政編制-118 陸軍部隊（主として内地）調査表　２／２部中　昭２０．８．１５現在 厚生省援護局業務第１課

中央-軍事行政編制-119
復員時に於ける主要なる　陸軍部隊調査表（草案）　１／３部中　１
／２

復員局庶務課

中央-軍事行政編制-120
復員時に於ける主要なる　陸軍部隊調査表（草案）　１／３部中　２
／２

復員局庶務課

中央-軍事行政編制-121
陸軍平時編制抜萃　編合表並配置表通称号表（軍令陸乙第１９
号）　昭１５．７．１０

陸軍大臣　畑俊六

中央-軍事行政編制-122
復員時における主要なる　陸軍部隊調査表　草案　２／３部中　昭
２８．５

復員局庶務課

中央-軍事行政編制-124 支那事変動員部隊調査表　１／８部中　昭１２～１６ 厚生省業務１課

中央-軍事行政編制-125 支那事変動員部隊調査表　２／８部中　昭１２～１６ 厚生省援護局業務第１課

中央-軍事行政編制-126 支那事変動員部隊調査表　３／８部中　昭１２～１６ 厚生省業務１課

中央-軍事行政編制-127 支那事変動員部隊調査表　４／８部中　昭１２～１６ 厚生省業務１課

中央-軍事行政編制-128 支那事変動員部隊調査表　５／８部中　昭１２～１６ 厚生省業務１課

中央-軍事行政編制-129
昭和１６年７月より昭和２０年８月（終戦）に至る間の日本本土．朝
鮮．台湾における地上防空部隊　１／２部中

-

中央-軍事行政編制-130
昭和１６年７月より昭和２０年８月（終戦）に至る間の日本本土．朝
鮮．台湾における地上防空部隊　２／２部中

-

中央-軍事行政編制-131 大東亜戦争開戦時における　陸軍部隊１／３ -

中央-軍事行政編制-132 大東亜戦争開戦時における　陸軍部隊２／３ -

中央-軍事行政編制-133 大東亜戦争開戦時における　陸軍部隊３／３ -

中央-軍事行政編制-134 昭和１８年９月３０日における　陸軍部隊　１／３ -



令和４年８月２日

中央-軍事行政編制-135 昭和１８年９月３０日における　陸軍部隊　２／３ -

中央-軍事行政編制-136 昭和１８年９月３０日における　陸軍部隊　３／３ -

中央-軍事行政編制-137 昭和１８年１２月３１日における　陸軍部隊　１／２ -

中央-軍事行政編制-138 昭和１８年１２月３１日における　陸軍部隊　２／２ -

中央-軍事行政編制-139 昭和１９年１２月３１日における　陸軍部隊　１／２ -

中央-軍事行政編制-140 昭和１９年１２月３１日における　陸軍部隊　２／２ -

中央-軍事行政編制-141 昭和２０年８月１５日　終戦時における陸軍部隊　１／２ -

中央-軍事行政編制-142 昭和２０年８月１５日　終戦時における陸軍部隊　２／２ -

中央-軍事行政編制-144 陸軍部隊調査表　１／３ 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-145 陸軍部隊調査表　２／３ 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-146 陸軍部隊調査表　３／３ 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-147 陸軍部隊編合資料　昭和２０．８．１５現在 引揚援護局資料整理課

中央-軍事行政編制-148 満洲支那事変　派遣師（旅）団　昭和６．４～１５．１２ 山下　義之

中央-軍事行政編制-149 第１７方面軍　朝鮮軍管区諸部隊　通称号所在地一覧表 参謀本部

中央-軍事行政編制-150 部隊（終戦時位置）索引簿（鮮満） 第１復員局

中央-軍事行政編制-151 歩兵第３４連隊　補充隊の補充担任部隊　昭１２～２０ 歩兵第３４連隊補充隊

中央-軍事行政編制-152 支那事変動員部隊調査表　６／８　昭１２～１６ 厚生省援護局業務第１課

中央-軍事行政編制-153 支那事変動員部隊調査表　７／８　昭１２～１６ 厚生省援護局業務第１課

中央-軍事行政編制-154 支那事変動員部隊調査表　８／８　昭１２～１６ 厚生省援護局業務第１課

中央-軍事行政編制-155
支那事変大東亜戦争における　師団の編制（まえがき凡例　目
次）　第１章

山下　義之

中央-軍事行政編制-156 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第２章　その１ 山下　義之

中央-軍事行政編制-157 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第２章　その２ 山下　義之

中央-軍事行政編制-158 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第２章　その３ 山下　義之

中央-軍事行政編制-159 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第３章　その１ 山下　義之

中央-軍事行政編制-160 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第３章　その２ 山下　義之

中央-軍事行政編制-161 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第３章　その３ 山下　義之

中央-軍事行政編制-162 部隊通称番号一覧表　１１０１～３８５００ 第１復員局

中央-軍事行政編制-163 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第４章　その１ 山下　義之

中央-軍事行政編制-164 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第４章　その２ 山下　義之

中央-軍事行政編制-165 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第４章　その３ 山下　義之

中央-軍事行政編制-166 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第４章　その４ 山下　義之

中央-軍事行政編制-167 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第４章　その５ 山下　義之

中央-軍事行政編制-168 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第４章　その６ 山下　義之

中央-軍事行政編制-169 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第４章　その１ 山下　義之

中央-軍事行政編制-170
支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第４章　その２　（１
２４３Ｐ～１３５２Ｐ）

山下　義之

中央-軍事行政編制-171
支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第４章　その３　（１
３５３Ｐ～１４９４Ｐ）

山下　義之
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中央-軍事行政編制-172 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第４章　その４ 山下　義之

中央-軍事行政編制-173 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第４章　その５ 山下　義之

中央-軍事行政編制-174 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第４章　その６ 山下　義之

中央-軍事行政編制-175 師団．独立混成旅団　独立歩兵団編成表　昭１９．９．１ -

中央-軍事行政編制-176 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第５章　１／２ 山下　義之

中央-軍事行政編制-177
支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第６章　あとがき１
／２

山下　義之

中央-軍事行政編制-178
支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　別冊　付表目次．
師団索引　１／２

山下　義之

中央-軍事行政編制-179 支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第５章　２／２ 山下　義之

中央-軍事行政編制-180
支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　第６章　あとがき
２／２

-

中央-軍事行政編制-181
支那事変．大東亜戦争における　師団の編制　別冊　付表目次．
師団索引　２／２

山下　義之

中央-軍事行政編制-182 陸軍常備団隊配備表　１／４　明治２１．５．１２～３２．９．７ 陸軍省

中央-軍事行政編制-183 陸軍常備団隊配備表　２／４　明治３６．２．１４～４０．９．１８ 陸軍省

中央-軍事行政編制-184 陸軍常備団隊配備表　３／４　大正９．３．１５～１４．３．２７ 陸軍省

中央-軍事行政編制-185 陸軍常備団隊配備表　４／４　昭７年～１４．５．１１ 陸軍省

中央-軍事行政編制-186 在満部隊通称号表　昭和２０．１０．１ 第１復員局

中央-軍事行政編制-187 在満部隊通称号表　昭２０．１０．１ 第１復員局

中央-軍事行政編制-188 在満陸軍部隊通称番号表　昭１５．１２末 -

中央-軍事行政編制-189 部隊通称号索引簿（在満部隊）　昭２７．３．１ 留守業務部

中央-軍事行政編制-190 部隊通称号索引簿 留守業務部

中央-軍事行政編制-191 陸軍部隊（兵種別）索引簿　１／２　昭２３．１．１ 留守業務局　鮮満残務整理部

中央-軍事行政編制-192 陸軍部隊（兵種別）索引簿　２／２　昭２３．１．１ 留守業務局　鮮満残務整理部

中央-軍事行政編制-193 部隊通称号索引簿 留守業務局

中央-軍事行政編制-194 師団．旅団等　編合部隊の部隊番号一覧表 第１復員局

中央-軍事行政編制-195 課別部隊通称番号一覧表（全軍のもの）　昭２２．８．１ 留守業務部

中央-軍事行政編制-196 陸軍部隊編成の参考　１／２　昭１２～２０ 田口事務官

中央-軍事行政編制-197 陸軍部隊編成の参考　２／２　昭１２～２０ 田口事務官

中央-軍事行政編制-198 陸軍省編制　明治３６～昭和２０．４ 陸上自衛隊幹部学校

中央-軍事行政編制-199 参謀本部編制表　明治４．８～昭和１８．１０．１５ 陸上自衛隊幹部学校

中央-軍事行政編制-200 大本営陸軍参謀部編制表　昭１２．１１．２０～２０．５．２３ 陸上自衛隊幹部学校

中央-軍事行政編制-203 終戦時に於ける　日本陸軍編組概見表 -

中央-軍事行政編制-204 転用部隊概況表 留守業務部

中央-軍事行政編制-205
陸軍管区表　陸軍常備団隊配備表　明治４０．９．１７～４０．９．１
８　大正１年９．１

陸軍省

中央-軍事行政編制-206
陸軍管区表　陸軍常備団隊配備表　明治４０．９．１７～４０．９．１
８　大正１年９．１

陸軍省

中央-軍事行政編制-207
陸軍管区表　陸軍常備団隊配備表　明治４０．９．１７～４０．９．１
８　大正１年９．１

陸軍省

中央-軍事行政編制-208
陸軍管区表　陸軍常備団隊配備表　明治４０．９．１７～４０．９．１
８　大正１年９．１

陸軍省

中央-軍事行政編制-209 陸軍常備団隊長　陸軍管区表　明治４０ -
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中央-軍事行政編制-210 常備団隊配置要図　昭和２．２ 陸地測量部

中央-軍事行政編制-211 常備団隊配置要図　昭和２．２ 陸地測量部

中央-軍事行政編制-212 常備団隊配置要図　昭和２．２ 陸地測量部

中央-軍事行政編制-213 常備団隊配置要図　昭和２．２ 陸地測量部

中央-軍事行政編制-214 常備団隊配置要図　昭和２．２ 陸地測量部

中央-軍事行政編制-215 陸軍常備団隊配備表　１／２部中　昭和１０年 -

中央-軍事行政編制-216 常備団隊配備図　昭和１２年改訂 -

中央-軍事行政編制-217 補充担任部隊別　外地部隊集成表　昭和２１．１．２１ 第１復員省調製

中央-軍事行政編制-218 転用部隊概況表 留守業務部

中央-軍事行政編制-219 満鮮部隊概況一覧表 留守業務部

中央-軍事行政編制-220 部隊（終戦時位置）索引簿 第１復員局満洲第２課

中央-軍事行政編制-221 陸軍部隊現況表　１／３　昭２０．８．１５ 陸軍省軍事課長

中央-軍事行政編制-222 陸軍部隊現況表　２／３　昭２０．８．１５ 陸軍省軍事課長

中央-軍事行政編制-223 陸軍部隊現況表　３／３　昭２０．８．１５ 陸軍省軍事課長

中央-軍事行政編制-224 国軍軍容刷新要綱（案）　昭１７年度 参謀本部

中央-軍事行政編制-225 国軍軍容刷新要綱（案）　昭１７年度 参謀本部

中央-軍事行政編制-226 編制関係綴（支那方面）その１ -

中央-軍事行政編制-227 陸軍師団の編制（第１案）　昭和１２．７．７～２０．８．１５ 山下　義之

中央-軍事行政編制-228 補充（留守）業務担任区分表　昭２０．５．１０ 大阪師管区司令部

中央-軍事行政編制-229 師団．旅団等編合部隊　部隊番号一覧表　昭２１．２．１ 第１復員省

中央-軍事行政編制-230
昭和１７年度　軍容刷新要綱及　航空部隊　改編要領案　昭和１８
年度　航空部隊編制定員表　関係綴

参謀本部第３課航空班

中央-軍事行政編制-231 陸軍軍制史梗概　第１巻　昭２２．５月 山崎　正男

中央-軍事行政編制-232 陸軍軍制史梗概　第２巻　昭２２．５月 山崎　正男

中央-軍事行政編制-233 陸軍軍制史梗概　第１巻　昭２２．５月 山崎　正男

中央-軍事行政編制-234 陸軍軍制史梗概　第２巻　昭２２．５月 山崎　正男

中央-軍事行政編制-235 陸軍軍制史梗概　第１巻　昭２２．５月 山崎　正男

中央-軍事行政編制-236 陸軍軍制史梗概　第２巻　昭２２．５月 山崎　正男

中央-軍事行政編制-237 陸軍軍制史梗概　第１巻　昭２２．５月 山崎　正男

中央-軍事行政編制-238 陸軍軍制史梗概　第２巻　昭２２．５月 山崎　正男

中央-軍事行政編制-239 陸軍軍制史梗概　第１巻　昭２２．５月 山崎　正男

中央-軍事行政編制-240 陸軍軍制史梗概　第２巻　昭２２．５月 山崎　正男

中央-軍事行政編制-241 旧陸軍平時編制　昭１５年 陸幕第３部編成班

中央-軍事行政編制-242 １６令　附録 陸上幕僚監部　第３部編成班

中央-軍事行政編制-243 陸軍平時編制　軍令陸乙第１９号　昭和１５．７．１０ 陸軍省

中央-軍事行政編制-244 昭和１５年軍備改変による　編成（編成改正）詳報 厚生省援護局復員課

中央-軍事行政編制-245 陸軍平時編制（軍令陸乙第３号）　明治４０．１０．９ 陸軍省
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中央-軍事行政編制-252 昭和１８年１２月３１日における　陸軍部隊全般編制 陸上自衛隊幹部学校

中央-軍事行政編制-254 支那派遣の独立混成旅団等の編合表　昭和１２年～１６年 戦史室　山下事務官

中央-軍事行政編制-255
内地．朝鮮．台湾の平時師団及び留守師団変遷一覧表　昭和１２
～２０

戦史室　山下事務官

中央-軍事行政編制-258 陸軍々備の変遷　１／２部中　明４～昭２０．８．１５ 軍事史付録

中央-軍事行政編制-259 大東亜戦争開戦時に於ける陸軍部隊編制 第１復員局

中央-軍事行政編制-260 陸軍工兵諸元 陸上自衛隊　施設学校

中央-軍事行政編制-261 陸軍大学重要数量表 -

中央-軍事行政編制-262 軍制の参考 -

中央-軍事行政編制-263 南方軍関係師団　衛生部隊一覧表　昭１６～２０ -

中央-軍事行政編制-264 近衛歩兵第３連隊　編成詳報　昭１０．２ 近衛歩兵　第３連隊

中央-軍事行政編制-265 岩手県出身部隊　調査資料　昭１２～２０ 岩手県厚生部　援護課

中央-軍事行政編制-266 戦車第１及至第４師団　編制装備表　昭１７．６～２０．８ 第１復員局

中央-軍事行政編制-267 陸軍関係部隊　所在地一覧 松山駐屯地編

中央-軍事行政編制-268 台湾所在陸軍部隊（官衙）一覧表　明２９～昭５ -

中央-軍事行政編制-269 海上挺進基地　第２大隊第３中隊編成表 -

中央-軍事行政編制-270 歩兵連隊編制資料　昭１４．６．１７ 陸支機密　大日記抜萃

中央-軍事行政編制-271 独国国防軍最高機構概観　１９５２．１．２２ -

中央-軍事行政編制-272 陸軍部隊隷属大綱表（陸軍作戦軍編合概見表）　昭２９．６
第１復員局　整理第１課資料
整理班

中央-軍事行政編制-273 陸軍省参謀本部編制　変遷経過一覧表（案） -

中央-軍事行政編制-274 昭和１１年における　第９第１２師団（平時）の編制　昭４１．５ -

中央-軍事行政編制-275 太平洋戦争間　兵団隷属関係一覧表 第１復員局

中央-軍事行政編制-276 陸軍部隊隷属大綱表（陸軍作戦軍編合概見表）　昭２９．６
第１復員局　整理第１課資料
整理班

中央-軍事行政編制-277 動員編制に関する　機密書類の現況と対策　昭１９～２０ -

中央-軍事行政編制-278 大東亜戦争　支那事変間　師団編成及　隷属関係一覧表 -

中央-軍事行政編制-279 大本営陸軍部機構　及任務区分表 -

中央-軍事行政編制-280 禁闕守衛隊編成表　昭１８～１９ -

中央-軍事行政編制-281 高速輸送第１大隊　第６中隊編成表　昭１９．１０．１ -

中央-軍事行政編制-282 第９．１２師団（平時編制）の編制　昭１１ -

中央-軍事行政編制-283 独立歩兵第３１２大隊　第１中隊編成表　昭１９．７．２０ -

中央-軍事行政編制-284 近衛隊属輜重隊　編制並諸品量目表　明１９～２０ -

中央-軍事行政編制-285 大本営陸軍部機構及任務区分表 -

中央-軍事行政編制-286 独立歩兵第１５大隊編成表　昭１８．６．２５ -

中央-軍事行政編制-287 一馬挽二輪車　近衛輜重兵大隊　編制関係書類 近衛弾薬大隊

中央-軍事行政編制-288 大本営令中の編制及勤務に就て　昭和１８．１０．１５ -

中央-軍事行政編制-289 輜重大隊編制表　明１８．１０ 参謀本部

中央-軍事行政編制-290 給養行李は車輌編制を有利とするの意見 -



令和４年８月２日

中央-軍事行政編制-291 陸軍軍制機関系統概見表　昭２０．２～６ -

中央-軍事行政編制-292 第６師団管理部隊　留守業務担任区分表　昭１６．４．１ 熊本師団長

中央-軍事行政編制-293 濠北方面部隊の兵力及　編制資料
第２方面軍　第１９軍　第１５師
団　第４８師団　第５７独立歩兵
旅団

中央-軍事行政編制-294 南東方面航空部隊の兵力　及編制資料　其の１（４分冊） -

中央-軍事行政編制-295 南東方面航空部隊の兵力　及編制資料　其の２（４分冊） -

中央-軍事行政編制-296 南東方面航空部隊の兵力　及編制資料　其の３（４分冊） -

中央-軍事行政編制-297 南東方面航空部隊の兵力　及編制資料　其の４（４分冊） -

中央-軍事行政編制-298 昭和１８年９月３０日における陸軍部隊 -

中央-軍事行政編制-299 昭和１８年９月３０日における陸軍部隊 -

中央-軍事行政編制-300 昭和１８年９月３０日における陸軍部隊 -

中央-軍事行政編制-301 昭和１８年９月３０日における陸軍部隊 -

中央-軍事行政編制-302 昭和１８年９月３０日における陸軍部隊 -

中央-軍事行政編制-303 昭和１８年９月３０日における陸軍部隊 -

中央-軍事行政編制-304 昭和２０年８月１５日（終戦時）における陸軍部隊 -

中央-軍事行政編制-305 昭和２０年８月１５日（終戦時）における陸軍部隊 -

中央-軍事行政編制-306 昭和２０年８月１５日（終戦時）における陸軍部隊 -

中央-軍事行政編制-307 第１４方面軍関係部隊調査表 -

中央-軍事行政編制-308 陸軍関係図表 第２復員局

中央-軍事行政編制-309
終戦時における陸軍部隊配置図　①　昭和２１年におけるソ領内
日本人分布表（満洲の部．北鮮の部．樺太．千島の部）　②　濠北
方面（セレベス島．ハルマヘラ島．アンポン島．小スンダ列島．チモ

-

中央-軍事行政編制-310
終戦時における陸軍部隊配置図　⑥　ボルネオ方面　⑦　スマトラ
方面　⑧　フィリッピン方面　⑨　支那方面　⑩　ジャワ島方面

-

中央-軍事行政編制-311
終戦時における陸軍部隊配置図　⑪　馬来方面　１２　ビルマ方面
１３　日ソ開戦時における満洲北鮮部隊　配置図並に戦闘経過概
見図　１４　満洲戦域職員表　１５　印度支那．泰国．緬甸方面

-

中央-軍事行政編制-312
終戦時における陸軍部隊配置図　１６　支那方面　１７　濠北．南
東方面　１８　馬来．スマトラ．瓜哇．ボルネオ方面　１９　満洲に於
ける終戦時の兵団主力の位置及び作業大隊編成概況図　２０

-

中央-軍事行政編制-313 補充担任部隊別外地　部隊集成表　昭２１．１．２１ 第１復員局

中央-軍事行政編制-313_2 補充担任部隊別外地部隊集成表　昭２１．１．２１ 第１復員局

中央-軍事行政編制-314 部隊概況表　昭２３．１．１ 留守業務局　鮮満残務整理部

中央-軍事行政編制-315 部隊概況表　昭２３．１．１ 留守業務局　鮮満残務整理部

中央-軍事行政編制-316 部隊概況表　昭２３．１．１ 留守業務局　鮮満残務整理部

中央-軍事行政編制-317 部隊概況表　昭２３．１．１ 留守業務局　鮮満残務整理部

中央-軍事行政編制-318 部隊概況表　昭２３．１．１ 留守業務局　鮮満残務整理部

中央-軍事行政編制-319 「ソ」軍戦時編制要覧　昭１９改訂 -

中央-軍事行政編制-320 騎兵集団編制改革に関する意見　昭１４．３．１０ 騎兵集団長　吉田恵

中央-軍事行政編制-321 軍団編制の沿革　大正５．２調 参謀本部第９課

中央-軍事行政編制-322 編成関係資料　綴　昭和１２～２０ -

中央-軍事行政編制-323 船舶関係部隊 -

中央-軍事行政編制-324 濠北方面兵力及編制史料　其２ 第２方面軍

中央-軍事行政編制-325 濠北方面部隊兵力及編制史料　其３ 第２軍



令和４年８月２日

中央-軍事行政編制-326 一馬挽二輪車編制原稿　明治２７ -

中央-軍事行政編制-328 課別部隊通称番号一覧表（１００１～９３０００）　昭和２２．８．１ 留守業務局

中央-軍事行政編制-329 部隊概況表　昭和２７．３．１０ 留守業務局

中央-軍事行政編制-330
内地．朝鮮．台湾の平時師団及び　留守師団変遷一覧表　昭和１
２～２０

戦史室　山下事務官

中央-軍事行政編制-330_2
内地．朝鮮．台湾の平時師団　及び留守師団変遷一覧表　昭和１
２～２０

山下事務官作成

中央-軍事行政編制-331 復員時における　陸軍部隊調査表　草案 復員局

中央-軍事行政編制-332 陸軍平時編制　明治３３年 陸軍省

中央-軍事行政編制-333 部隊通称番号一覧表　昭和２１．１１．１１調整 第１復員局

中央-軍事行政編制-333_2 部隊通称番号一覧表（１００１～３８５００）　昭和２１．１１．１１ 第１復員局調製

中央-軍事行政編制-334_2 部隊通称番号一覧表（１００１～３８５００） -

中央-軍事行政編制-335 陸軍部隊調査表　其１～其４　昭和２０．１０．２８ 陸軍省調製

中央-軍事行政編制-336 臨時編成に関する各兵団の意見　其の１　昭和１６．１２．１０ 参謀本部第３課

中央-軍事行政編制-337
昭和１２年７月ころにおける　陸軍全般部隊概見表（支那事変当
初）

戦史部調査員　山下義之

中央-軍事行政編制-338 支那派遣の師団編合表　昭和１２～１６ 山下事務官

中央-軍事行政編制-339 通称号に関する綴　昭和２０．９．２１ -

中央-軍事行政編制-340 諸兵隊戦時編制表　全　明治２０．１～２３．３ 陸軍省

中央-軍事行政編制-341 後備歩兵大隊を独立歩兵大隊に　改編の経過概要 -

中央-軍事行政編制-342 陸軍（官等．職官．諸隊編制）表　明治１年～１３年 -

中央-軍事行政編制-343
戦時編制概則等　師団戦時整備仮規則　陸軍定員令　明治１９．
１．４

陸軍大臣

中央-軍事行政編制-344 陸軍定員令　明治２３．１１ 陸軍大臣

中央-軍事行政編制-345
大本営並高等司令部編制表等　明治２６．７　戦時師団人馬一覧
表　明治２６．８　戦時師団駄馬一覧表　明治２６．１０

-

中央-軍事行政編制-346 戦時編制改正案原稿　明治３６年 編制班

中央-軍事行政編制-347 平時編制改正案　明治２６．８ 第１局．第２部

中央-軍事行政編制-348 平時編制表　明治２６．１１ 第２部

中央-軍事行政編制-349 司令部各兵科各部編制諸表　明治２６年 -

中央-軍事行政編制-350 臨時攻城廠編制に係る書類　明治２７年 -

中央-軍事行政編制-351 編制諸表　明治２７年 第１局　第２部

中央-軍事行政編制-352 徒歩．攻城砲兵連隊　砲兵増加意見　明治２８年 編制主任

中央-軍事行政編制-353 戦時官衙団隊所属一覧表　明治２８．３ 第１局

中央-軍事行政編制-354 編制に関する雑書綴　明治２８～３１年 -

中央-軍事行政編制-355 戦時編制改正審議に関する書類綴　明治２９．１０ 第２部

中央-軍事行政編制-356 戦時編制原稿　明治３０年 第２部

中央-軍事行政編制-357 戦時編制原稿　明治３０年 第２部

中央-軍事行政編制-358 戦時編制原稿　明治３０年 第２部

中央-軍事行政編制-359 戦時編制原稿　明治３０年 第２部

中央-軍事行政編制-360 戦時編制原稿　明治３０年 第２部



令和４年８月２日

中央-軍事行政編制-361 各師管馬匹調査表　明治３０．１２ 編制主任

中央-軍事行政編制-362 戦時編制附表改正比較　第８号　明治３０～３２年 編制主任

中央-軍事行政編制-363 編制関係書類綴　明治３１年 -

中央-軍事行政編制-364 団隊編制改正理由書　明治３１．１２ -

中央-軍事行政編制-365 戦時編制に関する往復書類　明治３１～３２年 編制主任

中央-軍事行政編制-366 雑書類（糧食制度改正案等）　明治３２年 総務部　編制主任

中央-軍事行政編制-367 編制改正原稿　第１号　明治３２年 編制主任

中央-軍事行政編制-368 編制改正原稿　第１号附録　明治３２年 編制主任

中央-軍事行政編制-369 編制改正原稿　第２号　明治３２年 編制主任

中央-軍事行政編制-371 編制改正原稿　第４号　明治３２年 編制主任

中央-軍事行政編制-372 編制改正原稿　第５号　明治３２年 編制主任

中央-軍事行政編制-373 戦時編制理由書　明治３２．２ -

中央-軍事行政編制-374 戦時編制　明治３２．８ -

中央-軍事行政編制-375 行李の規定及区分　明治３２年 編制班

中央-軍事行政編制-376 日本赤十字社戦時救護に関する書類　明治３２．１１ 総務部　編制主任

中央-軍事行政編制-377 戦時及平時　団隊編制改正要領書　明治３２．１２ 参謀本部　第２部

中央-軍事行政編制-378 陸軍戦時編制調査略誌　明治３２～３４年 編制主任

中央-軍事行政編制-379 速射砲に関する編制改正書類　明治３２～３４年 編制主任

中央-軍事行政編制-380 編制に関する参考書類　明治３２～３５ -

中央-軍事行政編制-381 臨時編成綴　明治３３年 第１課

中央-軍事行政編制-382 平時電信隊新設に関する研究　明治３３年 -

中央-軍事行政編制-383 欧州各国編制に関する参考書綴　明治３３．３ 総務部　編制主任

中央-軍事行政編制-384 速射砲に関する野戦砲兵隊編制改正　明治３３．４ -

中央-軍事行政編制-385 攻城関係編制綴　明治３３．４ 編制主任

中央-軍事行政編制-386 編制に係る参考書綴　明治３３．６ 編制主任

中央-軍事行政編制-387 要塞砲兵隊編制に関する書類　明治３３．４ 編制主任

中央-軍事行政編制-388 速射砲に関する野戦砲兵隊編制改正　明治３３～３４年 編制主任

中央-軍事行政編制-389
戦時人馬増減　現行戦時編制に対する改正案との比較表　明治３
４．５

参謀本部

中央-軍事行政編制-390 攻城隊編制書類　明治３４．９ 編制班

中央-軍事行政編制-391 編制改正に関する書類　明治３４．９ 編制主任

中央-軍事行政編制-392 経理部編制改正に関する書類　明治３４．１２ 編制主任

中央-軍事行政編制-393 戦時編制改正案　明治３６ 編制班

中央-軍事行政編制-394 行李の規定及区分　明治３６ -

中央-軍事行政編制-395 行李に関する規定　明治３６ -

中央-軍事行政編制-396 編制に関する書類　明治３７年戦役 大庭少佐

中央-軍事行政編制-397 義勇兵団編入組織に関する書類綴　明治３７．２ 大本営陸軍副官



令和４年８月２日

中央-軍事行政編制-398 戦時編制原稿綴 -

中央-軍事行政編制-399 戦時補充令各部意見　明治　年 編制班

中央-軍事行政編制-400 戦時１師団編制規則草案　明治　年 -

中央-軍事行政編制-401 独逸戦時電信部編制　明治　年 -

中央-軍事行政編制-402 戦時編制改正案　昭和１１．５ 野戦砲兵学校

中央-軍事行政編制-403 指揮機関の編制装備改正案　昭和１１．５ 研究部　第３課

中央-軍事行政編制-404 砲兵の編制及其の体系に関する審議資料　昭和１５．１２ 砲兵監部

中央-軍事行政編制-405 陸軍省各局課業務分担表　昭和１７．８ -

中央-軍事行政編制-406 軍隊符号改正案（第２案）　松坂准尉　昭和１７．８ 高嶋少将史料

中央-軍事行政編制-407 部隊通称号索引簿　昭和２４．１ 留守業務部

中央-軍事行政編制-408 部隊通称号索引簿　昭和２４．１ 留守業務部

中央-軍事行政編制-409 部隊通称号索引簿　昭和２４．１ 留守業務部

中央-軍事行政編制-410 部隊通称号索引簿　昭和２４．１ 留守業務部

中央-軍事行政編制-411 部隊通称号索引簿　昭和２４．１ 留守業務部

中央-軍事行政編制-412 陸軍軍隊符号（写） -

中央-軍事行政編制-413
編制改正に際し軍司令官より喜多少将に与える注意事項　昭和１
３．１２．３０

-

中央-軍事行政編制-414 部隊通称号索引簿　昭和２７．３ 復員局留守業務部

中央-軍事行政編制-415 部隊等の編制案　明治３５年 参謀本部

中央-軍事行政編制-416 平時編成表 ２中隊

中央-軍事行政編制-417 陸軍団隊出師準備人馬概見表　明治２４年度 -

中央-軍事行政編制-418 臨時編成要領原稿　明治３６．１０ 動員班

中央-軍事行政編制-419 独立混成第４８旅団　工兵隊編成表　昭和１９．６ -

中央-軍事行政編制-420 第３１軍編成改制に伴う　関係書類綴　昭和２０．５ 人事班

中央-軍事行政編制-421 本土配備部隊行動概況表 -

中央-軍事行政編制-422 軍戦備調査集録　昭和１５～２０ 資料整理部作成

中央-軍事行政編制-423
独立歩兵第３４６大隊　第３中隊（中村隊）編成表　昭和１６．８～１
９．８

-

中央-軍事行政編制-424 編成表（レ号作戦等）　昭和１６．１０～１９．４ 第３中隊等

中央-軍事行政編制-425 編成表　昭和１８．１２ 第１中隊

中央-軍事行政編制-426 編成表綴　昭和１９．７ 五峯隊本部　岡田軍曹

中央-軍事行政編制-427 編成に関する発翰綴　昭和１７．１０～１８．１２ 垣第６５６７部隊

中央-軍事行政編制-428 旧大本営陸軍部　旧陸軍省　編成職員表　昭和２４．７ 復員局

中央-軍事行政編制-429 太平洋戦争間兵団（軍以上）　隷属関係一覧表　昭和１６～２０年 -

中央-軍事行政編制-430 陸軍省官制　昭和１７．４改正 -

中央-軍事行政編制-431 陸軍省官制　昭和２０．４ -

中央-軍事行政編制-432 雪第３５２５部隊編成表　昭和１８．６ -

中央-軍事行政編制-433 第１歩兵大隊　編成表　昭和１８．１０ -
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中央-軍事行政編制-434 南方に於ける独立旅団の編成概要 -

中央-軍事行政編制-435 南方に於ける独立旅団の編成概要 -

中央-軍事行政編制-436 部隊通称番号一覧表 留守業務局

中央-軍事行政編制-437 部隊通称号索引簿　昭和２４．１改訂 留守業務局

中央-軍事行政編制-438 各師団所在地一覧表索引　昭和２６．１２ 第３課

中央-軍事行政編制-439 部隊通称号索引簿　昭和２７．３改訂 留守業務部

中央-軍事行政編制-440 浦添村防衛隊編成表 -

中央-軍事行政編制-441 久留米師団管区隊編成表 -

中央-軍事行政編制-442 人員表　昭和１７．１２ 橋本隊

中央-軍事行政編制-443
１９４１年～１９４５年　日本陸軍各軍司令部の移動及　大本営直
轄司令部の管轄地域に関する概見表　昭和２０．１２

-

中央-軍事行政編制-444
１９４１年～１９４５年　日本陸軍各軍司令部の移動及　大本営直
轄司令部の管轄地域に関する概見表　昭和２０．１２

-

中央-軍事行政編制-445 部隊通称番号一覧表（１００１～３８５００）　昭和２１．５ 留守業務局

中央-軍事行政編制-446 部隊通称番号一覧表（１００１～３８５００）　昭和２１．５ 留守業務局

中央-軍事行政編制-447 部隊通称番号一覧表　昭和２１．５ 留守業務局

中央-軍事行政編制-448 部隊通称番号一覧表　昭和２１．５ 島嶼船舶課

中央-軍事行政編制-449 第４３師団参謀部編成表 -

中央-軍事行政編制-450 部隊通称号索引簿　昭和２３．４ 留部鮮満残務整理部

中央-軍事行政編制-451 部隊通称号索引簿　昭和２３．４ 留部鮮満残務整理部

中央-軍事行政編制-452 陸軍部隊調査表　其の２ -

中央-軍事行政編制-453 近衛兵編制換に係る書類（其の１）　明治１７～１９年 -

中央-軍事行政編制-454 近衛編制換に係る書類（其の３）　明治１７～１９年 -

中央-軍事行政編制-455 編制関係綴　明治１９～２３ -

中央-軍事行政編制-456 屯田兵に関する書類　明治２４～２７ -

中央-軍事行政編制-457 砲兵部の編制（翻訳）　明治２６．１０ -

中央-軍事行政編制-458 新設予算書　明治２７年 -

中央-軍事行政編制-459 兵站部条例　明治２７年 -

中央-軍事行政編制-460 出戦軍編制条例草案　明治２７年 -

中央-軍事行政編制-461 屯田兵に関する書類　明治２７～２８年度 -

中央-軍事行政編制-462 特務曹長関係綴　明治２８年 -

中央-軍事行政編制-463 編制資料　明治３３年 -

中央-軍事行政編制-464 臨時鉄道大隊編制調査一件書類　明治３３．６ 鉄道大隊起案

中央-軍事行政編制-465 軽気球隊編制書類　明治３４．９～３５．９ 井上大尉

中央-軍事行政編制-466 編制に関する計算諸表　明治３５年 -

中央-軍事行政編制-467 戦時機関銃隊編制要領　明治３５．３ 編制班

中央-軍事行政編制-468 野戦予備軍及守備軍　明治３６年 動員班

中央-軍事行政編制-469 国民軍編制関係綴　明治３７年 -
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中央-軍事行政編制-470 戦時野戦砲兵１連隊編制　明治末年 -

中央-軍事行政編制-471 屯田兵に関する書類（其の２）　明治８～１６ -

中央-軍事行政編制-472 屯田兵編制革新に関する書類　明治２７年 -

中央-軍事行政編制-473 砲兵編制に関する書類（その１）　明治１７～３２年 -

中央-軍事行政編制-474 砲兵編制に関する書類（その２）　明治１７～３２年 -

中央-軍事行政編制-475 近衛編制換に係る書類（其の２）　明治１７～１９年 -

中央-軍事行政編制-476 終戦時における陸軍部隊　昭和２０．８ 戦史室航空班

中央-軍事行政編制-477 師団・旅団等編合部隊の部隊番号一覧表　昭和２１．２ 第１復員局

中央-軍事行政編制-478 課別部隊通称番号一覧表（１００１～９３０００）　昭和２２．８．１ 留守業務局

中央-軍事行政編制-479 課別部隊通称番号一覧表（１００１～９３０００）　昭和２２．８．１ 留守業務局

中央-軍事行政編制-480 課別部隊通称番号一覧表（１００１～９３０００）　昭和２２．８．１ 留守業務局

中央-軍事行政編制-481 南方部隊一覧　昭和２１．５ 留守業務局

中央-軍事行政編制-482
満鮮地区より南方への転用兵団(部隊)編成輸送等概況表(除比島
関係)　昭和２６．６

留守業務局　第４課

中央-軍事行政編制-483 部隊調査表　其の２ 南方班

中央-軍事行政編制-484 戦時師団人馬一覧表　明治２６．１２ 高等司令部編制表

中央-軍事行政編制-485 戦時編制条例草按外編制関係　明治２７年以前 -

中央-軍事行政編制-486 輜重輸卒．補助輸卒隊関係　明治３３．６ -

中央-軍事行政編制-487 独立徒歩砲兵中隊編制要領　明治３３年８月 参謀本部

中央-軍事行政編制-488 上奏写　師団増設に関する件　明治４４．１０ -

中央-軍事行政編制-489 出師に関する書類　明治末年 -

中央-軍事行政編制-490 参謀本部並に参謀専門学校　生徒編制の規則　明治　年 -

中央-軍事行政編制-491 野．山砲兵中隊研究資料　明治１８年 -

中央-軍事行政編制-492 諸兵編制表　案　明治２１年以前 -

中央-軍事行政編制-493 団隊平時編制改正理由書　明治２９．１ 参謀本部

中央-軍事行政編制-494 戦時定量諸表　明治２７．２ 第１局第２部

中央-軍事行政編制-495 要塞病院・同修理所　人員算定の基礎　明治３２年改正 編制主任

中央-軍事行政編制-496 平時編制に関する綴　明治３２年 -

中央-軍事行政編制-497 陸軍戦時編制理由書　附録　明治３２年 総務部　編制主任

中央-軍事行政編制-498 戦用衛生材料審査報告　明治３２．２ 編制主任

中央-軍事行政編制-499 野戦砲兵編制論　明治３２．６ 編制主任

中央-軍事行政編制-500
戦時及平時団隊編制改正の件　御諮詢に対する元帥の奉答　明
治３２．８

-

中央-軍事行政編制-501 攻城砲兵に関する書類　明治３３～３５年 -

中央-軍事行政編制-502 野戦重砲兵隊に関する編制諸表　明治３５．１０ 編制班

中央-軍事行政編制-503 編制資料　明治３６．１ -

中央-軍事行政編制-504 戦時編制改正案原稿　明治３６．３ -

中央-軍事行政編制-505 臨時編制案　明治３６．８ 第１２師団



令和４年８月２日

中央-軍事行政編制-506 戦時編制改正参考書　明治３７年 -

中央-軍事行政編制-507 国民軍編制　明治２７年 -

中央-軍事行政編制-508 戦時大本営編制　明治 -

中央-軍事行政編制-509 戦時兵卒補欠に関する説明書　明治 -

中央-軍事行政編制-510 近衛師団戦時編制表草案　明治　年 -

中央-軍事行政編制-511 諸兵配置図　明治　年 -

中央-軍事行政編制-512 侍中武官・監軍部等条例（案）綴　明治　年 -

中央-軍事行政編制-513 近衛編制換に係る書類（その４）　明治１７～１９年 -

中央-軍事行政編制-514 後備軍区域諸兵配置図　明治１８年 -

中央-軍事行政編制-515 大本営・師団等編成表草案　明治２８．１０ -

中央-軍事行政編制-516 工兵編制関係綴　明治３１年以前 -

中央-軍事行政編制-517 師管区改正に関する調査書類　明治３１年 岡少佐

中央-軍事行政編制-519 部隊調査表　正誤表　昭和２０．１２ 第１復員局

中央-軍事行政編制-520 参考　通称号表　昭和 留守業務部

中央-軍事行政編制-521 部隊通称番号一覧表　昭和２０．１１ 陸軍省

中央-軍事行政編制-522 部隊通称番号一覧表（１００１～３８５００）　昭和２１．１１ 第１復員局

中央-軍事行政編制-523 部隊通称番号一覧表（１００１～３８５００）　昭和２１．１１ 第１復員局

中央-軍事行政編制-524 部隊通称番号一覧表（１００１～３８５００）　昭和２１．１１ 第１復員局

中央-軍事行政編制-525 改訂　部隊通称号索引簿　昭和２３．１０ -

中央-軍事行政編制-526 兵制摘要　第１～３編 -

中央-軍事行政編制-527 兵制摘要　第４編 -

中央-軍事行政編制-528 兵制摘要　第５～６編 -

中央-軍事行政編制-529 自動車部隊調査表　昭和１２～１６年 戦史部調査員　山下義之

中央-軍事行政編制-530 陸軍部隊編成調査表 戦史部調査員　山下義之

中央-軍事行政編制-531 独立混成旅団　鉄道隊編制資料 -

中央-軍事行政編制-532 終戦時に於ける師団一覧　昭和５３．１．２１ 戦史部　編纂室

中央-軍事行政編制-533 大東亜戦争中に於ける　重砲兵と関係部隊の配備 篠崎達男調査・編集

中央-軍事行政編制-534 陸軍部隊隷属大綱表 第１復員局

中央-軍事行政編制-535 平時における固有（通称号）部隊号表　昭和２８年８月１０日 復員局復員課

中央-軍事行政編制-536 南方における独立守備隊　昭和１７年～ -

中央-軍事行政編制-539 旧陸軍平時編制　昭和１５年 陸上幕僚監部第３部編成班

中央-軍事行政編制-540 支那派遣軍関係部隊兵種別索引簿　昭和２８年３月１日 留守業務部第３課

中央-軍事行政編制-541 昭和１７年軍容刷新要綱（准決定案）　昭和１７年６月 大本営陸軍参謀部第３課

中央-軍事行政編制-542 陸軍兵器行政機関の編制　機能史料集　１９８６ 研究資料

中央-軍事行政編制-543 昭和１５年１月～２０年８月　旧大本営陸軍部陸軍省　編成職員表 復員局

中央-軍事行政編制-544 思想戦参謀部組織図　高嶋少将史料 -
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中央-軍事行政編制-545
陸軍省臨時東京経理部　電話番号表　昭和１４年２月改　高嶋少
将史料

-

中央-軍事行政編制-547 陸軍平時編制改正・同要領及細則の件　昭和３年　高嶋少将史料 軍事課

中央-軍事行政編制-548 船舶研究所(仮称）の必要性と其の編制の一案　森川史料 -

中央-軍事行政編制-549 部隊一覧表（中部太平洋・中国・鮮北） -

中央-軍事行政動員・編成-1 昭和１７年度　動員計画整備人馬調査表（野戦１）１／２　昭１７年 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-2 昭和１７年度　動員計画整備人馬調査表（野戦１）２／２　昭１７年 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-3
陸軍省等の復員第１復員省等の編成に関する規定綴　１／２　昭
２０．１０．１１～２０．１１．２８

-

中央-軍事行政動員・編成-4
陸軍省等の復員第１復員省等の編成に関する規定綴　２／２　昭
２０．１０．１１～２０．１１．２８

-

中央-軍事行政動員・編成-5 総動員警備関係書類　昭１９年度 閣議決定陸海軍省内務省

中央-軍事行政動員・編成-6 動員計画諸調査表　昭１５．１２月以降 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-7 動員計画諸調査表　昭１５．１２月以降 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-8
昭和１７年度　動員計画整備人馬調査表（野戦其２）１／２　昭１
７．７．３０調

参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-9
昭和１７年度　動員計画整備人馬調査表（野戦其２）２／２　昭１
７．７．３０調

参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-10
昭和１８年度　動員計画人馬調査表　１／２（防衛．留守．航空部
隊）　昭１８年

参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-11
昭和１８年度　動員計画人馬調査表　２／２（防衛．留守．航空部
隊）　昭１８年度

参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-12
第３８師団及至第４１師団　臨時編成要領　１／２　昭１４．６．３０
（軍令陸甲第２１号）

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-13
第３８師団及至第４１師団　臨時編成要領　２／２　昭１４．６．３０
（軍令陸甲第２１号）

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-15 大阪師管補充（留守）　業務担任区分表　１／２　昭２０．５．１０ 大阪師管区司令部

中央-軍事行政動員・編成-16 大阪師管補充（留守）　業務担任区分表　２／２　昭２０．５．１０ 大阪師管区司令部

中央-軍事行政動員・編成-17
支那事変．大東亜戦争間　動員概史（草稿）　１／３　昭１２～２０
年

第１復員省総務課

中央-軍事行政動員・編成-18
支那事変．大東亜戦争間　動員概史（草稿）　２／３　昭１２～２０
年

第１復員局総務課

中央-軍事行政動員・編成-19
支那事変．大東亜戦争間　動員概史（草稿）　３／３　昭１２～２０
年

第１復員局総務課

中央-軍事行政動員・編成-20 支那事変．大東亜戦争間　動員概史　１／７　昭１２～２０年 第１復員局

中央-軍事行政動員・編成-21
支那事変大東亜戦争間　動員概史　２／７　昭１２～２０年　昭和３
１年８月１日

防衛研修所戦史室

中央-軍事行政動員・編成-22 支那事変．大東亜戦争間　動員概史　３／７　昭１２～２０年 第１復員局

中央-軍事行政動員・編成-23
支那事変大東亜戦争間　動員概史　４／７　昭１２～２０年　昭和３
１年８月１日

防衛研修所戦史室

中央-軍事行政動員・編成-24 支那事変．大東亜戦争間　動員概史　５／７　昭１２～２０年 第１復員局

中央-軍事行政動員・編成-27
昭和１６年度　動員計画人馬車輌算定基準表　１／４　昭１５．１
２．１８～１６．７．１２

参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-28
昭和１７年度　動員計画整備人馬調査表（野戦其１）　２／４　昭１
７．７．３０調

参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-29
昭和１７年度　動員計画整備人馬調査表（野戦其２）　３／４　昭１
７．７．３０調

参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-30
昭和１８年度　動員計画人馬調査表　４／４　（防衛．留守．航空）
昭１８．３．１０

参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-31 電信第４連隊動員書類綴　昭１６．７．１３～１６．８．１９ 電信第４連隊本部

中央-軍事行政動員・編成-32 国家総動員史目次 石川　準吉

中央-軍事行政動員・編成-33 人的総動員に就て　大正７．６～昭和１３．４．１ 陸軍省兵備課

中央-軍事行政動員・編成-34 徴兵に関する心得　昭和１３ 函館連隊区司令部

中央-軍事行政動員・編成-35 昭和１５年度　陸軍動員計画諸部隊整備一覧表 参謀本部



令和４年８月２日

中央-軍事行政動員・編成-36 戦時国民動員史　第２編　兵力動員　昭和１２～２０ 国民経済研究会

中央-軍事行政動員・編成-37 軍備整備計画　昭和１１～２０ -

中央-軍事行政動員・編成-38 陸軍部隊通称号資料　昭和１５．７．１０～２０．８．１５ 山下　義之

中央-軍事行政動員・編成-39 陸軍兵備（後編）其１　昭和１６．６．１８～２０．８．１５ 戦史室　松木秀満

中央-軍事行政動員・編成-40 陸軍兵備（後編）其２　昭和１６．６．１８～２０．８．１５ 松木　秀満

中央-軍事行政動員・編成-41 陸軍兵備（後編）其３～４　昭１６．６．１８～２０．８．１５ 松木　秀満

中央-軍事行政動員・編成-41_2 陸軍兵備（後編）其３～４　昭１６．６．１８～２０．８．１５ 松木　秀満

中央-軍事行政動員・編成-42 陸軍軍戦備　序編－沿革（明治末期ごろまで）　昭５０夏 高崎　正男

中央-軍事行政動員・編成-43 陸軍軍戦備　第１編　１／２（支那事変まで）　昭５０秋 高崎　正男

中央-軍事行政動員・編成-44 陸軍軍戦備　第１編　２／２（支那事変まで）　昭５０秋 高崎　正男

中央-軍事行政動員・編成-45 陸軍軍戦備　第２編（１）（支那事変初期）　昭５０秋 高崎　正男

中央-軍事行政動員・編成-46 陸軍軍戦備　第２編（２）（支那事変中期）　昭５０．１２ 高崎　正男

中央-軍事行政動員・編成-47 陸軍軍戦備　第２編（３）（支那事変後期）　昭５１．４ 高崎　正男

中央-軍事行政動員・編成-48 陸軍軍戦備　第３編（１）（大東亜戦争間）　昭５１．６ 高崎　正男

中央-軍事行政動員・編成-49 陸軍軍戦備　第３編（２）（大東亜戦争間）　昭５１．６ 高崎　正男

中央-軍事行政動員・編成-50 陸軍軍戦備　第３編（３）（大東亜戦争間）　昭５１．６ 高崎　正男

中央-軍事行政動員・編成-51 陸軍軍戦備　第３編（４）（大東亜戦争間）　昭５１．６ 高崎　正男

中央-軍事行政動員・編成-52 陸軍軍戦備素案　別冊 高崎　正男

中央-軍事行政動員・編成-53 陸軍動員計画令（軍令陸甲第４６号）　昭１８．５．１７調製 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-54 陸軍動員計画令（軍令陸甲第４６号）　昭１８．５．１７調製 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-55 陸軍動員計画令（軍令陸甲第４６号）　昭１８．５．１７調整 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-55_2 陸軍動員計画令（軍令陸甲第４６号）　昭和１８．５．１７ 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-56 陸軍動員計画令（軍令陸甲第４６号）　昭１８．５．１７調製 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-57 陸軍動員計画令（軍令陸甲第４６号）　昭１８．５．１７調製 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-58
昭和１６年度　陸軍動員計画令細則附録（甲）其１　昭１５．９．１０
調製

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-59
昭和１６年度　陸軍動員計画令細則附録（甲）其２　昭１５．９．１０
調製

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-60
昭和１６年度　陸軍動員計画令細則附録（甲）其３　昭１５．９．１０
調製

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-61 昭和１６年度　陸軍動員計画令細則附録（甲）其４ 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-62 昭和１６年度　陸軍動員計画令細則附録（甲）其５ 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-63 昭和１６年度　陸軍動員計画令中改定の件 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-64 陸軍動員計画令．同細則　附録（合本）　昭１８．５．１７ 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-65 陸軍動員計画令．同細則　附録（５冊合本）　昭１８．５．１７ 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-66
陸軍動員計画令細則　其１　第１章～第５章　（陸機密第１１６号）
昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-67
陸軍動員計画令細則　其２　第６章～第７章　（陸機密第１１６号別
冊）　昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-68
陸軍動員計画令細則　其３　第８章～第１４章　（陸機密第１１６号
別冊）　昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-69
陸軍動員計画令細則　附録（陸機密第１１６号別冊）　昭１８．５．１
７

陸軍省



令和４年８月２日

中央-軍事行政動員・編成-70
陸軍動員計画令細則　其１　第１章～第５章　（陸機密第１１６号）
昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-71
陸軍動員計画令細則　其２　第６章～第７章（陸機密第１１６号別
冊）　昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-72
陸軍動員計画令細則　其３　第８章～第１４章　（陸機密第１１６号
別冊）　昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-73
陸軍動員計画令細則　附録（陸機密第１１６号別冊）　昭１８．５．１
７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-74
陸軍動員計画令細則　其１　第１章～第５章（陸機密第１１６号）
昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-75
陸軍動員計画令細則　其３　第６章～第７章（陸機密第１１６号別
冊）　昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-76
陸軍動員計画令細則　其３　第８章～第１４章（陸機密第１１６号別
冊）　昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-77
陸軍動員計画令細則　附録（陸機密第１１６号別冊）　昭１８．５．１
７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-78
陸軍動員計画令細則　其１　第１章～第５章（陸機密第１１６号）
昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-79
陸軍動員計画令細則　其２　第６章～第７章（陸機密第１１６号別
冊）　昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-80
陸軍動員計画令細則　其３　第８章～第１４章（陸機密第１１６号別
冊）　昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-81
陸軍動員計画令細則　附録（陸機密第１１６号別冊）　昭１８．５．１
７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-82
陸軍動員計画令細則　其３　第８章～第１４章（陸機密第１１６号別
冊）　昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-83
陸軍動員計画令細則　其３　第８章～第１４章　（陸機密第１１６号
別冊）　昭１８．５．１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-84
陸軍動員計画令細則　附録　（陸機密第１１６号別冊）　昭１８．５．
１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-85
陸軍動員計画令細則　附録　（陸機密第１１６号別冊）　昭１８．５．
１７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-86 昭和１９年度　陸軍動員計画令（軍令甲第８３号）　昭１８．８．３０ 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-87
昭和１９年度　陸軍動員計画令細則（陸機密第２４１号）　昭１８．
８．３０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-88 昭和１９年度　陸軍動員計画令細則　昭１８．８．３０ -

中央-軍事行政動員・編成-89
昭和１９年度　陸軍動員計画令細則　附録（甲）（陸機密第２４１号
別冊）　昭１８．８．３０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-90
昭和１９年度　陸軍動員計画令細則　附録（乙）（陸機密第２４１号
別冊）　昭１８．８．３０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-91
昭和１９年度　陸軍動員計画令細則　附録（乙）（陸機密第２４１号
別冊）　昭１８．８．３０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-93
昭和２０年度　陸軍臨時動員計画令（軍令陸甲第７０号）　昭２０．
４．２０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-94
昭和２０年度　陸軍臨時動員計画令（軍令陸甲第７０号）　昭２０．
４．２０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-95
昭和２０年度　陸軍臨時動員計画令細則（陸機密第１５２号）　昭２
０．４．２０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-96
昭和２０年度　陸軍臨時動員計画令細則（陸機密第１５２号）　昭２
０．４．２０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-97
昭和２０年度　陸軍臨時動員計画令細則　附録（甲）（陸機密第１５
２号別冊）　昭２０．４．２０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-98
昭和２０年度　陸軍臨時動員計画令細則　附録（甲）（陸機密第１５
２号別冊）　昭２０．４．２０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-99
昭和２０年度　陸軍臨時動員計画令細則　附録（乙）（陸機密第１５
２号別冊）　昭２０．４．２０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-100
昭和２０年度　陸軍臨時動員計画令細則　附録（乙）（陸機密第１５
２号別冊）　昭２０．４．２０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-101
昭和２０年度　陸軍臨時動員計画令細則　附録（丙）（陸機密第１５
２号別冊）　昭２０．４．２０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-102
昭和２０年度　陸軍臨時動員計画令細則　附録（丙）（陸機密第１５
２号別冊）　昭２０．４．２０

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-103 全国動員計画必要の議　大正６年９月 参謀本部印刷

中央-軍事行政動員・編成-104 国民動員史　昭２１．３．２０ -

中央-軍事行政動員・編成-105 昭和１５年度　各兵団の動員計画に関する意見　昭１５．４ 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-106
昭和１９年度　第３次動員主任　参謀要員教育に関する書類綴
（１）

参謀本部



令和４年８月２日

中央-軍事行政動員・編成-107
昭和１９年度　第３次動員主任　参謀要員教育に関する書類綴
（２）

参謀本部

中央-軍事行政動員・編成-111 第１８船舶航空廠臨時編成要領．同細則　昭１６．１０．３ 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-112 第１野戦補充飛行隊臨時編成要領．同細則　昭１６．１１．１５ 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-113
大本営陸軍部航空通信隊　臨時編成要領．同細則　昭１７．８．２
９

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-114
航空部隊一部の臨時編成（編制改正）第２０４次復帰要領．同細
則　昭１７．９．８

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-115 第１０野戦飛行場設定隊臨時編成要領．同細則　昭１７．１０．１３ 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-116
第６飛行師団司令部等　航空部隊一部の臨時編成要領　同細則
昭１７．１１．２４

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-117
第７飛行師団司令部　第５飛行団司令部　第１４．第１８航空地区
司令部　第１航空路部等．航空部隊一部の編成要領．同細則　昭
１８．１．２８

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-118
飛行戦隊.独立飛行中隊.飛行場中隊　航空通信連隊.航空情報隊.
航測隊　野戦気象隊.航空移動修理班臨時編成（編成改正）第２２
７次復帰要領同細則　昭１８．４．１７

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-119
第１２．第１３．第１４．第１５　野戦飛行場設定隊臨時編成要領．
同細則　昭１８．６．２９

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-120 特種情報部　臨時編成要領．同細則　昭１８．７．１４ -

中央-軍事行政動員・編成-121
航空部隊一部の臨時編成（編制改正）第２４０次復帰要領　同細
則　昭１８．７．２１

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-122
第１乃至第３野戦飛行場設定司令部　第１６．乃至第２１．第１０１
乃至．第１１０野戦飛行場設定隊臨時編成（甲）要領．同細則　昭
１８．９．８

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-123 航空部隊一部の臨時編成（乙）編制改正要領　昭１８．１１．５ 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-124
第９飛行師団司令部．第２２．第２３航空地区司令部　臨時編成
（乙）第２５４次復帰要領．同細則　昭１８．１２．１０

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-125
航空部隊一部の臨時編成（乙）（編制改正）第２５５次復帰要領．
同細則　昭１８．１２．２７

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-126 在内地陸軍航空部隊編成　復帰要領．同細則　昭１８．１２．２７ 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-127 人員の補充等に関する規程 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-128
第５航空軍司令部臨時編成（乙）．特種情報部称号変更　第２５８
次復帰要領．同細則

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-129
第１飛行団司令部等航空部隊　一部の臨時編成（乙）（編制改正）
第２６４次復帰要領．同細則

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-130
野戦航空修理廠．野戦航空補給廠　馬尼刺陸軍航空廠．臨時編
成（乙）（編制改正）第２６５次復帰要領．同細則　昭１９．２．２４

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-131
第１０飛行師団司令部等航空部隊　一部の臨時編成．第２６６次
復帰要領．同細則　昭１９．３．８

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-132
第４乃至第６野戦飛行場設定　司令部．第２２乃至．第３０．第１２
３乃至第１５７野戦飛行場設定隊臨時編成要領．同細則　昭１９．
３．２３

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-133
飛行団司令部等航空部隊　一部の臨時編成（編制改正）要領．同
細則　昭１９．３．２３

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-134
第３．第４航空路部．南方軍気象部　臨時編成．南方軍航空技術
部　編制改正要領．同細則　昭１９．５．１０

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-135
第８飛行師団司令部．航空地区司令部等．航空部隊一部の臨時
編成要領　同細則　昭１９．６．８

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-136
第１１．第１２飛行師団司令部等　航空部隊一部の臨時編成　第２
９０次復帰要領．同細則　昭１９．７．１５

-

中央-軍事行政動員・編成-137
第１００飛行団司令部等．航空部隊一部の臨時編成（編制改正）
第２９３次復帰要領．同細則　昭１９．７．２５

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-138 在外地陸軍航空教育部隊編成要領．同細則　昭１９．７．２５ 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-139
陸軍航空路司令部．中央航空路部　南方航空路部．臨時編成　第
２９４次復帰要領．同細則　昭１９．７．２６

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-140
独立第１５飛行団司令部等　臨時編成（編制改正）　第２９８次復
帰要領．同細則　昭１９．８．２１

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-141
第５野戦航空・修理廠　第５野戦航空補給廠臨時編成　第３０２次
復帰要領．同細則　昭１９．１０．２

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-142
第３０戦闘飛行集団司令部等　航空部隊一部の臨時編成（編制改
正）第３０４次復帰（復員）要領．同細則

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-143
第２挺進団司令部．挺進飛行　第２戦隊．第１０１飛行場中隊　臨
時編成（編制改正）　第３０８次復帰要領．同細則　昭１９．１１．２

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-144
第１挺進集団司令部等　挺進部隊臨時編成（編制改正）　第３１０
次復帰要領．同細則　昭１９．１１．２１

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-145 中央特種情報部編制改正要領．同細則　昭１９．１２．４ 陸軍省調製



令和４年８月２日

中央-軍事行政動員・編成-146
第６航空軍司令部臨時編成　第３１３次復帰要領．同細則　昭１
９．１２．２１

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-147
陸軍電波兵器練習部　臨時編成（乙）要領．同細則　昭１９．２．１
２

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-148
陸軍航空諸学校．陸軍気象部等．臨時編成要領．同細則　昭１
９．５．９

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-149 下志津教導飛行師団等　臨時編成要領．同細則　昭１９．６．１３ 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-150
陸軍航空廠　陸軍航空補給廠　臨時編成要領．同細則　昭１９．１
０．６

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-151
野戦飛行場設定司令部等．臨時編成要領．同細則　地下施設隊
の隷属に関する件　昭２０．２．８～２０．３．２４

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-152
野戦航空修理廠　野戦航空補給廠等　臨時編成（編制改正）要
領．同細則　昭２０．２．８

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-153
第２５飛行団司令部等　航空部隊の臨時編成（編制改正）　第３２
４次復帰要領．同細則　昭２０．２．８

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-154
在内地陸軍航空教育部隊　編成復帰要領．同細則　昭２０．２．１
３

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-155 第１３飛行師団司令部　臨時編成要領．同細則　昭２０．２．２６ 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-157
陸軍中央気象部編制改正　第１０野戦気象隊等　臨時編成要領．
同細則　昭２０．３．１２

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-158 航空総軍司令部　臨時編成要領．同細則　昭２０．３．３１ 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-159 地下施設隊　臨時編成要領．同細則　昭２０．４．１７ 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-160 第３４４次復帰要領．同細則　昭２０．５．２ 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-161
南方軍第５．第６通信隊臨時編成　第３４６次復帰要領．同細則
昭２０．５．１７

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-162
第３１航空情報隊等　臨時編成（編制改正）要領．同細則　昭２０．
６．１２

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-163
第６０航空地区司令部等　航空部隊一部の臨時編成要領．同細
則　昭２０．６．２３

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-164
第２０戦闘飛行集団司令部　教導飛行師団等　臨時編成（編制改
正）復帰要領．同細則　昭２０．７．１０

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-165 陸軍航空士官学校　編制改正要領．同細則　昭２０．１．１３ 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-166
陸軍航空総監部復帰陸軍　航空本部編制改正要領．同細則　昭
２０．４．１３

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-167
水戸航空通信師団．加古川教導航空通信団臨時編成．陸軍電波
兵器練習部編制改正要領．同細則　昭２０．４．２８

陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-168 軍．師団動員計画令に対する意見　昭１８．１２．２４ 参謀本部

中央-軍事行政動員・編成-169 支那事変．大東亜戦争間　動員概史 -

中央-軍事行政動員・編成-169_2 支那事変．大東亜戦争間　動員概史 -

中央-軍事行政動員・編成-169_3 支那事変．大東亜戦争間　動員概史 -

中央-軍事行政動員・編成-170 国家総動員　昭２．１２．２０ 陸軍大佐　永田鐵山

中央-軍事行政動員・編成-171 昭和１９年～２０年　編成要領細則綴 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-172 補充交代帰還に関する書類　昭１７年度 歩兵第６０連隊

中央-軍事行政動員・編成-173 編成並びに復員完結綴　昭２０年１０月 陸軍省調製

中央-軍事行政動員・編成-174 支那．南方方面各兵団編成表 -

中央-軍事行政動員・編成-175
動員計画業務進捗基準表　１．第１４師団（昭１１．７月）　２．第４３
師団（不詳）

参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-176 各軍．師団動員関係　各月行事表集録　昭１９年 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-177 久留米師管動員　補充担任部隊一覧表　昭５２．１０．３ 陸上自衛隊第４師団

中央-軍事行政動員・編成-178 動員計画戦用諸品算定基準　昭１８年度 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-179 要書綴（應召関係）　昭１６．１２月 陸軍小倉造兵廠

中央-軍事行政動員・編成-180 第１師団．第４９連隊．第９中隊　出勤準備計画書　昭１８年 第４９連隊第９中隊



令和４年８月２日

中央-軍事行政動員・編成-181
鯉参編第２号　第１１７乃至第１１９野戦　飛行場設定隊臨時編成
（乙）規定　昭１９．１．１５

第５師団司令部

中央-軍事行政動員・編成-182 工兵第１１０連隊　動員実施状況写真帖 -

中央-軍事行政動員・編成-183 後備歩兵第３大隊　第２中隊編成表　昭１３．１２月 -

中央-軍事行政動員・編成-184 第２師団関係動員詳報 第２師団　司令部

中央-軍事行政動員・編成-185
臨時動員令（特臨動第１．２）　臨時編成令（特臨動第５～７）綴
昭１６．８～１６．９　多田駿資料

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-186
陸軍動員計画令　同細則中改定（正）の件に関する説明　昭１６年
度

参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-187
陸軍動員計画令　同細則中改定（正）の件に関する説明　昭１６年
度

参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-188
第２師団第２動員２号　同　第４動員　同　第１３動員３号　編成詳
報

工兵第２連隊留守隊　山田茂

中央-軍事行政動員・編成-189 第２師団第６動員１号動員詳報　昭和１２年 独立山砲兵　第１連隊補充隊

中央-軍事行政動員・編成-190 第２師団　動員業務詳報　昭１２ 若松陸軍病院

中央-軍事行政動員・編成-191 動員に関する書類綴其２　統制物資　昭１７ 第１研究所

中央-軍事行政動員・編成-192 第６動員１号　動員詳報 新発田陸軍病院

中央-軍事行政動員・編成-193 動員詳報　昭和１２年 高田連隊区　司令部

中央-軍事行政動員・編成-194 動員に関する規定綴　昭１８．６．１～１８．１１．１３ -

中央-軍事行政動員・編成-195 動員詳報（第６次）　昭１２ 甲府連隊区司令部

中央-軍事行政動員・編成-196 各兵団の動員計画に関する意見　昭１８ 参謀本部

中央-軍事行政動員・編成-197 昭和１９年度　陸軍動員計画令　同細則の説明 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-198 各兵団の臨時動員計画に関する意見　昭１８ 参謀本部

中央-軍事行政動員・編成-199
第２師団第４動員第１６動員６号　第１４師団第２９動員３号　動員
詳報　昭１２．８．２３

輜重兵第２連隊

中央-軍事行政動員・編成-200 第２師団第１３動員２号　第２４動員詳報　昭１２．９．１７ 輜重兵第２連隊

中央-軍事行政動員・編成-201 動員計画動員（編成）　実施将校に関する書類綴 金沢師団参謀部

中央-軍事行政動員・編成-202 動員計画動員（編成）　実施将校に関する書類綴　昭１９ -

中央-軍事行政動員・編成-203 各兵団の動員計画に関する意見　昭１４ 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-204
動員（臨時動員）（臨時編成）に関する各兵団の意見　其１～２　昭
１８．１２．２０

参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-205 軍．師団動員計画令　講評別冊　昭１８．１２ 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-206_1 陸軍動員計画令　同細則に対する質疑回答　昭１８．７．５ 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-206_2 陸軍動員計画令　同細則に対する質疑回答　昭１８．７．５ 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-207 軍・陸軍動員計画令に対する講評（案）　昭１８．１２ 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-208 水戸連隊区動員詳報　昭１２ 水戸連隊区　司令部

中央-軍事行政動員・編成-209 陸軍動員計画令　同細則に対する質疑回答　昭１８．７．９ 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-210 第２師団関係動員詳報　昭１２．８．２８～１２．１１．４ 騎兵第２連隊　留守隊

中央-軍事行政動員・編成-211 動員詳報　昭和１２．８．４～１２．１１．２９ 新発田連隊区司令部

中央-軍事行政動員・編成-212 労務動員関係原議　昭１５～１６ 企画院

中央-軍事行政動員・編成-213 第９師団編成改正　臨時動員部隊　将校命課一覧表 第９師団司令部調製

中央-軍事行政動員・編成-214 動員詳報 盛岡連隊区　司令部

中央-軍事行政動員・編成-215 動員詳報　昭和１２年 仙台連隊区



令和４年８月２日

中央-軍事行政動員・編成-216 動員詳報　昭１２．１２．２０ 福島連隊区司令部

中央-軍事行政動員・編成-217 管井斌磨少将　関係資料 -

中央-軍事行政動員・編成-218 動員詳報　昭和１２年 野砲兵第２連隊　留守隊

中央-軍事行政動員・編成-219 第２師団第２４動員詳報　昭１２．９．２３ 軍馬補充部　白河支部

中央-軍事行政動員・編成-220 第２師団動員詳報　昭１２．１２．１５ 歩兵第１６連隊　留守隊

中央-軍事行政動員・編成-221 陸軍動員計画令　同細則に対する質疑回答　昭１８．１０．９ 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-222 第２師団第６動員１号　動員詳報　昭１２．１０．３０ 歩兵第３０連隊　留守隊

中央-軍事行政動員・編成-223 第２師団第５動員１０号　編成詳報 仙台陸軍病院長　熊谷用藏

中央-軍事行政動員・編成-224
第２師団第１０動員１号　第１６動員２号動員実施に當り高田陸軍
病院の関係せる動員業務詳報　昭１２．９．２２

高田陸軍病院

中央-軍事行政動員・編成-225 昭和１４年度労務動員　実施計画綱領　昭１５．２．２０ 陸軍省整備局　戦備課

中央-軍事行政動員・編成-226 第２師団第５動員１０号　動員詳報　昭１２．８．２４ 歩兵第４連隊　留守隊

中央-軍事行政動員・編成-227 第１０師団第５動員　１号動員詳報　昭１２．８．１４
第２師団歩兵　第２９連隊留守
隊

中央-軍事行政動員・編成-228 第２師団第６動員　第１動員詳報 輜重兵　第２連隊

中央-軍事行政動員・編成-229
第２師団第３動員　同第５動員４号　同第１３動員１号　動員詳報
昭１２．１１．６

輜重兵第２連隊

中央-軍事行政動員・編成-230 動員主任参謀要員　教育の為配布書類 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-231 動員検査講評綴 北部第１部隊本部

中央-軍事行政動員・編成-232
在内地朝鮮師団　独立混成旅団及　師管区部隊等臨時動員　編
制改正等復員要領　昭２０．２．２８

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-233 軍．師団動員業務　教育指導実施等一覧表　昭１８．６．５ 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-234 陸軍動員計画令細則　其３ 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-235 部隊動員計画上の注意　部隊動員計画の一例 著者不明

中央-軍事行政動員・編成-236 元軍事機密動員計画の一部 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-237 支那事変　大東亜戦争　間動員概史 第１復員局

中央-軍事行政動員・編成-238 支那事変　大東亜戦争　間動員概史 第１復員局

中央-軍事行政動員・編成-238_2 支那事変　大東亜戦争　間　陸軍動員概史 -

中央-軍事行政動員・編成-239 労務調整に関する勅令案要綱　昭１６．７．１９ 企画院第３部

中央-軍事行政動員・編成-240 陸普綴　昭１６．９～１６．１１ -

中央-軍事行政動員・編成-241 支那事変　大東亜戦争　間動員概史 -

中央-軍事行政動員・編成-242 陸軍軍制史梗概　第１巻 山崎　正男

中央-軍事行政動員・編成-243 陸軍軍制史梗概　第２巻 山崎　正男

中央-軍事行政動員・編成-244 部隊動員計画令調製参考書（案）　昭１８．７．１１ 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-245
支那事変．大東亜戦争間に於ける　師団の編成並に隷属転移
関係一覧表

-

中央-軍事行政動員・編成-246 実戦の経験に基く　師団編成の意見 第１１４師団　司令部

中央-軍事行政動員・編成-247 兵団移動状況一覧 -

中央-軍事行政動員・編成-248 軍令陸甲第４６号　陸軍動員計画令　昭和１８．５．１７ 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-249
陸機密第１１６号別冊　陸軍動員計画令細則附録　昭和１８．５．１
７

陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-250 兵備改善に関する参考意見　昭和１８．９．６ 大陸（教総）第１課



令和４年８月２日

中央-軍事行政動員・編成-251 陸軍軍備改変計画 -

中央-軍事行政動員・編成-252 軍備改変計画に対する観察 -

中央-軍事行政動員・編成-253 本土陸軍部隊通称号　亜機密抜萃　昭和１９．７．７～２０．２．２７ 陸軍省

中央-軍事行政動員・編成-254 日本陸軍の動員について（座談会）　「軍事史学」座談会記録 -

中央-軍事行政動員・編成-255 陸軍動員計画各部　団隊将校同相当官職員表　明治３３年度 -

中央-軍事行政動員・編成-256 陸軍動員計画各部　団隊将校同相当官職員表　明治３４年度 -

中央-軍事行政動員・編成-257 陸軍動員計画各部　団隊将校同相当官職員表　明治３５年度 -

中央-軍事行政動員・編成-258 陸軍動員計画各部　団隊将校同相当官職員表　明治３６年度 -

中央-軍事行政動員・編成-259
第５師団第１動員計画野戦部隊将校同相当官職員表　第５師団
第１動員計画留守部隊将校同相当官職表　明治３３年度

第５師団

中央-軍事行政動員・編成-260 陸軍動員計画将校　同相当官職員表　明治３７年度 -

中央-軍事行政動員・編成-261
陸軍動員計画各部団隊将校　同相当官及高等文官職員表　明治
３７年度

-

中央-軍事行政動員・編成-262 陸軍動員計画諸部団隊　将校同相当官職員表　明治４０年度 -

中央-軍事行政動員・編成-263 陸軍動員計画諸部団隊　将校同相当官職員表　明治４１年度 -

中央-軍事行政動員・編成-264 陸軍動員計画諸部団隊　将校同相当官職員表　明治４２年度 -

中央-軍事行政動員・編成-265 陸軍動員計画諸部団隊　将校同相当官職員表　明治４３年度 -

中央-軍事行政動員・編成-266 第１回科学動員協力委員会会議録　昭和１７．５ 科学動員協会

中央-軍事行政動員・編成-267 編合部隊概見表　昭和１９．８以降 参謀本部第３課

中央-軍事行政動員・編成-268 転用部隊概況表　昭和２４．５調製 留守業務部

中央-軍事行政動員・編成-269 部隊索引簿（中国派遣軍及台湾軍の部）　昭和２４．８ 留守業務部第３課

中央-軍事行政動員・編成-270 昭和１７年度動員計画　整備人馬調査表　昭和１７．７ 航空．防衛．留守

中央-軍事行政動員・編成-271
入除隊兵及補充交代要員　輸送に対する輸送間の注意　昭和１
７．１２

関東軍野戦鉄道司令部

中央-軍事行政動員・編成-272 部隊通称号索引簿　昭和２４．１ 留守業務部

中央-軍事行政動員・編成-273 歩兵部隊の編成　装備に関する指示 歩５６作令第８７号

中央-軍事行政動員・編成-274 第５４師団臨時編成　状況視察報告要旨　昭和１８．３ 陸軍中佐　有岡義貫

中央-軍事行政動員・編成-275
外地に於て編成せる部隊の編成（動員）管理官一覧表　昭和２１．
４

第１復員省

中央-軍事行政動員・編成-276 動員計画一部改正訓令　明治３６年度 第１２師団

中央-軍事行政動員・編成-277 出師準備書　近衛の部　明治２３年度 -

中央-軍事行政動員・編成-278
動員部隊の復員（整理）に方り関係簿表整備の為主務者執務提
要　昭和１７年８月１日（改正）

名古屋師団司令部

中央-軍事行政動員・編成-279 大正１３年　参謀本部第１課関係資料 参謀本部第１課

中央-軍事行政動員・編成-280 歩兵第２４連隊動員計画　明治２５年度 歩兵第２４連隊

中央-軍事行政軍需動員-1 軍需動員に関する書類綴　昭和１１．１～１２年 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-2 軍需動員に関する書類綴　其１　昭和１３．１ 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-3 軍需動員に関する書類綴　其２　昭和１３年 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-4 軍需動員に関する書類綴　昭和１３．１０～１６．５ 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-5 軍需動員に関する書類綴　其１　昭和１４年 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-6 軍需動員に関する書類綴　其２　昭和１４年 陸軍省



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-7 軍需動員に関する書類綴　其１　昭和１５年 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-8 軍需動員に関する書類綴　其２　昭和１５年 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-9_2 主要軍需品製造施設一覧表　昭２０．８．１５現在 日本兵器工業会資料

中央-軍事行政軍需動員-10_2 兵器製造設備能力表　昭１６年１７年１９年 日本兵器工業会資料

中央-軍事行政軍需動員-11_2 兵器生産系列及び能力一覧表 日本兵器工業会資料

中央-軍事行政軍需動員-12_2 終戦直後の造兵廠現況綴 日本兵器工業会資料

中央-軍事行政軍需動員-13_2 旧陸軍施設関係綴 日本兵器工業会資料

中央-軍事行政軍需動員-14_2 金額調査表　昭１６年度以降 日本兵器工業会資料

中央-軍事行政軍需動員-15_2 連合軍の要求に基く雑調査綴 日本兵器工業会資料

中央-軍事行政軍需動員-16_2 現勢要覧　昭１９年改訂 日本兵器工業会資料

中央-軍事行政軍需動員-17_2 現勢要覧　昭１６年度 日本兵器工業会資料

中央-軍事行政軍需動員-18 物動総括表（除．農林物資）　昭１３～２０年度 財団法人国民経済研究協会

中央-軍事行政軍需動員-19 交通動員計画関係資料　昭１９年度 運輸通信省等

中央-軍事行政軍需動員-20_2 旧陸軍管理監督工場（事業場）名簿　日本兵器工業会資料 日本兵器工業会

中央-軍事行政軍需動員-21 軍需動員関係綴　昭１７年度 陸軍省軍事課資材班

中央-軍事行政軍需動員-22 軍需動員関係綴　昭１８年度 陸軍省軍事課資材班

中央-軍事行政軍需動員-23 軍需動員に関する書類　昭１６．１２．１０～１７．１２．９ １技研３科

中央-軍事行政軍需動員-24 軍需動員について　昭１６～１９年度 増田　繁雄

中央-軍事行政軍需動員-25 軍需動員に関する共同研究　昭３１．８ 国武　輝人

中央-軍事行政軍需動員-26 軍需（工業）動員の考察 高崎　正男

中央-軍事行政軍需動員-27 軍需動員関係綴　其１　昭和１６年 陸軍省総務課

中央-軍事行政軍需動員-28 軍需動員関係綴　其２　昭和１９年度 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-29 軍需動員関係綴　其３　昭和１９年度 陸軍省軍事課資材班

中央-軍事行政軍需動員-30 軍需動員関係部隊資料　昭２０．７．１ 陸軍省軍事課資材班

中央-軍事行政軍需動員-31
第１回軍需動員研究会記事（作戦上の要求と物的準備の関係）
昭３２年

-

中央-軍事行政軍需動員-32 第２回軍需動員研究会記事（陸海（空）軍間の調整） -

中央-軍事行政軍需動員-33 第３回軍需動員研究会記事（技術研究と軍需生産との関連） -

中央-軍事行政軍需動員-34 第４回軍需動員研究会記事（軍需動員計画） -

中央-軍事行政軍需動員-35 第５回軍需動員研究会記事（軍需生産施設） -

中央-軍事行政軍需動員-36 第６回軍需動員研究会記事（軍需行政機構） -

中央-軍事行政軍需動員-37 第７回軍需動員研究会記事（軍需動員と戦争被害） -

中央-軍事行政軍需動員-38 帝国国防資源　大正６．８ 参謀本部

中央-軍事行政軍需動員-41 軍需審議会に関する綴　昭和１７．９～１８．９ 陸軍技術本部　第５研究所

中央-軍事行政軍需動員-42 軍需品関係参考書類綴 -

中央-軍事行政軍需動員-43 物動実施計画　昭１５年 陸軍省整備局戦備課

中央-軍事行政軍需動員-44 物資動員計画（一般民需の商工省提出資料）　昭１５年度 湯浅物資調整官



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-45 物動計画運営より観たる　大東亜戦争推移　昭和１６．８～２０．８ 戦争調査会事務局

中央-軍事行政軍需動員-46 物動需給対照及　補填対策一覧表　昭和１５．６．２９ 閣議決定

中央-軍事行政軍需動員-47
補填対策強化の程度と之が影響並実行上考慮を要する事項　昭
和１３．６．２５

陸軍省整備局

中央-軍事行政軍需動員-48 物動輸送史草稿（船腹量の推移） 国民経済研究協会

中央-軍事行政軍需動員-49 物資総動員時局対策綱領（鉄類之部）　昭和１３．１．３１ 企画院

中央-軍事行政軍需動員-50 交通電力動員実施計画綱領　昭和１４年度 企画院

中央-軍事行政軍需動員-51 重要物資対東亜地域別　輸出入統計　昭１２年 内閣企画院

中央-軍事行政軍需動員-52 輸送重要物資金融実績速報　昭２０．１ 国民経済研究会

中央-軍事行政軍需動員-54 軍需動員．国家総動員について 戦史室　高崎正男

中央-軍事行政軍需動員-55 国家総動員計画関係書類　１／２　昭５．５～６．７ 商工省資源局

中央-軍事行政軍需動員-56 国家総動員計画関係書類　２／２　昭５．５～６．７ 商工省資源局

中央-軍事行政軍需動員-57 国家総動員計画関係書類　昭７．１～７．２ 商工省資源局

中央-軍事行政軍需動員-58 国家総動員計画関係書類　昭７．３ 商工省資源局

中央-軍事行政軍需動員-59 国家総動員計画関係書類　昭８．１～８．５ 商工省資源局

中央-軍事行政軍需動員-60 国家総動員計画関係書類　昭８．４～８．５ 商工省資源局

中央-軍事行政軍需動員-61 国家総動員計画関係書類　昭８．４～８．６ 商工省資源局

中央-軍事行政軍需動員-62 国家総動員計画関係書類　昭８．１１ 商工省資源局

中央-軍事行政軍需動員-63 国家総動員計画関係書類　昭８．１２ 商工省資源局

中央-軍事行政軍需動員-64 應急総動員計画書類　１／２　昭９．１ 商工省資源局

中央-軍事行政軍需動員-65 應急総動員計画書類　２／２　昭和９．１～２ 商工省資源局

中央-軍事行政軍需動員-66 昭和１４年度　物資動員計画綱領 商工省資源局

中央-軍事行政軍需動員-67 昭１４年１月～３月物動計画要輸入物資　査定に関する意見 臨時物資調整局計画課

中央-軍事行政軍需動員-68 昭和１４年度物動計画に基く輸入国別表　昭１４．８．５ 企画院第５部

中央-軍事行政軍需動員-69 物資動員計画等資料綴　昭２０年 第１復員局資料整理課

中央-軍事行政軍需動員-70 第２次軍需動員実施に関する状況報告　昭１４．５．１０ 陸軍航空本廠

中央-軍事行政軍需動員-71 軍需動員に関する綴　昭１４～１６ 第１研第３科

中央-軍事行政軍需動員-72 軍需動員に関する綴　昭１４．１１～１６．５ 第１研第３課

中央-軍事行政軍需動員-73 （泉山資料）帝国軍需工業拡充計画（第１次試案）　昭１１．１１ -

中央-軍事行政軍需動員-74 （泉山資料）満洲産業開発５ヶ年計画綱要　昭１１．１２ -

中央-軍事行政軍需動員-75 （泉山資料）日満軍需工業拡充計画　昭１２．５ -

中央-軍事行政軍需動員-76
（泉山資料）本邦産業５ヶ年計画　所要従業者数推定資料　昭１
２．５

-

中央-軍事行政軍需動員-77
（泉山資料）産業拡充５ヶ年計画並　対支事変に対する所要資金
及其対策

-

中央-軍事行政軍需動員-78
（泉山資料）経済的に可能なる戦争の規模について（戦争経済の
数字的基礎）

-

中央-軍事行政軍需動員-79 （泉山資料）列国の我国に対する　経済断交の影響と其対策 -

中央-軍事行政軍需動員-80 （泉山資料）昭和１３年度　一般会計予算案綱要 -

中央-軍事行政軍需動員-81
国家総動員関係（泉山資料）　満洲産業開発５ヶ年計画　鉱工業
部門年次別計画　昭１２．２

-
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中央-軍事行政軍需動員-82 国家総動員関係（泉山資料）　北支資源開発計画要領　昭１３．５ -

中央-軍事行政軍需動員-83
国家総動員関係（泉山資料）　満洲開発５ヶ年計画　実績総括表
昭和１５．５

-

中央-軍事行政軍需動員-84
国家総動員関係（泉山資料）　最高国策機関並　政治機構確立要
綱　昭１５．６．７

-

中央-軍事行政軍需動員-85
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１５年度　物資動員計画綱領
昭１５．７．１０

-

中央-軍事行政軍需動員-86
国家総動員関係（泉山資料）　国内態勢整備強化要綱（案）　昭１
５．７

-

中央-軍事行政軍需動員-87 国家総動員関係（泉山資料）　南方施策要綱　昭１５．７ -

中央-軍事行政軍需動員-88 国家総動員関係（泉山資料）　北支産業開発計画概要　昭１２．８ -

中央-軍事行政軍需動員-89
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１３年度　重要物資需給対照
補填対策　昭和１３．５

-

中央-軍事行政軍需動員-90
国家総動員関係（泉山資料）　生産力拡充計画要綱案　昭１３．１
２

-

中央-軍事行政軍需動員-91
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　生産見込額　確保の
ための要輸入原料　昭１４．３．１

-

中央-軍事行政軍需動員-92
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　物動計画　概略案設
定要領　昭１４．３．１３

-

中央-軍事行政軍需動員-93
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　物資動員計画の現
況について　昭１４．３．２９

-

中央-軍事行政軍需動員-94
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　物資動員計画　処理
について

-

中央-軍事行政軍需動員-95
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　物資動員計画につい
て

-

中央-軍事行政軍需動員-96
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　貿易計画綱領　昭１
４．５．２６

-

中央-軍事行政軍需動員-97
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　労務動員実施　計画
綱領　昭１４．７．４

-

中央-軍事行政軍需動員-98
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　資金統制　計画綱領
昭１４．７．４

-

中央-軍事行政軍需動員-99
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１５年度　物資動員計画　設定
事務要綱

-

中央-軍事行政軍需動員-100
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　生産力拡充　実施計
画明細　昭１４．９

-

中央-軍事行政軍需動員-101
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　生産力拡充　実施方
策要綱　昭和１４年９月

-

中央-軍事行政軍需動員-102
国家総動員関係（泉山資料）　生産力拡充計画実施の状況　及今
後の対策　昭１４．１０

-

中央-軍事行政軍需動員-103
国家総動員関係（泉山資料）　生産力拡充４ヶ年計画　実施の状
況　昭１４．１０

-

中央-軍事行政軍需動員-104
国家総動員関係（泉山資料）　生産力拡充計画生産状況調　昭１
４．１０

-

中央-軍事行政軍需動員-105
国家総動員関係（泉山資料）　帝国必要資源の海外特に　南方諸
地域における確保方策　昭１４．１０．２

-

中央-軍事行政軍需動員-106
国家総動員関係（泉山資料）　国民生活必需物資需給状況　昭１
５．５．２７

-

中央-軍事行政軍需動員-107
国家総動員関係（泉山資料）　経済対策樹立に関する　国際情勢
の想定　昭１５．５．６

-

中央-軍事行政軍需動員-108
国家総動員関係（泉山資料）　主要物動物資需給対照表　昭１３
～１６年度

-

中央-軍事行政軍需動員-109 国家総動員関係（泉山資料）　総合切符制要綱趣旨　昭１６．７ -

中央-軍事行政軍需動員-110
国家総動員関係（泉山資料）　大東亜共栄圏国防資源の世界的
地位

-

中央-軍事行政軍需動員-111
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１７年度　物動第１次案要綱
昭１７．４．６

-

中央-軍事行政軍需動員-112
国家総動員関係（泉山資料）　中支経済指導要綱案　昭１８．９．３
０

-

中央-軍事行政軍需動員-113
国家総動員関係（泉山資料）　対華経済新政策指導要綱　昭１８．
１１

-

中央-軍事行政軍需動員-114
国家総動員関係（泉山資料）　本邦経済国力判断要旨及対策　昭
１３．５

-

中央-軍事行政軍需動員-115
国家総動員関係（泉山資料）　本邦経済国力判断　第２回　昭１
３．７

-

中央-軍事行政軍需動員-116 国家総動員関係（泉山資料）　重要物資輸入計画案　昭１３．８ -

中央-軍事行政軍需動員-117 国家総動員関係（泉山資料）　満洲産業開発計画とその現況 -
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中央-軍事行政軍需動員-118
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　物資動員計画綱領
昭１４．５．２６

-

中央-軍事行政軍需動員-119 国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　国際収支 -

中央-軍事行政軍需動員-120
国家総動員関係（泉山資料）　応急物動計画試案　説明資料　昭
１５．８．２

-

中央-軍事行政軍需動員-121 国家総動員関係（泉山資料）　南方経済施策要綱　昭１５．８．６ -

中央-軍事行政軍需動員-122
国家総動員関係（泉山資料）　日満支経済建設要綱　昭１５．１１．
４

-

中央-軍事行政軍需動員-123 国家総動員関係（泉山資料）　満洲産業開発５ヶ年　計画実績 -

中央-軍事行政軍需動員-124
国家総動員関係（泉山資料）　生産力拡充計画立案要領　昭１３．
１

-

中央-軍事行政軍需動員-125
国家総動員関係（泉山資料）　生産力拡充計画要綱（石油及代用
燃料）　昭１３．６．２３

-

中央-軍事行政軍需動員-126
国家総動員関係（泉山資料）　陸海軍充足需要額内訳表　昭１４．
２．２８

-

中央-軍事行政軍需動員-127
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　生拡産業産地別　生
産目標並生産能力　昭１４．９

-

中央-軍事行政軍需動員-128
国家総動員関係（泉山資料）　物動計画．生産力拡充計画　労務
動員計画等の実績及　今後の見透しの概要について

-

中央-軍事行政軍需動員-129
国家総動員関係（泉山資料）　物動計画を中核とする我が戦時経
済の現状並今後の見透

-

中央-軍事行政軍需動員-130
国家総動員関係（泉山資料）　生活必需物資の需給対策に関する
件（答申案）

-

中央-軍事行政軍需動員-131
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１５年度　貿易計画綱領　昭１
５．６．１９

-

中央-軍事行政軍需動員-132
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１５年度　第３国輸出入貿易計
画　昭１５．７．１０

-

中央-軍事行政軍需動員-133
国家総動員関係（泉山資料）　戦時消費．規正に依る一般民需
割当の各産業に及ぼす影響

-

中央-軍事行政軍需動員-134
国家総動員関係（泉山資料）　同盟条約締結に伴う対華協力要綱
昭１８．１２．１

-

中央-軍事行政軍需動員-135 国家総動員関係（泉山資料）　南方経済対策要綱　昭１６．１２ -

中央-軍事行政軍需動員-136
国家総動員関係（泉山資料）　生産力拡充計画概括表　昭１３．
４．２０

-

中央-軍事行政軍需動員-137 国家総動員関係（泉山資料）　輸出入貿易特別計画参考資料 -

中央-軍事行政軍需動員-138
国家総動員関係（泉山資料）　英米対日制裁下における輸入可能
量推定　昭１４．３

-

中央-軍事行政軍需動員-139
国家総動員関係（泉山資料）　現在及将来における本邦　経済国
力判断（第３回）　昭１４．８．１８

-

中央-軍事行政軍需動員-140
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１５年度　４／４半期　物資動
員実施計画

-

中央-軍事行政軍需動員-141
国家総動員関係（泉山資料）　生産力拡充計画参考表（石油及代
用燃料）　昭１３．６．２３

-

中央-軍事行政軍需動員-142 国家総動員関係（泉山資料）　物資動員計画附属書　其１　昭１５ -

中央-軍事行政軍需動員-143 国家総動員関係（泉山資料）　生産力拡充４ヶ年計画　昭１３～１６ -

中央-軍事行政軍需動員-144
国家総動員関係（泉山資料）　最近３年間物動．物資　需給関係
対比一覧表　昭１５．７

-

中央-軍事行政軍需動員-145
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１６年度　１／４半期　物資動
員暫定実施計画

-

中央-軍事行政軍需動員-146
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１７年　重要物資需給対照及
補填対策　昭和１３年７月

-

中央-軍事行政軍需動員-147
国家総動員関係（泉山資料）　重要物資需給対照及　補填対策一
覧表　昭１４．１～１４．３

-

中央-軍事行政軍需動員-148
国家総動員関係（泉山資料）　経済戦略の見地よりする　支那民
族資本工作案　昭１５．１０

-

中央-軍事行政軍需動員-149 国家総動員関係（泉山資料）　生産力拡充４ヶ年計画　昭１３～１６ -

中央-軍事行政軍需動員-150
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　物動関係総合計画
産業需給表

-

中央-軍事行政軍需動員-151
国家総動員関係（泉山資料）　北支産業開発計画の要綱案　別冊
第２附属（Ａ）　５年後における日満支主要物資　需給推定表

-

中央-軍事行政軍需動員-152
国家総動員関係（泉山資料）　主要物資現存額調査要録　昭１４．
１末現在

-

中央-軍事行政軍需動員-153
国家総動員関係（泉山資料）　重要物資需給計画（案）　昭１６．
７．２５

-
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中央-軍事行政軍需動員-154
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　生産力拡充計画に伴
う資材配当計画

-

中央-軍事行政軍需動員-155
国家総動員関係（泉山資料）　本邦経済国力判断　第４次報告
昭１５．２．７

-

中央-軍事行政軍需動員-156 国家総動員関係（泉山資料）　綜合計画案要綱　昭１５．６ -

中央-軍事行政軍需動員-157
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　物動実績表　昭和１
５年度　物動実績予想表

-

中央-軍事行政軍需動員-158 国家総動員関係（泉山資料）　戦時貿易力の抗戦性判断 -

中央-軍事行政軍需動員-159
国家総動員関係（泉山資料）　東亜における物資自給力調査　昭
１５．３

-

中央-軍事行政軍需動員-160 国家総動員関係（泉山資料）　東亜圏の自給力に関する研究 -

中央-軍事行政軍需動員-161
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１３年度～昭和１７年度　戦時
財政計画　第１号案　昭１２．１２

-

中央-軍事行政軍需動員-162 国家総動員関係（泉山資料）　輸出振興計画案　昭１３．２ -

中央-軍事行政軍需動員-163 国家総動員関係（泉山資料）　輸出入貿易特別計画　昭１３．４ -

中央-軍事行政軍需動員-164
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１３年度～１７年度　戦時財政
５ヶ年計画案

-

中央-軍事行政軍需動員-165
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１５年度　物資動員計画　昭１
５．７．１０

-

中央-軍事行政軍需動員-166
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１３年以降～昭和１６年度　物
動計画並実績比較表

-

中央-軍事行政軍需動員-167
国家総動員関係（泉山資料）　北米合衆国に於ける　重要物資需
給分析　昭和１５．３

-

中央-軍事行政軍需動員-168
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１６年度　物動概略案　昭１６．
２

-

中央-軍事行政軍需動員-169
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１５年度　４／４半期　物資動
員実施計画

-

中央-軍事行政軍需動員-170
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　交通電力動員実施
計画綱領

-

中央-軍事行政軍需動員-171
国家総動員関係（泉山資料）　応急物動計画試案　応急物動計画
輸入数量並　金額表共　昭和１５．８．２

-

中央-軍事行政軍需動員-172
国家総動員関係（泉山資料）　改訂生産力拡充計画案（生産計
画）　昭１６．８．５

-

中央-軍事行政軍需動員-173
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１５年度　物資動員計画概略
案

-

中央-軍事行政軍需動員-174
国家総動員関係（泉山資料）　昭和１４年度　重要物資需給対照
及補填対策

-

中央-軍事行政軍需動員-175
国家総動員関係（泉山資料）　ソ連邦重要物資需給分析　昭１５．
３

日満財政経済研究会

中央-軍事行政軍需動員-176 昭和１３年度～２０年度　物資動員計画総括表 経済安定本部

中央-軍事行政軍需動員-177
昭和１３年度～２０年度　物資動員計画総括表　附．生産力拡充
計画とその実績

経済安定本部

中央-軍事行政軍需動員-178 支那事変　陸軍管理工場名簿　昭１５．６．１ 陸軍技術本部

中央-軍事行政軍需動員-179 陸軍機体　１９年度特別増産計画　昭和１８．９
三菱重工　名古屋航空機製作
所

中央-軍事行政軍需動員-180 戦争遂行上戦争経済施策の経緯と影響　昭和６～２０年 -

中央-軍事行政軍需動員-181 陸軍関係書類綴　昭１５．３～１６．４ 商工省審議室

中央-軍事行政軍需動員-182
ヂェー．ヂー．リーバート陳述予定書　戦争に対する一般生産及
財政準備　１９４６．１０．３

国際検察部

中央-軍事行政軍需動員-185
戦争遂行上軍需生産の為　政府及陸軍の採りたる戦争経済施策
の具体的経緯と其の影響（通俗史の部）１／２　昭和２１年３月１０
日

第１復員局

中央-軍事行政軍需動員-185_2
戦争遂行上軍需生産の為政府及陸軍の採りたる戦争経済施策の
具体的経緯と其の影響（通俗史の部）２／２　昭和２１年３月１０日

１復

中央-軍事行政軍需動員-186
戦争遂行上軍需生産の為政府及陸軍の採りたる戦争経済施策の
具体的経緯と其の影響（通俗史の部）　昭和２１年３月１０日

第１復員局

中央-軍事行政軍需動員-187 日本兵器工業会資料合衆国戦略爆撃調査団提出書類其の１ 大阪陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-188 日本兵器工業会資料合衆国戦略爆撃調査団提出書類 大阪陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-189 日本兵器工業会資料合衆国戦略爆撃調査団提出書類 名古屋造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-190 日本兵器工業会資料合衆国戦略爆撃調査団提出書類 小倉造兵廠
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中央-軍事行政軍需動員-191 日本兵器工業会資料兵器生産状況調査表　昭１６～２０年 兵器行政本部

中央-軍事行政軍需動員-192 作戦用資材準備状況一覧表　昭和１６．１１～１７．３ 陸軍省軍事課

中央-軍事行政軍需動員-193 陸軍予算綱要　大正９年～昭和１６年 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-194 資材予算消化に関する綴　昭１６ 陸軍省軍事課資材班

中央-軍事行政軍需動員-195 日本兵器工業会資料　造兵廠の現況　昭和２０．８．３１ 兵器行政本部

中央-軍事行政軍需動員-196 開戦前の物的国力と対米英戦争決意 陸軍少将岡田菊三郎

中央-軍事行政軍需動員-197
抗戦力判断資料第５号（其３）　第３編　生産機構より見たる米国
の抗戦力　昭和１７．４

陸軍省主計課罰別班

中央-軍事行政軍需動員-198 国防の台所観　昭１５．７．７ 中原茂敏少佐

中央-軍事行政軍需動員-199
支那事変第２次実施訓令に依る軍需動員実施の概要　昭和１４年
６月３０日

陸軍兵器本廠

中央-軍事行政軍需動員-200 軍需動員関係綴　昭１９年 -

中央-軍事行政軍需動員-201 昭和２０年度　軍需動員指導要綱 -

中央-軍事行政軍需動員-202 物資動員計画設定事務要綱（２）　昭和１５．１．１２ 企画院

中央-軍事行政軍需動員-203 重要物資対東亜地域別輸出入統計　昭１２年 -

中央-軍事行政軍需動員-204 重要物資対東亜地域別輸出入統計　昭１２年 -

中央-軍事行政軍需動員-205 重要物資対東亜地域別輸出入統計　昭１２年 -

中央-軍事行政軍需動員-206 主要軍需品生産進捗状況表　昭１８．９末 相模陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-207 「物資動員計画」抜粋　昭１３～２０上期 -

中央-軍事行政軍需動員-208 大東亜産業（鉱業、工業及電力）建設基本方策 -

中央-軍事行政軍需動員-209 満州に於ける軍需工業関係資料 第１復員局

中央-軍事行政軍需動員-210 石炭生産計画案　昭２２年度 -

中央-軍事行政軍需動員-211 内外石油統計　昭和１０年１０月 石本石油株式会社考査班

中央-軍事行政軍需動員-212
昭和１７年度　昭和１３年省令第２２号に依る指定工場事業場名簿
昭和１６．５

陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-213 鉄類計画綱領　昭和１１．５ 資源局

中央-軍事行政軍需動員-214 鋼質及鋼材の標準規格 -

中央-軍事行政軍需動員-215 第２次期間計画非鉄　金属計画綱領　昭和１１年３月～６月 資源局

中央-軍事行政軍需動員-216 戦争と軍需品各論 陸軍１等主計鹿野澄

中央-軍事行政軍需動員-217 陸軍航空本廠軍需動員実施状況書　昭和１４年１１月１０日 陸軍航空本部

中央-軍事行政軍需動員-218 日本の物的国力概見表 -

中央-軍事行政軍需動員-219 終戦後に於ける本邦生産量指数　昭２２年１月 -

中央-軍事行政軍需動員-220
戦争遂行上軍需生産の為政府及陸軍の採りたる戦争経済施策の
具体的経緯とその影響　昭２１．３．１０

-

中央-軍事行政軍需動員-221 物的国力の推移判断並維持増強方策検討要領　昭２０．８．１ -

中央-軍事行政軍需動員-222 岡田菊三郎口供書　昭和２２．３．１ -

中央-軍事行政軍需動員-223
陸海軍重点機種生産態勢現況（昭和１９．１２月）疎開完了後生産
態勢（昭和２０．２月）一覧図

-

中央-軍事行政軍需動員-224 本邦重要資源需給要覧　昭和９．５．１ -

中央-軍事行政軍需動員-225 国民精神総動員中央連盟声明書　昭和１２．１０ -

中央-軍事行政軍需動員-226 日、満、支、鉄鋼関係資料目録　昭和１２～２０ 国民経済研究会
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中央-軍事行政軍需動員-227 動員計画史料調査要領　昭和１４．１～１４．３ -

中央-軍事行政軍需動員-228 新西蘭の製造工業（ニュージランド）　昭和１７．４ 南方経済懇談会

中央-軍事行政軍需動員-229 佐藤軍務局長に対する業務状況報告史料　昭和１７．４ 陸軍省軍事課資材班

中央-軍事行政軍需動員-230
戦争調査資料第６号　物資動員計画とその歴史（上中綴）稲葉秀
三氏談話速記

戦争調査会事務局

中央-軍事行政軍需動員-231
戦争調査資料第８号　国民動員計画に就て　鶴島瑞夫氏談話速
記

戦争調査会事務局

中央-軍事行政軍需動員-232
支那事変陸軍軍需動員関係書類綴（２分冊の１）　昭和１２．１０～
１４．６

陸軍省軍務課

中央-軍事行政軍需動員-233
支那事変陸軍軍需動員関係書類綴（２分冊の２）　昭和１２．１０～
１４．６

陸軍省軍務課

中央-軍事行政軍需動員-234 軍需動員実施概況報（月報）　昭１５．４～１５．９ 東京第２陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-235 軍需動員実施に伴う諸報告に関する綴　昭１５．５～１６．５ 東京第２陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-236
支那事変軍需動員実施概況並に意見附表（２分冊の１）　昭１５．
１０～１５．１１

陸軍兵器本部

中央-軍事行政軍需動員-237
支那事変軍需動員実施概況並に意見附表（２分冊の２）　昭１５．
１１～１５．１２

陸軍兵器本部

中央-軍事行政軍需動員-238
支那事変軍需動員実施概況並に意見綴軍需工場　旬報　昭１５．
１０～１８．１

陸軍兵器本部

中央-軍事行政軍需動員-239
支那事変軍需動員実施概況並に意見　附表（２分冊の２）　昭１
５．１１～１５．１２

陸軍兵器本部

中央-軍事行政軍需動員-240 支那事変軍需動員実施の概況並意見　（其の２）　昭１６．６
東京第２陸軍造兵廠宇治製造
所

中央-軍事行政軍需動員-241 軍需動員実施の概況並意見　昭１６．４～１７．６ 東京第２陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-242 軍需動員実施概況報告綴　昭１６．１～１６．３ 陸軍兵器本部

中央-軍事行政軍需動員-243 軍需動員実施概況報告綴　昭１７年度 多摩製造所調製

中央-軍事行政軍需動員-244 軍需動員実施の概況並に意見　昭１７．４～１７．９ 東京第２陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-245 軍需動員実施の概況並に意見　昭１７．１０～１８．３ 東京第２陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-246 単価表　昭１５～１８ 器材部

中央-軍事行政軍需動員-247 軍需工場旬報綴（第３２～４８号）　昭１８．２～１８．１０
東京第２陸軍造兵廠荒尾製造
所

中央-軍事行政軍需動員-248
昭和１９年度整備計画に関する書類綴　計画関係　其の１（３分冊
の１）　昭１８．９～１８．１２

造兵課

中央-軍事行政軍需動員-249 昭和１９年度整備計画に関する書類綴　昭１８．９～１８．１２ 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-250 作業課長会同に関する書類綴（２分冊の１）　昭１９．１～１９．２ 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-251 作業課長会同に関する書類綴（２分冊の２）　昭１９．２ 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-252
昭和１９年度整備に関する書類綴　計画関係　其の２（３分冊の２）
昭１９．３～１９．１０

造兵課

中央-軍事行政軍需動員-253 工場監督概況書　昭１９年度 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-254
昭和１９年度整備に関する書類綴　計画関係　其の３（３分冊の３）
昭１９．３～１９．１０

造兵課

中央-軍事行政軍需動員-255 補給部品整備計画　昭和２０年度 器材課通信班

中央-軍事行政軍需動員-256 整備計画に関する書類　昭和２０年度 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-257 第２次期間計画調書通信（２分冊の１） 陸軍省整備局戦備課

中央-軍事行政軍需動員-258 第２次期間計画調書通信（２分冊の２） 陸軍省整備局戦備課

中央-軍事行政軍需動員-259 軍需品軍需工場の処理に関する綴 戦備課

中央-軍事行政軍需動員-260 軍需審議会に関する書類綴　其の１　第１部　昭和８．６以降 -

中央-軍事行政軍需動員-261 軍需審議会に関する書類綴　其の２　昭和１０．４ -

中央-軍事行政軍需動員-262 軍需審議会に関する書類綴　其の３　昭和１０，５以降 -
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中央-軍事行政軍需動員-263 動員手簿　明治４２年度 -

中央-軍事行政軍需動員-264 軍需（工業）動員の考察 戦史編さん官　高崎正男

中央-軍事行政軍需動員-265 科学技術資料（甲）　昭和１７．４～８ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-266 科学技術資料（丙）　昭和１７．４～１２ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-267 科学技術資料（甲）　昭和１７．１２～１９．５ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-268 科学技術資料（丙）　昭和１８．４～１９．８ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-269 科学技術資料（乙）　１～１５号　昭和１７．２～１８．５ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-270 科学技術資料（乙）　昭和１８．５～１９．８ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-271 科学技術資料（特）　昭和１７．９～１９．８ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-272 科学技術時報（甲）　昭和１７．４～８ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-273 科学技術時報（乙）　昭和１７．５～８ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-274 科学技術時報（丙）　昭和１７．４～１８．１２ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-275 科学技術抄録（丙）　昭和１８．９ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-276 全科技連　科学技術蒐録　１～２０号　昭和１８．３～９ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-277 海外科学技術速報　第２～１４号　昭和１８．８～１９．８ 本多部長

中央-軍事行政軍需動員-278 第２次工業生産会議報告書綴　昭和１８．１２ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-279 科学技術政策に関する調査（５）　補追　昭和１２～１６ 企画院　堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-280 科動技術者養成綴　昭和１９．３ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-281 興亜技術委員会（電気事業）　昭和１４～１５ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-282 学術研究会議関係　昭和１８．１１～１９．９ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-283 技術院調査資料綴　昭和１８．１０～１９．３ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-284 学振第１７特委員会綴　昭和１９．２ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-285 学振第１８小委員会綴　昭和１９．５～２０．１ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-286 戦時技術指導員綴　昭和１９．８～１０ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-287 科技審南方資源活用特別部会　昭和１８．３～１９．３ 本多部長

中央-軍事行政軍需動員-288 ジヤワ科学技術室　昭和１９．１ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-289 技術研究所関係綴　昭和１７ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-290 日本学術振興会　昭和１７．３ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-291 日本技術文化研究所関係綴　昭和１９．２ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-292 日本技術協会　昭和１７．３ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-293 興亜技術委員会　昭和１５～１７ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-294 戦時逓信技術審議会　昭和１７．７ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-295 南方研究所設置要領　昭和１８．１２ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-296 東邦産業研究所　昭和１８．５ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-297 航空研究体制綴　昭和１９．３ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-298 航空研究機関綴　昭和１８．１２ 堀岡部長



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-299 名古屋航空研究所綴　昭和１８．４ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-300 航空試験所綴　昭和１９．１ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-301 航空計数研究所　昭和１８．６～１０ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-302 航空軸受研究所　昭和１８．７ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-303 航空醗酵研究所綴　昭和１９．１０ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-304 航空技術情報　第１～４号　昭和１８．４～７ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-305 航空電気協力会綴　昭和１９年 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-306 航空電気金属研究所　昭和１８．１０～１９．９ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-307 研究機関動員関係綴　昭和１９．６～８ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-308 科学技術者動員計画　昭和１９．７ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-309 総動員試験研究会に関する綴　昭和１７～１８年度 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-310 生産拡充関係研究動員事項説明書　昭和１８．５ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-311 学徒動員綴　昭和１９．８ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-312 試験研究機関調査　昭和１７．３ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-313 官立研究機関　昭和１８．１２～１９．８ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-314 研究機構関係綴　昭和１９．１ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-315 野口研究所関係　昭和１７．３～１２ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-316 電気試験所関係綴　昭和１９．３～２０．３ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-317 電気通信協会綴　昭和１９．３ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-318 大日本電気会綴　昭和１９．１０ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-319 電気通信学術研究奨励会関係綴　昭和１９．６ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-320 電気学術研究審議会綴　昭和１７．６～２０．４ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-321 電気探鉱協会　昭和１７．２～１９．９ 堀岡理事長

中央-軍事行政軍需動員-322 電気計測器調査委員会　標準荷造法小委員会資料　昭和１９．５ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-323 電解繊維関係綴　昭和１９．３～１０ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-324 電力用資材関係綴　昭和１９．５ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-325 製鉄への電気協力　昭和１７～１９ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-326 軽金属と電気技術の協力　昭和１８．１１～１９．１１ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-327 真空管生産状況説明　昭和１９ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-328 真空管量産に関する戦時研究報告要旨　昭和１９．４ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-329 松下無線関係綴　昭和１７～１９年 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-330 松下無線（株）　電波兵器行政査察経理班資料　昭和１８ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-331 松下無線（株）　関係資料 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-332 雲母関係綴　昭和１９年 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-333 重金属研究所　昭和１８．４ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-334 鉄鋼統制会関係　昭和１７．７ 堀岡部長



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-335 物理探鉱関係綴　昭和１８．１２ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-336 工業材料研究所綴　昭和１９．９ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-337 大東亜建設審議会関係　昭和１７．７ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-338 土木工事関係綴　昭和１９ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-339 建築関係　昭和１８．２ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-340 企画院関係　昭和１６．１１～１９ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-341 測定関係綴　昭和１９．５ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-342 軸受関係　昭和１８．１２ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-343 土窯製鉄綴　昭和１９ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-344 草炭関係綴　昭和１９．５ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-345 繊維生産技術調査委員会　昭和１９．６ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-346 大日本ゴム研究所　昭和１７．４～１９．４ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-347 虫害対策関係綴　昭和１９．２ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-348 満支視察関係資料綴　其の１　昭和１０～１６ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-349 満洲関係綴　昭和１９．１０ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-350 台湾関係綴　昭和１９．１ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-351 対独技術関係綴　昭和１９．６ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-352 独乙技術交流綴　昭和１９．１ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-353 米国情報綴　昭和１９．４ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-354 国家総動員法関係法令集（日本の部）　昭和１４．６ 満鉄調査部

中央-軍事行政軍需動員-355 軍需動員関係旬報綴　昭和１７．１～１８．５ 坂ノ市製造所

中央-軍事行政軍需動員-356 軍需動員実施概況報告綴　昭和１７．３ 東京第２陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-357 動員に関する書類綴　昭和１７年度 第１研究所

中央-軍事行政軍需動員-358 真空管増産計画　昭和１８．１０ 商工省機械局機政課

中央-軍事行政軍需動員-359
真空管等の生産機械製造会社等に関する調査報告書　昭和１８．
１０

-

中央-軍事行政軍需動員-360 科学技術資料　丙第４２号　昭和１９．８ 技術院調査課

中央-軍事行政軍需動員-361 試験要報綴　昭和１９．６～２０．８ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政軍需動員-362 戦時研究計画　昭和１９．３ 技術院

中央-軍事行政軍需動員-363 中央計画　第３冊（鉱業．工業）　昭和１８ 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-364 中央計画　第４冊（化学工業）　昭和１８ 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-365 中央計画　第５冊（人口．都市）　昭和１８年 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-366 中央計画　第５冊（工業地帯）　昭和１８年 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-367 中央計画　第６冊（電力交通）　昭和１８ 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-368 中央計画資料（農業）　昭和１８．６ 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-369 国策計画綴　昭和１８ 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-370 国策計画綴　昭和１８ 高嶋少将史料



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-371 第１０回（電波兵器）行政査察　昭和１９．７ （株）川西機械製作所

中央-軍事行政軍需動員-372 第１０回行政査察（電波兵器資料）　昭和１９．７ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-373 原価計算に関する綴　その３　昭和１５ -

中央-軍事行政軍需動員-374 科学技術政策に関する調査（１）　独逸の部　昭和１５．９ 企画院（堀岡部長）

中央-軍事行政軍需動員-375
科学技術政策に関する調査（１）　独逸の部　１／２　昭和１５．９～
１６．５

企画院（堀岡部長）

中央-軍事行政軍需動員-376 科学技術政策に関する調査（２）　ソ連の部　昭和１４～１６年 企画院（堀岡部長）

中央-軍事行政軍需動員-377 科学技術政策に関する調査（３）　米国の部　昭和１４～１６年 企画院第７部編

中央-軍事行政軍需動員-378
科学技術政策に関する調査（４）　その１　輿論　昭和１３年～１６
年

企画院第７部編

中央-軍事行政軍需動員-379
科学技術政策に関する調査（４）　その２　輿論　昭和１３年～１６
年

企画院第７部編

中央-軍事行政軍需動員-380 物資動員計画　昭和２０年度 軍需省

中央-軍事行政軍需動員-381 重要物資需給対照及補填対策一覧表　昭和１４年度 企画院

中央-軍事行政軍需動員-382 物動計画　昭和１４年度 企画院

中央-軍事行政軍需動員-383 鉄鋼生産力拡充計画　昭和１５．１２ 企画院

中央-軍事行政軍需動員-384 委嘱打合会結果取纒　昭和１８．９ 調査研究連盟

中央-軍事行政軍需動員-385 研究原簿仮綴　昭和２０．３～５ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政軍需動員-386 科学技術研究機関連絡会議々事速記録　昭和１８．３ -

中央-軍事行政軍需動員-387 技術院賞関係業績調書　昭和１９．１１ 総務部創意課

中央-軍事行政軍需動員-388
マグネシウム合金鋳物の「狂い」と其の防止法の研究記事　昭和１
０．４

陸軍航空本部

中央-軍事行政軍需動員-389 酸素水素熔接の研究　昭和１３．６ 陸軍造兵廠名古屋工廠

中央-軍事行政軍需動員-390 軍需動員実施概況報告綴　昭和１６．４ 忠海製造所

中央-軍事行政軍需動員-391 軍需動員実施の概況並に意見期別報告　昭和１６．６ 板橋製造所

中央-軍事行政軍需動員-392 第１０陸軍技術研究所諸規定　昭和１８．６～２０．４ -

中央-軍事行政軍需動員-393 重要農林水産物生産計画概要　昭和１７年度 農林省総務局

中央-軍事行政軍需動員-394 昭和１９年度重要実験研究年報　昭和２０．３ 社長室研究部

中央-軍事行政軍需動員-395 聖戦技術協会新配備要綱　昭和２０．５ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-396 満支視察関係資料綴　其の３　昭和１０～１６ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-397 国土計画執務資料　第１部第３課（工業）　昭和１７．４～１０ -

中央-軍事行政軍需動員-398 国土計画執務資料　第１部第３課（工業）　昭和１７．５～１８．７ -

中央-軍事行政軍需動員-399
国土計画執務資料　第１部第３課（農業．林業．畜産）　昭和１７．
４～１０

-

中央-軍事行政軍需動員-400 整備計画に関する綴　昭和２０年 海軍器材班

中央-軍事行政軍需動員-401 原価計算に関する綴　その１　昭和１０～１５年 -

中央-軍事行政軍需動員-402 召集解除希望者名簿　昭和１９．８～１１ 東光電球硝子（株）

中央-軍事行政軍需動員-403 賃金に関する諸規則　昭和１３．５ 立川飛行機（株）

中央-軍事行政軍需動員-404 昭和１４年度物動計画　民需地域別用途別配当表　昭和１４．５ 企画院

中央-軍事行政軍需動員-405 セレン整流の生産向上方策　昭和２０．５ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-406 原価計算実施規定　昭和１５．６ 立川飛行機（株）



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-407 第２次期間計画（石炭ガス）　昭和１１．３ -

中央-軍事行政軍需動員-408 研究隣組　昭和１８．６～１９．１１ 技術院総務部長

中央-軍事行政軍需動員-409 輸送関係書類綴　昭和１５年度 北参部隊

中央-軍事行政軍需動員-410 戦時食糧増産関係　昭和２０年 山形県警察

中央-軍事行政軍需動員-411 重要実験研究年報　昭和１８年度 日本製鉄（株）

中央-軍事行政軍需動員-412 特殊鋼について　昭和１４～１５年 錦織　清治

中央-軍事行政軍需動員-413 主要研究現況表　昭和２０年度 陸軍各造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-414 仕様書綴　昭和２０．４ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政軍需動員-415 諸規定規則等綴　昭和１９年 浜松監督班

中央-軍事行政軍需動員-416 鉄鋼関係文書　昭和１３～１７年 企画院

中央-軍事行政軍需動員-417 物資動員計画　昭和１４年度 -

中央-軍事行政軍需動員-418 調査研究（第２～８号）　昭和１９．８～１０ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-419 木材　昭和１４～１７年 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-420 石炭と銑鉄との結合荷役施設関係封書　昭和２０．３ 七尾市助役

中央-軍事行政軍需動員-421 毎月勤労統計　昭和２０．２ 内閣統計局

中央-軍事行政軍需動員-422 工程管理関係綴　昭和１６～１７年 -

中央-軍事行政軍需動員-423 作業課事務取扱便覧 陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-424 工場労務者１月末人員指数　昭和２０．１ -

中央-軍事行政軍需動員-425 技術研究所施設に関する綴　昭和２０．５ 熊谷大佐

中央-軍事行政軍需動員-426 拡充別機械並に所要資材一覧表　タングステン関係 -

中央-軍事行政軍需動員-427 技術課事務取扱便覧 陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-428 研究資料綴　昭和１５～１８年 -

中央-軍事行政軍需動員-429 新機構（第１案）　昭和１５．１ 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-430 国民配置計画（第１次試案）　昭和１８年 企画院第３部（高嶋少将史料）

中央-軍事行政軍需動員-431 電球産業の声明・軍用道路規格　昭和１３～１８年 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-432 作戦資材集積参考事項　昭和２０．７ 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-433
日満支自活自戦態勢強化に対する緊急措置要綱（案）　昭和１９．
１０

高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-434 皇戦参考　昭和１３．１２ 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-435 特許収用令　昭和１２．１０ 商工次官

中央-軍事行政軍需動員-436
第１０回（電波兵器）行政査察に関する　内閣閣参号外に依る会社
提出資料　昭和１９．６

東芝電気（株）

中央-軍事行政軍需動員-437
第１０回（電波兵器）行政査察　経理班　説明資料　昭和１７～１９
年

川西機械製作所

中央-軍事行政軍需動員-438
開戦直後の上海労働問題の現状と対満労力供出問題　昭和１６．
１２

-

中央-軍事行政軍需動員-439 測量内規説明書 -

中央-軍事行政軍需動員-440 １５年度以降国家総動員計画設定方針　閣議決定　昭和１４．６ -

中央-軍事行政軍需動員-441 物資配給の部規定綴　昭和１７．１～１９．１２ 作業部第７課

中央-軍事行政軍需動員-442
第１０回（電波兵器）行政査察に関する　内閣参号外に依る会社提
出資料　昭和１９．６

東芝電気　柳町工場



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-443 第１回科学動員協力委員会議案　昭和１７．５ 科学動員協会

中央-軍事行政軍需動員-444 東芝軽電機製造所査察報告　昭和１９．６ -

中央-軍事行政軍需動員-445 第１回総力戦机上演習経済戦処置書　昭和１６．８ 経済戦審判部

中央-軍事行政軍需動員-446 東芝軽電機製造所　小田栄町工場査察報告　昭和１９．６ -

中央-軍事行政軍需動員-447 住友通信工業（株）　大津製造所行政査察書類　昭和１９．５ -

中央-軍事行政軍需動員-448 規律ある職工の養成に就て　大正６．４ 松濤生稿

中央-軍事行政軍需動員-449 戦場に於ける電力の利用　大正８年 松谷誠陸軍工兵中尉

中央-軍事行政軍需動員-450 発翰来翰綴　昭和１７年度 作業課

中央-軍事行政軍需動員-451 満支視察関係資料綴　其の２　昭和１０～１６ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-452 潤活油関係綴　昭和１９．２ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-453 八幡製鉄所綴　昭和１８年 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-454 汎用電気機械需給調整実施要領　昭和１９．３ 軍需機械局

中央-軍事行政軍需動員-455 事変下２個年間に施ける日本軍需輸入の実況　昭和１４．１１ 満鉄・上海事務所調査室

中央-軍事行政軍需動員-456 工程管理綴　昭和１０～１５年 -

中央-軍事行政軍需動員-457 第７回研究課題答申戦争に伴う貿易指導　昭和１６年度 総力戦研究所

中央-軍事行政軍需動員-458 原価計算に関する綴　その２　昭和１５．３ -

中央-軍事行政軍需動員-459 作業研究　昭和１７．１２ 企画部能率課

中央-軍事行政軍需動員-460 新聞の整理統合関係書類　昭和１７ -

中央-軍事行政軍需動員-461 ４式木製大発動艇研究原簿　昭和１９．１２ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政軍需動員-462 防空施設研究会　第４分科第１小委員会報告書　昭和１２．６ -

中央-軍事行政軍需動員-463 住通送信管排気技術見学議事録　昭和１９．８ -

中央-軍事行政軍需動員-464 徴発馬匹に関する調査書類　明治３１．１２ 編制主任

中央-軍事行政軍需動員-465 国民研究会議報告書　第１０２号　正誤表　昭和１３年 -

中央-軍事行政軍需動員-466 住友通信工業（株）玉川向製造所　行政査察書類　昭和１９．５ -

中央-軍事行政軍需動員-467 状況報告書　昭和１９．７ 松下電器産業（株）

中央-軍事行政軍需動員-468 石炭増産に対する電気の活用　昭和１８．３～１９．１０ 電気学術研究審議会

中央-軍事行政軍需動員-469 工業会計関係簿票 -

中央-軍事行政軍需動員-470 真空管用材料回収利材状況調査表　昭和１７年 日立製作所　茂原工場

中央-軍事行政軍需動員-471 工程管理関係綴　昭和１５～１７ -

中央-軍事行政軍需動員-472 毎月勤労統計　昭和１９．１２ 内閣統計局

中央-軍事行政軍需動員-473 作業研究の指針附録　昭和１１．６ 猿谷吉太郎中佐

中央-軍事行政軍需動員-474 ５式大型発動艇研究原簿　昭和１８．１０～２０．３ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政軍需動員-475 倉庫課長綴　昭和２０．４～９ -

中央-軍事行政軍需動員-476 隷下部隊長会同に関する綴　昭和２０．７ 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-477 陸軍地金仮規格 -

中央-軍事行政軍需動員-478 工場管理法 陸軍東京実業講習会



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-479 工事関係書類綴　昭和１４年 -

中央-軍事行政軍需動員-480 熔接研究所関係綴　昭和１９．２ 総務部長

中央-軍事行政軍需動員-481 製鉄鋼業原価計算の概要　昭和１５．１１ 市川　藤吉

中央-軍事行政軍需動員-482 機秘密書類保管原簿　昭和１８年度 技術研究所

中央-軍事行政軍需動員-483 科学技術抄録（乙）　昭和１８．７～９ 技術院第４部

中央-軍事行政軍需動員-484 輸送関係綴　昭和１９．３ 技術院

中央-軍事行政軍需動員-485 事業場附設技術者養成所調査報告　昭和１９．８ 技術院

中央-軍事行政軍需動員-486 真空管量産研究報告（案）　昭和１９．５ 東京工業大学長

中央-軍事行政軍需動員-487 研技会　昭和１８．９ 電気試験所長

中央-軍事行政軍需動員-488 中央計画素案　昭和１８．１０ 第１部第３課

中央-軍事行政軍需動員-489 中央計画素案（第２部地域別方針） -

中央-軍事行政軍需動員-490 中央計画素案（第３部地方計画に関する事頃） -

中央-軍事行政軍需動員-491 蒙古綴　昭和１９．５ 大東亜省

中央-軍事行政軍需動員-492
各年研究事項綴（無溶剤火薬．消焔薬．パルプ製火薬等）　大正１
３～昭和４

-

中央-軍事行政軍需動員-493 陸軍地金調査研究彙報（軽合金研究報告）　大正１４．１０ 陸軍科学研究所

中央-軍事行政軍需動員-494 第１０回（電波兵器）行政査察　昭和１９．７ （株）日立製作所

中央-軍事行政軍需動員-495 第１０回（電波兵器）行政査察　昭和１９．６ （株）川西製作所大久保工場

中央-軍事行政軍需動員-496 第１０回行政査察（電波兵器）　昭和１９．６ 東京芝浦電気（株）

中央-軍事行政軍需動員-497
第１０回行政査察（電波兵器）　設備班会社提出関係資料　昭和１
９．６

東芝電気（株）　電子研究所

中央-軍事行政軍需動員-498
第１０回（電波兵器）行政査察に関する会社提出資料（勤労班の
部）　昭和１９．６

東芝電気（株）

中央-軍事行政軍需動員-499 科学技術非常動員措置綴　昭和１９年 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-500 研究実施計画綴　昭和１９年度 総務科

中央-軍事行政軍需動員-501 陸軍造兵廠作業計画綴　昭和２０年度 造兵部造兵課

中央-軍事行政軍需動員-502
戦争遂行上軍需生産の為　政府及陸軍の採りたる戦争経済施策
の具体的経緯と其の影響　昭和２１．３．１０

-

中央-軍事行政軍需動員-503 経理関係調書 東芝電気（株）電子研究所

中央-軍事行政軍需動員-504 全国官民研究機関一覧（年度経費１０万円以上）　昭和１９．１０ 技術院研究動員部

中央-軍事行政軍需動員-505
日本に於けるイオン化大気層研究の現状と最近の成果　昭和１
０．１０

箕原勉博士

中央-軍事行政軍需動員-506 陸軍物資統制規則及附属規則　昭和１５．３ -

中央-軍事行政軍需動員-507 陸軍兵器行政本部　昭和１７．１０～１８．６ 電気試験所長

中央-軍事行政軍需動員-508 会社概況　昭和１８～１９年 岩城硝子（株）

中央-軍事行政軍需動員-509
第１０回（電波兵器）行政査察報告書（電波兵器決戦生産態勢整
備要綱）　昭和１９．７

堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-510 第１０回電波兵器行政査察　昭和１９．７ （株）川西製作所岐阜工場

中央-軍事行政軍需動員-511 第１０回（電波兵器）行政査察　昭和１９．７ 東芝電気（株）大阪工場

中央-軍事行政軍需動員-512 科学技術関係綴　昭和１９年 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-513 動員下に於ける重要研究課題　昭和１９年度 文部省科学局

中央-軍事行政軍需動員-514 南方諸会社一覧表　昭和２１．２調 経済部南方課



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-515 工場経営に関する書類 -

中央-軍事行政軍需動員-517 軍需工業原料品調査書（鉱産の部）　昭和９．１ 関東軍参謀部

中央-軍事行政軍需動員-518 研究計画　昭和１９～２０年度 第５陸軍技術研究所

中央-軍事行政軍需動員-519 昭和社に於ける部品管理の現況に就て　昭和２０．２ 昭和飛行機工業（株）

中央-軍事行政軍需動員-520 研究所の施設編成機構の概要　昭和２０．８．３１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政軍需動員-521 工業概論　大正９年 陸軍東京実業講習会

中央-軍事行政軍需動員-522 国勢調査（２０～４０才男）　昭和１５．１０．１調 総理府統計局

中央-軍事行政軍需動員-523 興亜技術委員会経過説明書　昭和１６．９ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-524 行政査察に関する資料　昭和１９．７ （株）北蒲製作所

中央-軍事行政軍需動員-525 行政査察に対する提出資料 東京無線電機（株）

中央-軍事行政軍需動員-526 真空管生産状況説明 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-527 第８階火薬会議　配布書類一式 陸軍技術本部

中央-軍事行政軍需動員-528 毎月勤労統計　昭和９．１１ 内閣統計局

中央-軍事行政軍需動員-529 多摩陸軍技術研究所　昭和１８．７～１９．６ 電気試験所長

中央-軍事行政軍需動員-530
第１０回（電波兵器）行政査察に関する内閣閣参号外に依る会社
提出資料　昭和１９．６

東芝電気（株）

中央-軍事行政軍需動員-531 部外嘱託者「イロハ」名簿　昭和１７．１０ 陸軍兵器行政本部技術部

中央-軍事行政軍需動員-532 嘱託者人名簿　昭和１７．１０ 陸軍兵器行政本部技術部

中央-軍事行政軍需動員-533 技術院．官制．分掌規程．職員録　昭和１７～１８年 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-534 主要学会連絡会関係綴　昭和１９．１２ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-535 第２次期間計画非金属鉱物　昭和１１．４ 陸軍省整備局戦備課

中央-軍事行政軍需動員-536 第２次期間計画工作機械　昭和１１．４ 陸軍省整備局戦備課

中央-軍事行政軍需動員-537 総動員機関の組織（参考案）　昭和１３．６ 企画院総務部

中央-軍事行政軍需動員-538 軍需品生産状況調査表　昭和２０年度 航空弾薬

中央-軍事行政軍需動員-539 真空管部品内訳表等　昭和１９．５ -

中央-軍事行政軍需動員-540 科学兵器に関する口述要旨 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-541 暫定期間計画表　昭和７．３～９．４ 資源局

中央-軍事行政軍需動員-542 小倉工廠作業成績表　昭和５～１８年度 小倉工廠作業課

中央-軍事行政軍需動員-543 暫定期間計画表　昭和７．３ 資源局

中央-軍事行政軍需動員-544 暫定期間計画表　昭和７．３ 資源局

中央-軍事行政軍需動員-545 砲兵の化学戦教育に就て　昭和７．８ 野戦砲兵学校　宮本大尉

中央-軍事行政軍需動員-546 化学戦に関する講述録　普通科砲兵学生用　昭和９年度 松井少佐

中央-軍事行政軍需動員-547 輜重勤務講授録上巻（原則の部）　昭和１４年 陸軍大学校

中央-軍事行政軍需動員-548 東京師団召集徴発雇傭事務規程　昭和１６．２ 近衛師団司令部

中央-軍事行政軍需動員-549 電力国策実施要綱に関する件　昭和１６．４ -

中央-軍事行政軍需動員-550 女子従業員服装に関する件等　昭和１７．３ -

中央-軍事行政軍需動員-551 国難打開課題（第２集）　昭和１７．３ 全日本科学技術団体連合会



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-552 南方経済対策　昭和１７．７～８ 第６委員会

中央-軍事行政軍需動員-553 大東亜建設課題　昭和１８．５ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-554 戦力増強上大東亜主要鉱産　資源の開発利用方策　昭和１８．９ 専門委員　川島三郎

中央-軍事行政軍需動員-555 第６回行政査察　昭和１９．２ -

中央-軍事行政軍需動員-556 第２回試案（真空管生産）　昭和１９．５ 八木主任　研究員

中央-軍事行政軍需動員-557 真空管の飛躍的増産研究　第１回試案　昭和１９．５ 八木主任研究員

中央-軍事行政軍需動員-558 発翰来翰綴　昭和２０．１～７ 小倉陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-559 送電線搬送綴　昭和２０．５ 参謀本部第１１課

中央-軍事行政軍需動員-560 内地各工業に於ける燃料及　動力使用額調　昭和１２～１４年 軍需省　田中軍需官

中央-軍事行政軍需動員-561 経済基本資料　－１　昭和１６年度 田中調査官

中央-軍事行政軍需動員-562 経済基本資料　－２　昭和１６年度 田中調査官

中央-軍事行政軍需動員-563 経済基本資料　－３　昭和１６年度 田中調査官

中央-軍事行政軍需動員-564 国民勤労動員計画並勤労需給　昭和１６年 厚生省

中央-軍事行政軍需動員-565 重要物資の配給統制　昭和１６年８月現在 商工省特別室

中央-軍事行政軍需動員-566 簡易低温乾溜火戸急設に関する件　昭和１６．９ 燃料局

中央-軍事行政軍需動員-567 物動計画における　各種製品等配給系統図等　昭和１６年 軍需省

中央-軍事行政軍需動員-568 製品物動関係綴　昭和１６～１８年 田中軍需官

中央-軍事行政軍需動員-569 自動車工業拡充整備関係綴　昭和１６～１９年 田中軍需官

中央-軍事行政軍需動員-570 南洋海運事情　昭和１７年 田中軍需官

中央-軍事行政軍需動員-571
各製造工程に使用する　設備機械器具各調査報告書　昭和１７．
７

産業機械統制会

中央-軍事行政軍需動員-572 木材関係　昭和１７～１８年度 軍需省　田中調査官

中央-軍事行政軍需動員-573 物資動員関係綴　昭和１７～１９年 田中調査官

中央-軍事行政軍需動員-574 琵琶湖開発に関する件　昭和１８．９ 企画院

中央-軍事行政軍需動員-575 タール製品増産関係綴　昭和１８年 田中調査官

中央-軍事行政軍需動員-576 特殊関係土木工事用資材調書（水道用）　昭和１８年 軍需省　田中軍需官

中央-軍事行政軍需動員-577 液体燃料物資動員計画綴　昭和１８年 田中調査官

中央-軍事行政軍需動員-578 一般民需機械器具資料換算表　昭和１８年度 -

中央-軍事行政軍需動員-579 労務関係綴　昭和１８～１９年度 軍需省　田中軍需官

中央-軍事行政軍需動員-580 改訂石炭物動計画大綱（案）等　－１　昭和１９年度 軍需省

中央-軍事行政軍需動員-581 改訂石炭物動計画大綱（案）等　－２　昭和１９年度 軍需省

中央-軍事行政軍需動員-582 小運送資料綴　１／２　昭和１８～１９ 田中軍需官

中央-軍事行政軍需動員-583 小運送資料綴　２／２　昭和１９年 田中軍需官

中央-軍事行政軍需動員-584 勤労査察調査関係資料（其の１）　昭和１９年 田中調査官

中央-軍事行政軍需動員-585 勤労査察調査関係資料（其の２）　昭和１９年 田中調査官

中央-軍事行政軍需動員-586 室蘭港石炭関係資料綴　昭和１９年 室蘭管理部

中央-軍事行政軍需動員-587
北海道下芦別炭坑専用鉄道　第２坑延長問題につきて　昭和１
９．６

桑原技師



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-588 北海道並田川地区炭礦別報告　昭和１９．７ 第９回行政査察第１３班石炭班

中央-軍事行政軍需動員-589 尼崎住友金属鋼管工場　輸送問題に就て　昭和１９．７ 桑原鉄道官

中央-軍事行政軍需動員-590 故農機具類の回収利用に関する件　昭和１９．８ 軍需省農商務省

中央-軍事行政軍需動員-591 軽車両物動資材調査表　昭和１９年 自動車局

中央-軍事行政軍需動員-592 電池木炭等所要量　昭和１９年度 軍需省

中央-軍事行政軍需動員-593 産業動員関係綴 産業機械統制会

中央-軍事行政軍需動員-594 各県別工場附帯設備 -

中央-軍事行政軍需動員-595 軍事上の見地より　器械工業に対する希望に就て　大正６．３ 吉田砲兵大佐

中央-軍事行政軍需動員-596 暫定期間計画調書配布目録　昭和７．２ 資源局

中央-軍事行政軍需動員-597
昭和１４年１月～３月に於ける輸出計画実行に必要なる原料．材
料要輸入量　昭和１３．１２

-

中央-軍事行政軍需動員-598 立川航空機　視察記録　昭和１４．６ 足原調査員収集

中央-軍事行政軍需動員-599 陸軍物資統制規則解説（陸支普第１８２６号）　昭和１５．８ 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-600 陸軍物資統制規則解説（陸支普第１８２６号）　昭和１５．８ 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-601 国防技術委員会概要　昭和１５．９ 日本技術協会

中央-軍事行政軍需動員-602 熱地に於ける軍用「ゴム」の応急対策に関する報告　昭和１６．８ 陸軍技術本部　第８研究所

中央-軍事行政軍需動員-603 技術調査綴（ヂニトロクロルベンゾール関係）　昭和１６年度 東京第２造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-604 技術調査綴（ラッカー綿）　昭和１６年度 作・調査

中央-軍事行政軍需動員-605 技術調査綴（クＣ剤）　昭和１６年度 作業調調査班

中央-軍事行政軍需動員-606 技術調査報告原稿（精綿及特種精綿）　昭和１７年度 作業課技術調査班

中央-軍事行政軍需動員-607 技術調査報告原稿（クＣ）　昭和１７年度 作業課技術調査班

中央-軍事行政軍需動員-608 敵産米英特許の公開　昭和１７．３ 堀岡史料

中央-軍事行政軍需動員-609 大政翼賛会調査会資料　第３集（科学技術）　昭和１７．１１ -

中央-軍事行政軍需動員-610 第１回東亜道路　技術会議趣旨並要綱　昭和１７．４ 堀岡部長

中央-軍事行政軍需動員-611 地方別主要産業会社名簿　昭和１９．３
財団法人科学動員協会（堀岡史
料）

中央-軍事行政軍需動員-612 昭和１９年度軍需動員会議書類綴　昭和１９．５～６ 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-613 決戦産業能率昂揚展資料集　昭和２０．２ 京都府商工経済会

中央-軍事行政軍需動員-614 錫地金分析方法　昭和３．６～４．４ 陸軍科学研究所等

中央-軍事行政軍需動員-615 鉄及鋼硫黄分析方法　昭和３．１０～５．１ 陸軍科学研究所等

中央-軍事行政軍需動員-616 アルミニウム地金分析方法　昭和４．４～５．６ 陸軍科学研究所等

中央-軍事行政軍需動員-617 ニッケル地金分析方法　昭和５．２～６．７ 陸軍科学研究所等

中央-軍事行政軍需動員-618 民間会社の購買推移の参考　昭和１５年 在独武官室

中央-軍事行政軍需動員-619 部外科学者に対する研究要望事頃　昭和１７．１１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政軍需動員-620 包装関係綴　昭和１９年 技術院総務部長

中央-軍事行政軍需動員-621 兵器生産金額図表　昭和１６～２０年 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-622 総力戦略研究　昭和１３．１２ 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-623 総建設戦国家体制実施建議書　昭和１５年 高嶋少将史料



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-624 国策計画綴　昭和１７年 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-625 中央計画　第１冊　総括　昭和１８年 第１部第３課長

中央-軍事行政軍需動員-626 中央計画　第２冊　地域・厚生　昭和１８年 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-627 整備計画　昭和２０年度 陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-628 軍需品整備状況調査表　昭和２０年度 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-629 軍需品工場配置図　昭和２０．８ 東京第１陸軍造兵廠

中央-軍事行政軍需動員-630 本部．造兵廠整備計画表　昭和２０年度 火砲

中央-軍事行政軍需動員-631 重点兵器生産状況調査表　昭和２０年度 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-632 昭和２０年１～４月　整備計画　昭和１９．１２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政軍需動員-633 昭和２０年度整備計画附表　昭和２０．２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政軍需動員-634 生産金額調査表　昭和２０年度 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-635 生産状況並に金額表　昭和２０年度 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-636 軍需品整備状況調査表　昭和２０年度 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-637 軍需品生産額調査表　昭和１９年度 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-638 研究機関に関する資料　昭和２０．９ 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-639 整備計画表綴　昭和１９年度以降 造２飯島雇員

中央-軍事行政軍需動員-640 軍管区別兵器　製造設備能力分布状況表　昭和２０．５ 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-641 各造兵廠作業計画表綴　昭和２０年度 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-642 整備品生産状況報告綴（２）　昭和１９年度 作業課管理掛

中央-軍事行政軍需動員-643 地上兵器生産状況調査表　昭和２０年度 造兵課

中央-軍事行政軍需動員-644 重要工場疎開実施要綱　昭和１９．３ 軍需省航空兵器総局

中央-軍事行政軍需動員-645 国策計画綴　昭和１７年 高嶋少将史料

中央-軍事行政軍需動員-646 軍需省の設置と産業界　昭和１８．１１ 大東亜経済研究所事務局

中央-軍事行政軍需動員-647 ２０年の歩み　昭和３４．９ 船川製油所

中央-軍事行政軍需動員-648 「金と物」戦時財政等　昭和１２～１６年 陸軍大佐　稲留勝彦資料

中央-軍事行政軍需動員-649 トラック及小運搬具保有量並に所要量調　昭和１９．９ 軍需省

中央-軍事行政軍需動員-650 軍需品処理を繞る情報　昭和２０～２１年 陸軍大佐　稲留勝彦資料

中央-軍事行政軍需動員-651 国民勤労事務提要　昭和１３．４～２０．２ 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-652 国民勤労事務提要　昭和１３．４～２０．２ 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-653 陸軍軍需品工場予算統制要綱　昭和１６．７ 陸軍主計団記事発行部

中央-軍事行政軍需動員-654 軍需省職員録　昭和１９年７月１日現在 軍需大臣官房秘書課編纂

中央-軍事行政軍需動員-655 昭和２０年度　第１／４半期物動計画報告　２０．６．１５ 軍務局第１課

中央-軍事行政軍需動員-656 陸軍管理工場名簿（府県別）　昭和１７年１２月調 陸軍省整備局戦備課

中央-軍事行政軍需動員-657 工業規制地域及工業建設地域に就て　昭和１７年６月 商工省総務局

中央-軍事行政軍需動員-658
陸軍管理工場名簿（音別・府県別・代表者）　昭和１７年（３．５．７
月）

陸軍省整備局（工政課）

中央-軍事行政軍需動員-659 府県別陸軍監督工場名簿　昭和１７年５月 陸軍省整備局（工政課）



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-660 昭和１８年度　指定工場事業場名簿　昭和１７年５月 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-661 軍需動員に関する講話案　昭和７年～９年
斎藤弥平太陸軍大佐及び　長
谷川治良陸軍中佐

中央-軍事行政軍需動員-662 陸軍省関係史料綴　昭和１６年～１９年 陸軍省　整備局　兵務局他

中央-軍事行政軍需動員-663 地下資源調査報告書綴 -

中央-軍事行政軍需動員-664
終戦に於ける　南方陸軍軍政地域事業記録表　昭和２１年６月６
日

第１復員省資材課

中央-軍事行政軍需動員-665 総動員法第１３条の研究 -

中央-軍事行政軍需動員-666 軍用資源調査参考書　大正８年４月 参謀本部

中央-軍事行政軍需動員-667
抗戦力判断資料　第５号（其１）　第１編　物的資源力より見たる米
国の抗戦力　昭和１７年３月

陸軍省主計課別室

中央-軍事行政軍需動員-668 昭和１５年度　物資動員計画概要 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-669 東亜ニ於ケル重要物資　自給力調査　総括篇　昭和１６年１２月 -

中央-軍事行政軍需動員-670 軍需工場所在図　昭和１３年４月１日調 作業部

中央-軍事行政軍需動員-671 調査彙報集第五号　鉱山資源ヨリ観タル東亜共栄圏ノ建設ト作戦 陸軍兵器本部

中央-軍事行政軍需動員-672
特別研究資料　高嶋少将史料　総力戦研究資料　第６輯　前第５
輯の続稿祭政一致と日蓮義

大日本経済研究所　原　真平

中央-軍事行政軍需動員-673 陸軍製絨廠配置要図　森川史料 陸軍省整備局

中央-軍事行政軍需動員-674 東北並北陸地方管理工場視察細部計画表　森川史料 陸軍省整備局工政課

中央-軍事行政軍需動員-675
敵の航空工業破壊企図及東海地方航空工業震害非常対策　森川
史料

軍需省

中央-軍事行政軍需動員-676 12月(航空機）生産予定報告　森川史料 東海軍需監理部第１監理課長

中央-軍事行政軍需動員-677 補給部詳報　森川史料 陸軍震災救護委員

中央-軍事行政軍需動員-678 昭和19年度物資動員計画　森川史料 森川時夫中佐

中央-軍事行政軍需動員-679 兵站総監部会同研究に関する綴　森川史料 陸軍省整備局工政課

中央-軍事行政軍需動員-680 第二次会同研究経済的現地自活に関する研究議題 参謀本部兵站総監部

中央-軍事行政軍需動員-681 朝鮮軍需産業指導要領(決定案）森川史料 陸軍省

中央-軍事行政軍需動員-682 交通施設整備拡充方策答申参考案説明書　森川史料 -

中央-軍事行政軍需動員-683 航空工業の急速拡充対策　森川史料 陸軍航空本部第3課

中央-軍事行政軍需動員-684 南方工業処理進捗要領一覧表(在支押収工場を含む）森川史料 陸軍省工政課

中央-軍事行政軍需動員-685 生産能率増進方策要綱(案)　森川史料 企画院第３部

中央-軍事行政軍需動員-686 昭和１８年度生産拡充計画策定要領　森川史料 -

中央-軍事行政軍需動員-687
「ラナオ」湖並「アグス」川第二次調査概要　森川史料　昭和１８年
11月

台湾電力株式会社

中央-軍事行政軍需動員-688 生産関係者懇談会議事概要　森川史料 -

中央-軍事行政軍需動員-689 学校転用の経緯　森川史料 -

中央-軍事行政軍需動員-690 臣民の徴用に関する件　森川史料 陸軍省整備局工政課

中央-軍事行政軍需動員-691 大東亜戦争末期燃料関係綴 陸軍燃料本部他

中央-軍事行政軍需動員-692 「作業用」綴　戦時国防資源需給状態調査　住谷悌史資料 住谷悌

中央-軍事行政軍需動員-693 女子工員使用状況並に之に対する意見
某陸軍作業庁　陸軍航空本部
複写

中央-軍事行政軍需動員-694 工場現場に於ける勤労管理の参考 陸軍省建築課

中央-軍事行政軍需動員-695 時局兵備充実の急務 陸軍省調査班



令和４年８月２日

中央-軍事行政軍需動員-696 戦時に対する戦力の統制に就て 陸軍省軍事調査部

中央-軍事行政軍需動員-697 日本兵器工業会資料連合軍司令部提出書類 兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-1 陸軍各種火砲諸元表　１／７ -

中央-軍事行政兵器-2 陸軍各種火砲諸元表　２／７ -

中央-軍事行政兵器-3 陸軍各種火砲諸元表　３／７ -

中央-軍事行政兵器-4 陸軍各種火砲諸元表　４／７ -

中央-軍事行政兵器-5 陸軍各種火砲諸元表　５／７ -

中央-軍事行政兵器-6 陸軍各種火砲諸元表　６／７ -

中央-軍事行政兵器-7 陸軍各種火砲諸元表　７／７ -

中央-軍事行政兵器-8 日本の戦車（機甲）の歩み　大正５．９．１５～昭和２０．８．１５ 陸軍中将　玉田美郎

中央-軍事行政兵器-9 大東亜戦争中に於ける陸軍技術本部　試作兵器関係綴（１） -

中央-軍事行政兵器-10 大東亜戦争中に於ける陸軍技術本部　試作兵器関係綴（２） -

中央-軍事行政兵器-11 大東亜戦争中に於ける陸軍技術本部　試作兵器関係綴（３） -

中央-軍事行政兵器-12 ３８式歩兵銃図解　及び諸元 -

中央-軍事行政兵器-13 ３８式歩兵銃図解　及び諸元 -

中央-軍事行政兵器-14 兵器生産状況調査表　１９４１～１９４５ -

中央-軍事行政兵器-15 米英戦車の概要と対戦車攻撃の参考　昭１７．１１．９ 捜索第５１連隊

中央-軍事行政兵器-16 兵器検査の著眼　昭１５．４ 陸軍士官学校

中央-軍事行政兵器-17 大阪陸軍造兵廠　第１陸軍技術研究所　関係書類綴　昭１９ -

中央-軍事行政兵器-18 十条兵器製造所分工場配置図　昭３．４．１ -

中央-軍事行政兵器-19 有線操縦装置「い」号 陸軍技師　高野泰秋

中央-軍事行政兵器-20 風船爆弾の秘密 サンデー日本

中央-軍事行政兵器-21 陸軍火薬史年表　昭４３．９ 長谷川治良

中央-軍事行政兵器-22 火縄銃 所　荘吉

中央-軍事行政兵器-23 技術報国５０年の回顧　昭４２．１０
元陸軍中将　陸軍兵器行政本
部長　菅晴次

中央-軍事行政兵器-24 陸軍主要化学兵器　性状一覧表　昭１３．５ 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-25 旧陸軍武器　図面一覧図 -

中央-軍事行政兵器-26 各種火砲諸元表 -

中央-軍事行政兵器-27 造兵廠現有設備　能力概見表　昭１７．１１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-28 火炎放射機の歴史　火炎及び発煙資料 陸幕．化学課器材班　長沢３佐

中央-軍事行政兵器-29 試験報告（要報）綴　昭和１９年度 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-30 支那事変兵器蒐録　第１～４集　昭１３ -

中央-軍事行政兵器-31 支那事変兵器蒐録　第６～８集　昭１３ -

中央-軍事行政兵器-32 試製４式高射算定具　基本設計覚書
元技術研究所々員　陸軍少佐
岡本正彦

中央-軍事行政兵器-33 装甲列車（歩兵車）兵器表　昭８．２ 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-34 火砲製造の想い出 酒井　亀久次郎



令和４年８月２日

中央-軍事行政兵器-37 第２次大戦後における科学技術と戦争との相互作用 木内　三生

中央-軍事行政兵器-38 兵器業務指導方針　昭和１４年度 基隆重砲兵連隊

中央-軍事行政兵器-39 戦車装備に関する綴　昭１４ -

中央-軍事行政兵器-40 兵器関係綴｛兵政本　整備局戦備課　関東軍｝　昭和２０ 服部大佐保管

中央-軍事行政兵器-41 隷下部隊長会同の際の兵器生産　状況報告　昭和２０．３ 仁川陸軍造兵廠

中央-軍事行政兵器-42 列強技術制度　昭和１５．１１ 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-43 国軍新兵器便覧　昭和２０．４．２３ 東部第１３部隊

中央-軍事行政兵器-44 研究報告綴　昭和１９年度 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-45 研究報告（１）　昭和２０ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-46 研究報告（２）　昭和２０年度 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-48 調査年報　第１２巻追加 陸軍技術本部　調査班

中央-軍事行政兵器-49 ５式高速輸送艇研究原簿　昭和１９ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-50 １８７１年戦に於ける　弾薬補給の沿革記　昭和４６ 参謀本部

中央-軍事行政兵器-51 ４１糎榴弾砲　照準用電動装置説明書　昭和１６．１２ 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-52 「タ」弾の説明　昭和１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-53 兵器弾薬表　明治２７．５ -

中央-軍事行政兵器-54 参考の断片　其５　明治４３ -

中央-軍事行政兵器-55 参考の断片　其６　明治４３ -

中央-軍事行政兵器-56 参考の断片　其６　明治４３ -

中央-軍事行政兵器-57 兵器検査講評　明治４０．４～４１．１１ 小山史料

中央-軍事行政兵器-58 兵器図書保管簿　大正８．４～１１．７ 枚方製造所

中央-軍事行政兵器-59 試験記事及同要領綴　大正９～１２年 高関中佐

中央-軍事行政兵器-60 試験記事並要領綴　大正１２～１４年 高関中佐

中央-軍事行政兵器-61 取扱法並審査に関する書類綴　大正１２～昭和３年 高関大佐

中央-軍事行政兵器-62 試験要領及び報告綴　大正１３～昭和３年 高関大佐

中央-軍事行政兵器-63
武器弾薬関係雑資料｛７粍７試製実包図（８枚）　３８式野砲制式改
正表　１１年式平射歩兵砲数量表）　大正１３～昭和２年

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-64 外国実包金質研究　昭和２．８ 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-65 試験予定表綴　昭和３．９～５．１２ 陸軍技術本部調査班長

中央-軍事行政兵器-66 研究審査現況表　昭和４．１０～５．３ 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-67 最近に於ける新兵器の威力（日本を含む）　昭和５．２ 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-68
第１部管掌兵器｛昭和５年度審査実施　昭和６年度審査予定｝概
要表　昭和６．４

陸軍技術本部第１部

中央-軍事行政兵器-69 技術関係連係部隊打合会供覧兵器目録　昭和６．７ 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-70 兵器採用検査規則（案）　昭和７ -

中央-軍事行政兵器-71 借入兵器償却に関する調書　昭和７～１４年 -

中央-軍事行政兵器-72 丙用車軸の鍛造法の改良　昭和８．９ 三菱航空機（株）名古屋製作所

中央-軍事行政兵器-73 投下爆弾用新爆薬の研究（第５～６報）　昭和８．１１～９．２ 陸軍造兵廠火工廠



令和４年８月２日

中央-軍事行政兵器-74 部隊兵器現状検査実施報告　昭和１１年度 -

中央-軍事行政兵器-75
歩兵兵器巡回教育説明資料　９４式３７粍砲検査の著眼　昭和１
１．１

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-76 野戦兵器廠支廠業務参考書　第３巻　昭和１１．８ 関東軍野戦兵器廠

中央-軍事行政兵器-77 防空兵器装備研究に関する調査　昭和１２．１ 第１部長

中央-軍事行政兵器-78 防空兵器装備研究に関する調査資料　其３　昭和１２．３ 長沢大佐

中央-軍事行政兵器-79 主要国に於ける防空態勢の概観　第１部　昭和１２．３ -

中央-軍事行政兵器-80 兵器採用検査に関する規定（検査格例）　昭和１３．５改正 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-81 兵器採用検査に関する諸規定　第４班　昭和１３．８ 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-82
兵器採用検査提出意見に対する処置集録綴　昭和１４．２～１７．
６

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-83 兵器採用検査に関する諸規定　昭和９．９改正 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-84 北支那方面軍兵器業務規定　昭和１４．２ 北支那方面　軍司令部

中央-軍事行政兵器-85 １４年式拳銃履歴表 歩兵２２２連隊

中央-軍事行政兵器-86 兵器輸送宰領報告　昭和１５．１ 広島陸軍兵器支廠

中央-軍事行政兵器-87 対戦車火器に関する意見（一瀬大佐）　昭和１５．６ 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-88 兵器臨時価格表（甲）　昭和１５．１０ 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-89 兵器に関する参考　昭和１５～１９年 -

中央-軍事行政兵器-90 砲外弾道表　昭和１５．１０ 陸軍技術本部第１部

中央-軍事行政兵器-91 雑綴　昭和１６．２ -

中央-軍事行政兵器-92 来翰綴　昭和１６．５ 歩兵第２３連隊第２中隊

中央-軍事行政兵器-93
科学的知識不足に基き　兵器取扱上現れし欠陥の実例　昭和１
６．５

兵器委員

中央-軍事行政兵器-94 陸達第６８号　兵器業務規則　昭和１６．９ 陸軍大臣　東條英機

中央-軍事行政兵器-95 兵器臨時定価予価表　昭和１６年度 作業課製品掛

中央-軍事行政兵器-96 参考綴　昭和１６年度以降 兵器掛

中央-軍事行政兵器-97 陸技調５の部　昭和１６．１１～１７．６ -

中央-軍事行政兵器-98 ９２式５屯牽引車（兵器予算価格調査表）　昭和１６～１９年度 -

中央-軍事行政兵器-99 北支那方面　軍兵器要務規定　昭和１７．３ 北支那方面軍司令部

中央-軍事行政兵器-100 完成弾薬筒莢口部防湿法の研究　昭和１７．５ 東京第２陸軍造兵廠研究所

中央-軍事行政兵器-101 火砲一般竣工検査に就て　昭和１７．７ 山下中佐

中央-軍事行政兵器-102 検査用具規格　昭和１７．１１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-103 本部勤務者携行兵器員数表　昭和１７年度 柿部隊本部

中央-軍事行政兵器-104 機動艇（ＳＳ艇）蟠竜図面（１２部）　昭和１７～１８年 播磨造船所

中央-軍事行政兵器-105 兵器明細簿　昭和１８年 第２小隊兵器係

中央-軍事行政兵器-106 兵器検査用具規格（１４年式乗馬具）　昭和１８．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-107 補助部隊兵器所要数調査　昭和１８．９ 陸軍航空本部飛行機課

中央-軍事行政兵器-108 部隊学校報告に関する綴　昭和１９．４ １技研３科

中央-軍事行政兵器-109 兵器勤務連絡会議書類　昭和１９．５ 造兵課



令和４年８月２日

中央-軍事行政兵器-110 参考書類綴　昭和１９．６
独立機関銃第２大隊第３中隊兵
器係

中央-軍事行政兵器-111 兵器来翰綴　昭和１９年度以降 森第１２２３７部隊

中央-軍事行政兵器-112 配当兵器番号簿　昭和１９～２０年 第４中隊

中央-軍事行政兵器-113
２型３型化学時限信管試験報告（要地遮蔽試験報告）　昭和１９～
２０年

第８陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-114 半潜攻撃艇研究原簿　昭和２０年 内山　鉄男

中央-軍事行政兵器-115 隷下部隊長会同に関する綴　昭和２０．３ 造兵課

中央-軍事行政兵器-116
２０糎噴進砲装載大発動艇研究原簿（取扱要領書．試験要報）
昭和２０年４～５月

第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-117 弾薬類生産増強に関する綴　昭和２０．７ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-118 ＳＳ艇（機動艇）一般艤装図（１／１００） -

中央-軍事行政兵器-119 棉火薬製造要領 -

中央-軍事行政兵器-120 大戦間に於ける弾薬発達 -

中央-軍事行政兵器-121 小銃．機関銃審査規定案 -

中央-軍事行政兵器-122 折畳式木製大発動艇　一般配置構造図 内山史料

中央-軍事行政兵器-123 弾薬等実数明細書 -

中央-軍事行政兵器-124 兵器予算価格調査表　９８式６瓲牽引車 -

中央-軍事行政兵器-125 兵器補給書類　昭和９～１９ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-126 兵器受払簿甲（試製兵器）　昭和１６～２０年 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-127 昭和１９～２０年度整備計画　昭和１９．６～１２ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-128 主要兵器諸元表　昭和２０．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-129 主要兵器諸元表　昭和２０．８．３１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-130 兵器受払簿　其の１　昭和２０～２１年 野戦鉄道廠浦口倉庫

中央-軍事行政兵器-131 兵器受払簿　其の２　昭和２０～２１年 野戦鉄道廠浦口倉庫

中央-軍事行政兵器-132 兵器受払簿　其の３　昭和２０～２１年 野戦鉄道廠浦口倉庫

中央-軍事行政兵器-133 兵器受払簿　其の４　昭和２０～２１年 野戦鉄道廠浦口倉庫

中央-軍事行政兵器-134 重点兵器整備状況報告　昭和２０年度 作業課生産掛

中央-軍事行政兵器-135 調達兵器弾薬品目員数表　昭和２０年度 陸軍省

中央-軍事行政兵器-136 参考綴（弾薬） 参謀部

中央-軍事行政兵器-137 各種徹甲弾地金並　弾丸機能試験要報　昭和１６．９ 陸軍技術本部１研

中央-軍事行政兵器-138 状況報告　昭和２０．３ 陸軍兵器行政本部八幡出張所

中央-軍事行政兵器-139 Ｚ１．Ｚ２．Ｚ３．（対空．対艦）　兵器資料 立川兵器研究所

中央-軍事行政兵器-140 造兵規格　昭和１８．６制定 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-141 兵器採用検査に関する規定（検査格例）　昭和１６．１１ 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-142
伊国「サンジョルジョ」社製　立体式４米測高機　受領図書　昭和１
８．１

－

中央-軍事行政兵器-143 砲熕普通兵器の工作精度表　大正末年 -

中央-軍事行政兵器-144 兵器採用検査格例　昭和１１．１０ 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-145 陸軍制式火薬表　昭和１８．１改 陸軍省



令和４年８月２日

中央-軍事行政兵器-146 供覧兵器の概説　昭和２．２ 陸軍省

中央-軍事行政兵器-147 無線の戦術的用法に対する技術的考察　昭和６．８ 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-148 各国対戦車砲諸元一覧表　昭和１４．１ 近戦幹事科

中央-軍事行政兵器-149 「カー」の製作及将来の装備に関する意見　昭和１７．１２ 砲兵監部

中央-軍事行政兵器-151 各種兵器仕様書綴　昭和１６～１８年 立川兵器研究所

中央-軍事行政兵器-152 押収耐熱乾電地に関する調査報告　昭和１８．１ 第８陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-153 陸軍兵器廠　刃具．工具．標準規格　昭和１８．１１制定 作業課

中央-軍事行政兵器-154 兵器製造設備能力調査発来翰　昭和１７～１９年 造兵課

中央-軍事行政兵器-155 秘匿及欺騙方式の研究原簿　昭和１９．６ 立川兵器研究所

中央-軍事行政兵器-156 ４式２号重特殊受信機甲仕様書　昭和２０．１ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-157 発来翰綴　昭和２０．１～３ 相模陸軍造兵廠海軍器材班

中央-軍事行政兵器-158 支那関係戦史資料　兵器に関する経験雑談　昭和２５．９ 今利　龍雄

中央-軍事行政兵器-159 未完成兵器等一覧表 東京第１陸軍造兵廠

中央-軍事行政兵器-160 兵器定価表（乙除要塞）　昭和１１年 陸軍造兵廠

中央-軍事行政兵器-161 実戦の経験に基く意見　昭和１３．１ 野戦重砲兵第５旅団司令部

中央-軍事行政兵器-162 陸軍制式化学兵器表　昭和１３．４ 陸密第３７４号

中央-軍事行政兵器-163 出張報告綴　昭和１５．１１～１９．４ 第１技術研究所２科

中央-軍事行政兵器-164 兵器別代用品一覧表（光学兵器関係）　昭和１７．３ 陸軍兵器本部

中央-軍事行政兵器-165 技術調査報告原稿（ヂニトロクロルベンゾール）　昭和１７年度 作業課技術調査班

中央-軍事行政兵器-166 部品統制委員会記事　昭和１７．１１ 総務科長

中央-軍事行政兵器-167 陸軍兵器廠管理　監督工場提要　昭和１７．３ 陸軍兵器本部

中央-軍事行政兵器-168 試験計画　昭和１９年 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-169 試験計画　昭和１９．６ 第１０陸軍技術研究所第１科

中央-軍事行政兵器-170 試験計画　昭和２０．２～９ 第１０陸軍技術研究所第３科

中央-軍事行政兵器-171 試験計画綴　昭和１９年度 第１０陸軍技術研究所総務課

中央-軍事行政兵器-172 試験計画綴　昭和１９．１２～２０．８ 第２科

中央-軍事行政兵器-173 重点兵器生産旬報に関する綴　昭和１９．２～２０．８ 東京第２造兵廠

中央-軍事行政兵器-174 隷下部隊長会同に関する書類綴　昭和１９年度 堀田中佐

中央-軍事行政兵器-175 兵器固有番号に関する綴　昭和２０．４～６ 造兵課火砲掛

中央-軍事行政兵器-176 兵器予算価格調査表　電気部品価格表 造兵課

中央-軍事行政兵器-177 瓦斯に関する綴　昭和２０．１１ 資材課

中央-軍事行政兵器-178 兵器部長会同に関する綴　昭和２０．３ 造兵課

中央-軍事行政兵器-179 兵器受払簿（燃料）　昭和２０．１０～２１．３ 第１１０師団兵器部

中央-軍事行政兵器-180 兵器工業に関する講演要旨　大正６．２ 陸軍省兵器局長銃砲課長

中央-軍事行政兵器-181 兵器工業史資料　昭和１５～１６年度 相模陸軍造兵廠

中央-軍事行政兵器-182 独「ソ」戦に現われたる「ソ」軍兵器とその趨勢　昭和１７．１ 野末中佐



令和４年８月２日

中央-軍事行政兵器-183 正金支払差図書　昭和１７年度 在独武官室

中央-軍事行政兵器-184 兵器購入に関する報告書　昭和１８年 在独武官室

中央-軍事行政兵器-185 陸軍基本規格　材料の部　昭和１８．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-186 陸軍兵器行政本部研究　審査制式及調査業務規程　昭和１８．６ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-187 兵器予算価格調査表 造兵課

中央-軍事行政兵器-188 主要兵器生産状況表綴　昭和１９年度 海運資材班

中央-軍事行政兵器-189 要書綴　昭和１９年度 造兵廠

中央-軍事行政兵器-190 リ隊兵器一覧表　昭和１９．５ 歩兵第１３６連隊

中央-軍事行政兵器-191 作業に関する打合会書類　昭和１９～２０年 造兵課

中央-軍事行政兵器-192 火器基礎研究現況 -

中央-軍事行政兵器-193 研究計画綴（他部隊関係）　昭和１８年度 第１陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-194 研究実施計画　昭和１９～２０年 第１０陸軍技術研究所第３科

中央-軍事行政兵器-195 兵器部長会議書類綴　昭和１９年度 備第７９２０部隊兵器部

中央-軍事行政兵器-196 発来翰綴　昭和２０．４～２０．７ 相模陸軍造兵廠海運器材班

中央-軍事行政兵器-197 水中秘匿浮遊水雷研究原簿　昭和２０．７ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-198 兵器仕様書　昭和１９．１１～２０．１ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-199 兵器仕様書　昭和２０．１～４ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-200 欧洲戦争の実験に鑑み兵器行政上施設すべき事項　大正４年 伊東大尉案

中央-軍事行政兵器-201 第１回研究業績発表会議演輯録　昭和７．５ 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-202 兵器購入契約書綴　昭和１５．２ 在独武官室

中央-軍事行政兵器-203 兵器購買に関する書類綴　昭和１６年度 在独武官室

中央-軍事行政兵器-204 兵器購入に関する書類綴　昭和１８．３ 在独武官室

中央-軍事行政兵器-205 購入兵器関係書類綴　昭和１８年 在独武官室

中央-軍事行政兵器-206 購入兵器請求書綴　昭和１８年度 ベルリン陸軍武官室

中央-軍事行政兵器-207 兵器関係契約書　昭和１５．９ 在独武官室

中央-軍事行政兵器-208 鋼材関係書類　昭和１７ 在独武官室

中央-軍事行政兵器-209 諸規程関係書類綴　昭和１７．４～１８．５ １技研２科

中央-軍事行政兵器-210 航調独・工作機械滞貨表　昭和１９．３ 在独武官室

中央-軍事行政兵器-211 作業課長会同時に於ける各造兵廠提出書類綴　昭和１９．１２ 造兵課

中央-軍事行政兵器-212 自動車整備に関する綴　昭和１９年度 兵政総第２課

中央-軍事行政兵器-213 試験要報綴　昭和１９年度 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-214 試験計画綴　昭和２０年度 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-215 研究実施計画綴　昭和２０年度 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-216 特殊鋼規格綴　昭和２０．８ 在独武官室

中央-軍事行政兵器-217 自家発電装置に関する調査綴　昭和２１．２ 熊谷大佐

中央-軍事行政兵器-218 ３８式歩兵銃員数表 -



令和４年８月２日

中央-軍事行政兵器-219 三菱鋼材綴　昭和１７年 在独武官室

中央-軍事行政兵器-220 実戦の経験に基く兵器資材に関する意見　昭和１３．１ 野戦重砲兵第５旅団司令部

中央-軍事行政兵器-221 永久発来翰綴　昭和１６．３～２０．７ 陸軍兵器本部

中央-軍事行政兵器-222 ９５式１３屯牽引車甲　兵器予算価格調査表 造兵課

中央-軍事行政兵器-223 兵器の数と収集場所の大要　昭和２０年 -

中央-軍事行政兵器-224 規格案綴（其の２） 在独武官室

中央-軍事行政兵器-225 ４式２型駆逐艇研究原簿　昭和１９．１～７月 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-226 スペアマルク関係綴　昭和１３年 在独武官室

中央-軍事行政兵器-227 兵調欧　売買契約書　昭和１６．４ 在独武官室

中央-軍事行政兵器-228 兵器（造兵廠）購入に関する書類綴　昭和１５．１～１７．１１ 技術駐在官用

中央-軍事行政兵器-229 創意工夫に依る兵器資材製作要領 -

中央-軍事行政兵器-230 補給用部品整備計画　昭和１９年度 兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-231 鉄帽試験法に関する研究報告（第４報）　昭和２０．５ 大阪陸軍造兵廠

中央-軍事行政兵器-232 陸軍各造兵廠作業計画（航空．地上）　昭和１９～２０年度 -

中央-軍事行政兵器-233 本部造兵廠整備計画光学兵器　昭和２０年度 造兵廠

中央-軍事行政兵器-234 各造兵廠作業計画　昭和２０年度 陸軍造兵廠

中央-軍事行政兵器-235 造兵廠別　兵器類別　年次別　生産額一覧表　昭和２０．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-236 陸軍基本規格 -

中央-軍事行政兵器-237 独軍鹵獲兵器に関する綴　昭和１８．５ 在独武官室

中央-軍事行政兵器-238 独逸の大臼砲　昭和１８．２ 技術院第４部

中央-軍事行政兵器-239 独逸の列車砲　昭和１８．２ 技術院第４部

中央-軍事行政兵器-240 重点兵器生産状況調査表　昭和１９年度 造兵課

中央-軍事行政兵器-241 試製兵器整備進捗状況調　昭和２０年度 造兵課

中央-軍事行政兵器-242 武器弾薬関係書類　兵器調査参考綴　昭和２１．１０ 正（翔）兵団兵器部

中央-軍事行政兵器-243 兵器予備品材料表附図　昭和１５．５ 陸軍省

中央-軍事行政兵器-244 月別兵器生産状況調査表　昭和１６～２０年 -

中央-軍事行政兵器-245 整備品生産状況報告綴（１）　昭和１９年度 作業課管理係

中央-軍事行政兵器-246 連隊の統率と兵器整備　昭和１９．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-247 修理申立簿（装）　昭和２０年度 第３小隊

中央-軍事行政兵器-248 基本用兵器細目名称表　昭和１９．２ 輜重器具

中央-軍事行政兵器-249 本邦化学兵器沿革誌　大正１４．１１ 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-250 兵器細目名称表　其の１（要塞兵器）　昭和６年 陸軍省

中央-軍事行政兵器-251 兵器細目名称表　（器材．其の１）　昭和１９．４ 陸軍省

中央-軍事行政兵器-252 兵器細目名称表　（器材．其の１）　昭和１９．４ 陸軍省

中央-軍事行政兵器-253 昭和２０年度　移管兵器整備計画表　昭和２０．２ 陸軍兵器　行政本部

中央-軍事行政兵器-254 射表編纂法　昭和５．５ 陸軍技術本部



令和４年８月２日

中央-軍事行政兵器-255 簡易白兵に就て -

中央-軍事行政兵器-256 試製４式４０糎　木製噴進砲　噴進榴弾　説明書　昭和２０．３ 第１陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-257 各国各兵種使用兵器概見表　大正５．１１ 臨時軍事調査委員

中央-軍事行政兵器-258 陸軍兵器図　基本図　縮版　昭和１３．５ 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-259 陸軍技術研究所管掌　試製秘密兵器一覧表　昭和１８．８ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-260 陸軍第９技術研究所　第７研究班研究概要 -

中央-軍事行政兵器-261
ニューマン文書（第２次大戦時の英軍の通信兵器関発）　昭和１７
年６月２５日

南方軍兵器技術指導班

中央-軍事行政兵器-262
「電子工学（エレクトロニクス）と我が国の興廃」他２編　平成５年５
月

佐藤　源貞

中央-軍事行政兵器-263 兵器行政　第４編 松井工兵大佐

中央-軍事行政兵器-264 兵器業務参考 -

中央-軍事行政兵器-265 火砲技術概要　昭和１９年 今村　良夫

中央-軍事行政兵器-266 兵器荷造積載要領　昭和４年６月２０日 陸軍兵器本廠長

中央-軍事行政兵器-267
発来翰綴（砲塔５０口径　３０糎加農第１号）　大正１５．７～昭和
５．６

-

中央-軍事行政兵器-269 作業計画綴　昭和１７年度 大阪陸軍造兵廠　枚方製造所

中央-軍事行政兵器-270 砲塔砲制式化に関する発来翰綴　昭和３年～９年 陸軍技術本部第１部第３班

中央-軍事行政兵器-271 砲塔砲改修に関する発来翰綴　昭和１８年度 第１陸軍技術研究所第３科

中央-軍事行政兵器-273
本邦化学兵器技術史（陸軍科学研究所に関する資料）　昭和３２．
１

化学兵器関係者編

中央-軍事行政兵器-274 迫撃砲発明他　明治３７年 今澤　重克

中央-軍事行政兵器-275 日本陸軍レーダー資料　ＧＨＱ／ＳＣＡＰ　昭和２１．４．１ -

中央-軍事行政兵器-276 科学知識不足に基く　兵器取扱上現れし欠陥の実例　昭和１７年 陸軍省兵器局

中央-軍事行政兵器-277 爆発事故集録　明治４３年３月 -

中央-軍事行政兵器-278 鯨油「グリセリン」の品質に就いて　１９１３年 陸軍科学研究所訳

中央-軍事行政兵器-279 火薬学講義　大正６年７月 陸軍砲兵大尉　久村種樹

中央-軍事行政兵器-280 有毒瓦斯戦に就て　大正７年８月 陸軍火薬研究所

中央-軍事行政兵器-281
独国中央理化学研究所報告　硝化棉の吸湿量に関する研究　大
正７年１１月

「ウィル」博士著　陸軍科学研究
所訳

中央-軍事行政兵器-282
比Ｈ２ＳＯ４／ＨＮＯ３の「ニトロセルローズ」の構造上に及ぼす影
響　大正８年１月

陸軍火薬研究所

中央-軍事行政兵器-283
ドイツ「ライン」　地方空中窒素固定工業の状況　大正８年５月１日
～１０日

仏国滞在　久村種樹　砲兵少佐

中央-軍事行政兵器-284
或種の「ニトロ」化合物の構造の決定及　窒素測定に「ニトロメー
タ」の応用　大正８年１１月

陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-285
「ニトロメーター」に依る「ニトロセルローズ」及　無機硝酸塩の窒素
測定　１９２０年

陸軍科学研究所訳

中央-軍事行政兵器-286 毒瓦斯「ホスゲン」製造法（英国法）　１９２０年 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-287 有毒瓦斯及焼夷物料　大正６年４月 陸軍砲兵学校

中央-軍事行政兵器-288 独逸鉱山用液體酸素爆薬（オキシリキット）　１９１８年６月 陸軍火薬研究所

中央-軍事行政兵器-289
棉火薬の「エーテルアルコール」に於ける溶解度に就いて　大正７
年７月

陸軍火薬研究所

中央-軍事行政兵器-290 仏国にて用うる液體爆薬に就て　大正８年５月
仏国滞在検査官　久村屋根其
砲兵少佐

中央-軍事行政兵器-291
仏国に用いし「バリスチット」及　其類似火薬に就いて　大正８年７
月

陸軍火薬研究所

中央-軍事行政兵器-292 合成石炭酸　大正８年７月 陸軍科学研究所
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中央-軍事行政兵器-293
信管火道薬に関する報告補遺並　爆発伝火索の製造法に就て
大正８年８月

陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-294
少量の或種「ニトロ」化合物の検定　特にＴＮＴ職工の尿の検査に
就て　大正８年１０月

陸軍科学研究所　第２課

中央-軍事行政兵器-295 １９２１年に於ける火薬爆薬の進歩　１９２１年頃 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-296
新式無煙火薬製造装置　独逸に於ける窒素問題研究　大正１０年
頃

陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-297
海軍火薬廠に於ける不揮発性　無煙火薬研究に関する報告（第１
回）　大正１０年３月

陸軍技師　斎藤春五他

中央-軍事行政兵器-298 無溶剤火薬製造研究　現況第１回記事　大正１０年３月～４月 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-299 仏国「クロード」法合成「アンモニア」製造に就て　大正１０年７月 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-300 独国火薬に関する調査報告　大正１０年７月 陸軍火薬研究所

中央-軍事行政兵器-301 液体空気を爆薬としての応用法　大正１１年２月印刷 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-302
（Ｔ．９．７）　空中窒素よりする合成「アンモニア」製造に就て　大正
１１年２月印刷

陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-303
「セルローズ」及其の「エステル」の研究其１「ニトロセルローズ」の
分離法　大正１１年３月印刷

陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-304 硝化繊維素の粘度に就て　大正１１年３月印刷 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-305
（１９１９年）火薬爆薬の分析「トリニトログリセリン」及　「ヂニトログ
リコール」の分離「セルローズ」「ヒドロセルローズ」並　「オキシセル
ローズ」に対する熱の比較的作用及乾燥せる熱に依る「ヒドロセル

陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-306 欧州軍事化学工芸に関する視察講演　大正１１年３月～５月 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-307 毒瓦斯に関する調査報告（其４．５）　大正１１年１１月印刷 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-308 爆薬概論　大正１１年 -

中央-軍事行政兵器-309
安全爆薬（硝安）の改良関係綴　大正１１年９月２０日及び大正１２
年８月

宇治火薬製造所長　相浦民雄
他

中央-軍事行政兵器-310 砲兵沿革史　火薬　爆薬 -

中央-軍事行政兵器-311
科学協議会記事　附録第１８号　金属材料研究所の沿革並に研究
事項　その他

本多光太郎博士・長岡半太郎博
士・福井少将口演

中央-軍事行政兵器-312 火薬学 陸軍砲兵大尉　久村種樹

中央-軍事行政兵器-313 火薬関係研究報告資料 -

中央-軍事行政兵器-314 斉藤博士の火薬学講義 -

中央-軍事行政兵器-315 １０糎加農砲火薬試験発射結論 -

中央-軍事行政兵器-316 管體の抗力計算に関して　大正１２年２月 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-317 仏国「クロード」式合成「アンモニア」の製造に就て　大正１２年２月 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-318 安全爆薬に関する理論的研究　大正１２年３月 陸軍砲兵大尉　相浦民雄他

中央-軍事行政兵器-319
（大正１１．３～５）　欧州軍事化学工芸に関する視察講演記事（火
薬．爆薬）　大正１２年５月印刷

陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-320 米国製万能防毒面　その他　大正１２年７月 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-321 化学兵器と衛生部との関係　大正１２年８月 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-322 附活炭素に就て　大正１２年９月印刷 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-323
附活木炭の特異能力と「ベンゼン」の合成新法　大正１３年３月印
刷

陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-324 木繊維より硝化繊維素　大正１３年５月印刷 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-325 本邦陸軍に於ける　火薬　爆薬の変遷　大正１３年１１月 陸軍科学研究所第２課

中央-軍事行政兵器-326
帝国陸軍に採用すべき　無煙火薬の様式に就て意見　大正１４年
３月起案

陸軍科学研究所陸軍砲兵大佐
千秋謙治

中央-軍事行政兵器-327 （１９２２～１９２５）　英国に於ける炭鉱用安全爆薬　大正１４年５月 宇治火薬製造所

中央-軍事行政兵器-328
射表班にて編纂せる弾道表を使用せる場合の各種火砲の砲内弾
道諸元表（帯状薬を使用せる火砲）　昭和２年２月

陸軍技術本部第１部



令和４年８月２日

中央-軍事行政兵器-329
射表班にて編纂せる弾道表を使用せる場合の各種火砲の砲内弾
道諸元表（帯状薬を使用せる火砲）　昭和２年２月

陸軍技術本部第１部

中央-軍事行政兵器-330 爆薬原料として「グライコール」類並其の硝化物　昭和３年１月
在米国駐在官　陸軍技手　小島
太郎

中央-軍事行政兵器-331 米国に於ける最近爆薬諸相　１９２７年６月～１９２８年５月
在米技術駐在官　陸軍技手　小
島太郎

中央-軍事行政兵器-332 新火薬第３回試験報告　昭和３年４月 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-333 京都大学講義用プリント -

中央-軍事行政兵器-335 火薬取締法施行　命令制定に関する意見　昭和２５年９月３０日
花王石鹸（株）専務取締役　長
谷川治良

中央-軍事行政兵器-336 科学的研究の骨子　大正４年４月 川瀬　博資

中央-軍事行政兵器-337 セルヴラン．リヴリー火薬製造所からのＢ火薬受領条件　１９２７年 フランス陸軍　シャリア少将

中央-軍事行政兵器-338 変装薬式の採用に就いて　昭和４年３月
陸軍科学研究所　飯田砲兵大
尉

中央-軍事行政兵器-339 岩鼻火薬製造所製ダイナマイト説明書　昭和５年４月 陸軍造兵廠火工廠

中央-軍事行政兵器-340 岩鼻火薬製造所製ダイナマイト説明書　昭和５年４月 陸軍造兵廠火工廠

中央-軍事行政兵器-341 火薬爆薬関係携帯諸規則表　昭和１１年３月３１日 板橋火薬製造所

中央-軍事行政兵器-342
宇治火薬製造所硝安薬及ＮＮ猟用無煙火薬説明書　昭和１１年８
月

陸軍造兵廠火工廠

中央-軍事行政兵器-343 検査規格集　昭和１３年４月１日 岩鼻火薬製造所検査掛編

中央-軍事行政兵器-344 無煙薬製造並に検査に関する要領　昭和１４年９月 岩鼻火薬製造所

中央-軍事行政兵器-345 陸軍兵器行政本部関係史料綴　その１　昭和１６年～１８年 陸軍行政本部　その他

中央-軍事行政兵器-346 陸軍兵器行政本部関係史料綴　その２　昭和１６年～１８年 陸軍行政本部　その他

中央-軍事行政兵器-347 陸軍兵器行政本部関係史料綴　その３　昭和１６年～１８年 陸軍行政本部　その他

中央-軍事行政兵器-348
陸軍技術審査部関係史料綴（新式重架橋材料架設法他）　明治３
３年～４０年

陸軍技術審査部他

中央-軍事行政兵器-349 特種弾効力試験要領　昭和２年９月 陸軍科学研究所

中央-軍事行政兵器-350 陸達第３号　弾薬取扱細則　昭和１５年１月２７日 -

中央-軍事行政兵器-351 満蒙に於ける兵器使用上の注意　第１部　極寒時の注意 -

中央-軍事行政兵器-352
日本陸軍における作戦上の要求と研究開発の関係　～防空兵器
開発の実体と問題点～　１９８６

研究資料

中央-軍事行政兵器-353 試製四式高射算定具
第２陸軍技術研究所有吉技術
中尉

中央-軍事行政兵器-354 高射射撃盤に関する研究
第２陸軍技術研究所片桐護夫
技師

中央-軍事行政兵器-355 各種現用火砲効率表　昭和１３年７月 陸軍技術本部　第一部　第三班

中央-軍事行政兵器-356 軍用自動車調査委員彙報　第四号　大正１３年５月 軍用自動車調査委員

中央-軍事行政兵器-357 軍用自動車調査委員彙報　第五号　大正１３年７月 軍用自動車調査委員

中央-軍事行政兵器-358 火砲マニュアル（フランス語）　明治２９年～明治３７年 -

中央-軍事行政兵器-359 HAND BOOK of the Lewis Automatic Machine Gun Model 1915 -

中央-軍事行政兵器-360 La Mitrailleuse americaine "Colt"" -

中央-軍事行政兵器-361 La Mitrailleuse "Maxim"" -

中央-軍事行政兵器-362 MANUEL DE LA Mitrailleuse Portaｔive Hotchkiss -

中央-軍事行政兵器-363 自動車調査委員参考書　其ノ一 佐藤少将

中央-軍事行政兵器-364 第９８号九三式砲隊鏡履歴(含第９１号九三式砲隊鏡履歴） -

中央-軍事行政兵器-365 陸軍基本規格　構造の部 陸軍兵器行政本部
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中央-軍事行政兵器-366 主要会社別飛行機生産系統表　森川史料 軍需省航空兵器総局管理課

中央-軍事行政兵器-367 南方軍現地視察(兵器整備補給)報告　森川史料 野戦兵器長官　菅晴次

中央-軍事行政兵器-368 第一次指定統制会組織概要　森川史料
陸軍省整備局工廠課　森川中
佐

中央-軍事行政兵器-369 重産協会員団体一覧表    森川史料 重要産業協議会

中央-軍事行政兵器-370 第一次(第一回分)工場疎開実施計画資料(基本)　森川史料 軍需省航空兵器総局

中央-軍事行政兵器-371 航空機関銃砲の飛躍的生産拡充に就て 陸軍省軍事課

中央-軍事行政兵器-372 北方軍視察報告　森川史料
陸軍省兵器行政本部補給部長
平野少将

中央-軍事行政兵器-373 研究計画書類綴　森川史料 陸軍技術研究所等

中央-軍事行政兵器-374 修正研究計画書類綴　森川史料 技術研究所

中央-軍事行政兵器-375 南方作戦部隊兵器に関する意見蒐録其四 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-376
昭和19年度陸軍兵器行政本部研究計画(第二部)案(内示の分)
森川史料

陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-377 強化木用代用樹脂に関する研究記事(第3次）(フルフラール樹脂） 第１陸軍航空技術研究所

中央-軍事行政兵器-378 兵器大量生産に就て　森川史料 独伊派遣軍事視察団調製

中央-軍事行政兵器-379 昭和18年度陸軍兵器行政本部研究計画　森川史料 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-380 兵器行政本部協力の実績等　森川史料
陸軍兵器行政本部　陸軍航空
本部

中央-軍事行政兵器-381 昭和18年度第５陸軍技術研究所研究計画修正表 第５陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-382 昭和18年度（改正）研究計画　森川史料 第４陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-383 ドーリットル空襲被害情報および地上航空懇談事項　森川史料
陸軍省兵務局防衛課・兵器行政
本部

中央-軍事行政兵器-384 国内資源豊富なる新爆薬に就て　森川史料 -

中央-軍事行政兵器-385 焼夷弾消火の参考　森川史料 陸軍航空本部調査課

中央-軍事行政兵器-386 中島太田製作所被爆状況並対策　森川史料 航空兵器総局

中央-軍事行政兵器-387 昭和十九年度整備計画ニ関スル意見　海軍委託弾薬引渡要領 兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-388 一般代用品一覧表第四次追加修正表 陸軍省

中央-軍事行政兵器-389 砲兵情報班用砲兵観測具協議会要領 陸軍技術本部第１部

中央-軍事行政兵器-390 化学兵器諸元表(瓦斯弾、除毒車、撒毒車、消車) -

中央-軍事行政兵器-391 陸軍仮制式兵器図　２式１２糎迫撃砲　陸軍兵器行政本部印刷 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-392 陸軍制式兵器図　４５式１５糎加農砲その１　陸軍技術本部印刷 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-393
陸軍制式兵器図　４５式１５糎加農砲その２（属品）　陸軍技術本部
印刷

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-394 陸軍制式兵器図　仮図９４式２号乙無線機　陸軍技術本部印刷 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-395
陸軍制式兵器図　仮図　９４式３号型特殊受信機　陸軍技術本部
印刷

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-396 ５式浮沈特火点　甲　取扱法（案） 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-397 陸軍制式兵器図９７式照準眼鏡　陸軍技術本部印刷 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-398
陸軍制式兵器図９０式手動圧縮空気喞筒　甲　陸軍技術本部印
刷

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-399
陸軍制式兵器図火工具 その１　弾薬筒検査器、弾丸検査器　陸
軍技術本部印刷

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-400
陸軍制式兵器図　火工具 その２　１号薬莢締直機、提弾器　陸軍
技術本部印刷

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-401
陸軍制式兵器図火工具 その３　１号・２号薬莢締直機　陸軍技術
本部印刷

陸軍技術本部
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中央-軍事行政兵器-402
試製９糎噴進砲修正竝に試製９糎空挺隊用噴進砲射表編纂試験
要報　昭和１９年１２月４日

第１陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-403
昭和１７年１２月　第１陸軍技術研究所調製　試製機動５７粍砲説
明書

第１陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-404 ２式軽量２０粍機関砲（ホ５）對空化の参考 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政兵器-405
昭和１９年９月調製昭和２０年５月改刷　第１陸軍技術研究所試製
４式４０糎木製噴進砲　試製４式４０糎噴進榴弾説明書

第１陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-406 昭和１７年８月１０日　部外研究（調査）報告摘録　第９号 陸軍技術研究本部第二部

中央-軍事行政兵器-407 独国４２式機関銃製作図　昭和１９．４ 第一陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-407_2 ＭＧ４２　m.Beschreibung 第一陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-408 昭和１５年　支那事変火砲修理班報告 陸軍技術本部 第一部第六科

中央-軍事行政兵器-409 昭和１６年度　発来翰綴（制式重砲） 陸軍技術本部第一部第三科

中央-軍事行政兵器-410 昭和１７年度　発来翰綴（制式軽砲）
陸軍技術本部第一研究所第三
科

中央-軍事行政兵器-411 自昭和１４年１月　至昭和１６年５月　發来翰綴（重砲） 陸軍技術本部第一部第三科

中央-軍事行政兵器-412 一式七糎半竝に十糎自走砲属品表竝細目名称表 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-413 三式十二糎高射砲（I、II型）取扱上の注意事項 陸軍

中央-軍事行政兵器-414 昭和１２年７月　八九式十五糎加農取扱上の注意竝応急処置 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-415 昭和１６年９月　試製九八式三十七粍戦車砲説明書 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-416 九七式曲射砲（表紙欠） 陸軍

中央-軍事行政兵器-417
昭和１２年３月～４月　砲塔四十五口径四十糎　加農（第四号）（旧
赤城四番）組立機能及射撃試験報告

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-418
昭和３年８月～１０月　改造四年式十五糎榴弾砲　第二回第三回
機能試験報告

陸軍技術本部第一部

中央-軍事行政兵器-419
昭和１７年３月　時局命第四号　押収七六・二粍野砲の応急利用
研究報告

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-420 昭和１７年１月　無「Ｎｉ」砲身命数に関する研究中間要報（第一回） 陸軍技術本部第一研究所

中央-軍事行政兵器-421 昭和１６年６月　山田野尋常土試験要報 陸軍技術本部第一部

中央-軍事行政兵器-422
昭和１７年１０月　試製　七糎打上筒弾薬試製打上自爆阻塞弾試
験要報

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-423 昭和１３年１２月　合成ゴム 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-424 昭和１２年１２月　試製九七式歩兵砲第二回試験報告 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-425 昭和１７年　気球式通信筒釣上具用駄馬具に関する綴 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-426 昭和１６年１１月１２日　九六式二十四糎榴弾砲研究報告 陸軍技術本部第一研究所

中央-軍事行政兵器-427
昭和１４年６月、９月（第一次）　昭和１４年１０月～１１月（第二次）
八八式七糎高射砲改修機能試験総合報告

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-428
昭和１４年４月　車輪轂筒自由交換研究　部用貨車附牽引鈎性能
試験報告

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-429 昭和１４年９月　九四式三十七粍砲改修機能試験報告 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-430 昭和１５年５月　九九式十糎山砲第二回試験報告 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-431 昭和４年１月３０日　改造三八式野砲修正機能試験報告 陸軍技術本部第一部

中央-軍事行政兵器-432
昭和１４年６月　九四式三十七粍砲（修正）　試製九七式歩兵連隊
砲（甲）　試製九七式四十七粍砲　運行試験報告

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-433 昭和１３年１２月　試製九六式中迫撃砲機能比較竝火薬試験報告 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-434 昭和５年１２月～同６年１月　八九式十五糎加農機能試験報告 陸軍技術本部第一部

中央-軍事行政兵器-435 昭和４年１１月　改造四年式十五糎榴弾砲抗堪試験報告 陸軍技術本部第一部

中央-軍事行政兵器-436
昭和５年１０月　砲塔四十五口径三十糎加農第五号（旧生駒前
部）据付完了後に於ける作動試験報告

陸軍技術本部第一部
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中央-軍事行政兵器-437
昭和３年１月　七年式三十糎（長）榴弾砲移動砲床組立機能及抗
堪試験報告

陸軍技術本部第一部

中央-軍事行政兵器-438
大正９年５月　蛋形　円孤旋転体　円臺形　体積　重心位置　慣性
能率　計算用関数表

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-439 昭和１９年１月　試製二十糎噴進榴弾説明書 第一陸軍技術研究所

中央-軍事行政兵器-440 昭和１６年７月改訂　火砲設計の参考　火砲設計基礎諸元の統計 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-441 昭和１６年９月　日本陸軍用　砲内弾道學　第三編 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-442 機関銃・機関砲関連史料 陸軍技術本部第一部第二班

中央-軍事行政兵器-443 試製二十四榴綴（試製九六式二十四糎榴彈砲） 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-444 昭和１６年８月　十四年式十糎高射砲機能抗堪点検試験要領 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-445 附録第二　砲内弾道表　帯状薬 陸軍科學研究所

中央-軍事行政兵器-446 砲内彈道表（帶状藥） 陸軍技術本部第一部

中央-軍事行政兵器-447 自昭和１４年　至昭和１６年　発来翰綴（軽砲） 陸軍技術本部第一部第三科

中央-軍事行政兵器-448 昭和１４年９月　試製七糎高射砲竣工試験報告 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-449
昭和９年９月　要塞用三八式野砲装載砲床後部床材料竣工試驗
報告

陸軍技術本部第一部

中央-軍事行政兵器-450 昭和９年８月　試製野砲竣工試驗報告 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-451
昭和１４年６月　試製九七式中迫丙機能試驗同乙丙彈道試驗報
告

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-452 昭和１２年１０月～１１月　試製九七式歩兵砲第一囘試驗報告 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-453
昭和１５年７月　試製九七式中迫撃砲　試製九七式軽迫撃砲　木
製床板試験報告

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-454 昭和１４年５月　試製九七式曲射歩兵砲床板試驗報告 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-455 昭和１４年３月　九六式十五糎榴彈砲改修車輪試驗報告 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-456
昭和１６年１１月２４日　九九式八糎高射砲防楯ヲ除ク爲ノ研究報
告

陸軍技術本部第一研究所

中央-軍事行政兵器-457 昭和１３年１２月　試製曲射大隊砲第一次綜合試驗報告 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-458
昭和１５年９月　八八式七糎野戰高射砲身管交換第一囘試驗報
告

陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-459 昭和１３年８月　試製九七式中迫撃砲第二囘試験報告 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-460 昭和１３年７月　試製九七式中迫撃砲第一回試驗報告 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-461 昭和１７年３月　特殊金屬に就て　第五囘 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-462 昭和１７年１月２８日　特殊金屬に就て　第三囘 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-463 昭和１７年１月　特殊金屬に就て 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-464 昭和１５年１２月２０日　試製中索道第三囘試験報告 陸軍技術本部

中央-軍事行政兵器-465 昭和１５年２月　等斉纏度火砲用破甲彈　底螺ねぢ方向決定計算 陸軍技術本部第一部

中央-軍事行政兵器-466 昭和１７年度　発来翰綴（制式重砲）
陸軍技術本部第一研究所第三
科

中央-軍事行政兵器-467 昭和１８年度　発来翰綴（試製重砲）
陸軍技術本部第一研究所第三
科

中央-軍事行政兵器-468 昭和１０年度　發翰来翰綴 陸軍技術本部第一部第二班

中央-軍事行政兵器-469 昭和１５年度　發来翰綴（制式重砲） 陸軍技術本部第一部第三科

中央-軍事行政兵器-470 昭和１８年度発来翰綴（制式重砲）
陸軍技術本部第一研究所第三
科

中央-軍事行政兵器-471 砲内弾道表（帯状薬） 陸軍技術本部第１部

中央-軍事行政兵器-472 ８９式中戦車（乙型）　各部組立図 三菱重工
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中央-軍事行政兵器-473 ８９式中戦車（甲型）　各部組立図 三菱航空機

中央-軍事行政兵器-474 ８９式中戦車（甲型ガソリンＥＧ）　各部組立図 三菱航空機

中央-軍事行政兵器-475 ９７式中戦車　各部組立図 三菱重工

中央-軍事行政兵器-476 ９５式軽戦車　各部組立図 三菱重工

中央-軍事行政回想手記-2 西浦進大佐回想録　越し方の山々　其１　１／２ 西浦　進

中央-軍事行政回想手記-3 西浦進大佐回想録　越し方の山々　其２　２／２ 西浦　進

中央-軍事行政回想手記-7 西浦進回想録　越し方の山々　１／３７ -

中央-軍事行政回想手記-8 西浦進回想録（越し方の山々）　２／３７　昭和２２．７ 西浦　進

中央-軍事行政回想手記-9 西浦進回想録　越し方の山々　３／３７ -

中央-軍事行政回想手記-10 西浦進回想録　越し方の山々　４／３７ -

中央-軍事行政回想手記-11 西浦進回想録　越し方の山々　５／３７　昭２２．７記述 西浦　進

中央-軍事行政回想手記-12 西浦進回想録　越し方の山々　６／３７　昭２２．７記述 西浦　進

中央-軍事行政回想手記-13 西浦進回想録　越し方の山々　７／３７ 西浦　進

中央-軍事行政回想手記-14 西浦進回想録　越し方の山々　８／３７ 西浦　進

中央-軍事行政回想手記-15 西浦進回想録　越し方の山々　９／３７ 西浦　進

中央-軍事行政回想手記-16 西浦進回想録　越し方の山々　１０／３７ 西浦　進

中央-軍事行政回想手記-17 日本陸軍の派閥と抗争 陸軍中将　谷田勇

中央-軍事行政回想手記-18 日本陸軍の派閥と抗争 陸軍中将　谷田勇

中央-軍事行政回想手記-20 北方領土論 樋口　季一郎

中央-軍事行政回想手記-21 陸軍最後の日 -

中央-軍事行政回想手記-23 米軍事裁判経緯 沢田茂中将

中央-軍事行政回想手記-24 隠された一軍人の手記 松谷　誠

中央-軍事行政回想手記-25 輜重兵科の沿革概要　明治４～昭和２０
元輜重兵監部部員　陸軍大佐
甲斐隆之助

中央-軍事行政回想手記-27 燃えるムルデカーインドネシヤ　独立運動秘史　昭２０～２１
近衛歩兵第４連隊　通信中隊長
総山孝雄

中央-軍事行政回想手記-28 連蕃島柳留記念　胡岳山人想風記　昭２０．１．１２～２１．４．２５ 斉藤　延雄

中央-軍事行政回想手記-29 大本営大東亜戦争指導史（第１～第２０章）　関係者陳述記録綴 原四郎編さん官聴取

中央-軍事行政回想手記-30 杉山元帥　吉本大将　自決の跡の碑 -

中央-軍事行政回想手記-31 中島中将意見具申　補遺　昭和１３．７ -

中央-軍事行政回想手記-32 中島中将意見具申　草稿　昭和１３．６ -

中央-軍事行政回想手記-33 中島中将意見具申書　昭和１３．６ -

中央-軍事行政回想手記-34 中島中将意見書　附録 -

中央-軍事行政回想手記-35 第３師団長　近衛師団長　としての回想　昭和１５．９～１８．１２ 陸軍中将　豊嶋房太郎

中央-軍事行政回想手記-37 第３師団長　近衛師団長　としての回想　昭１５．９～１８．１２ 陸軍中将　豊嶋房太郎

中央-軍事行政回想手記-38 第１軍復員史料　昭和２０．５～２０．８．１８ 第１軍参謀　伊藤一朗中佐

中央-軍事行政回想手記-39 横山勇終戦の和歌　昭和２０．８ 第１６方面軍司令官

中央-軍事行政回想手記-41 日本軍隊の使命に就て　大同２年２月（昭和８年） 志道　保亮
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中央-軍事行政回想手記-42 蓋の中の悪臭の嘆き「本間将軍名誉の為に」 渡辺　三郎

中央-軍事行政回想手記-43 「バルチザン」「チエコスロバキヤ」の思い出
歩兵第２連隊第２大隊　副官大
堀知武造

中央-軍事行政回想手記-44 助川靜二少将履歴 -

中央-軍事行政回想手記-46 寺内寿一陸軍大佐業務メモ　昭和１１．３．１７～１２．１．２５ -

中央-軍事行政回想手記-47 秩父宮雍仁親王殿下を偲び奉る　昭和２８．４．１３ 陸軍士官学校同期生

中央-軍事行政回想手記-48 今村均大将回想録　第６部　巻１０ -

中央-軍事行政回想手記-49 服部卓四郎　口供書 -

中央-軍事行政回想手記-50 わが家の思い出話 陸軍教授　尾田信忠

中央-軍事行政回想手記-51 岡田菊三郎口供書　昭和２２．３．１ -

中央-軍事行政回想手記-52 日本陸軍の人事管理 兵務局長　那須義雄

中央-軍事行政回想手記-53 松岡携有日記　明治３３～３５ 近衛歩兵第２連隊

中央-軍事行政回想手記-54_1 陸軍少将　小野寺信回想録 陸軍少将　小野寺信

中央-軍事行政回想手記-56 管見録（昭和１６～２０年）　佐久間亮三中将回想録（原稿） -

中央-軍事行政回想手記-57 勤務メモ（４冊）　昭和１７．５～１９．９ 木村航技少佐

中央-軍事行政回想手記-58 戦陣録　昭和１８年 元第八方面軍　杉田参謀

中央-軍事行政回想手記-59 稲里日記　昭和１９．６．１～２０．１１．１６ -

中央-軍事行政回想手記-60 阿南惟幾メモ　昭和２０．４～８ 陸軍大臣

中央-軍事行政回想手記-63 第３革命 斉藤　恒

中央-軍事行政回想手記-64 随筆　欧洲より日本へ（其の４） -

中央-軍事行政回想手記-65 遠山登中将回想録　昭和２９年５月 厚生省引揚援護局

中央-軍事行政回想手記-66 甲谷悦雄大佐回想録　昭和２９．１２記 陸軍省第１５課長

中央-軍事行政回想手記-68 稲里日記　昭和１７．１～１９．５ 岡沢慶三郎中将

中央-軍事行政回想手記-84 故　服部卓四郎君追想記　１／２　昭和３６年４月 -

中央-軍事行政回想手記-85 故　服部卓四郎君追想記　２／２　昭和３６年４月 -

中央-軍事行政回想手記-86 蒙疆からは残留孤児をださなかった張家口から北京までの長い途 泉　祐順

中央-軍事行政回想手記-87 巣鴨懺悔録 佐藤　賢了

中央-軍事行政回想手記-88 佐藤賢了述懐談 -

中央-軍事行政回想手記-89 巣鴨瞑想録（１） 佐藤　賢了

中央-軍事行政回想手記-90 巣鴨瞑想録（２） 佐藤　賢了

中央-軍事行政回想手記-91 巣鴨瞑想録（３） 佐藤　賢了

中央-軍事行政回想手記-92 巣鴨瞑想録（４） 佐藤　賢了

中央-軍事行政回想手記-93 巣鴨瞑想録（５） 佐藤　賢了

中央-軍事行政回想手記-94 巣鴨瞑想録（６） 佐藤　賢了

中央-軍事行政回想手記-95 巣鴨瞑想録（７） 佐藤　賢了

中央-軍事行政回想手記-96 巣鴨瞑想録（８） 佐藤　賢了

中央-軍事行政回想手記-97 巣鴨瞑想録（９） 佐藤　賢了
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中央-軍事行政回想手記-98 獄中記　昭和１７．３～２２．６．２７
工兵第５５連隊　陸軍中尉　岡
見弘

中央-軍事行政回想手記-99 連隊軍旗について 遠藤　盛

中央-軍事行政回想手記-100 征途終焉の諭
第２９軍司令部参謀部　元．陸
軍准尉　遠藤盛

中央-軍事行政回想手記-101 随聴随禄　明治壬辰之臘月下浣起（明治２５年１２月） -

中央-軍事行政回想手記-102 敗戦の真因　昭和２１年３月 池田純久

中央-軍事行政回想手記-103_2 Ｋ氏手記の読後感 参謀次長　河辺虎四郎中将

中央-軍事行政回想手記-104_2 管見簿記集 参謀次長　河辺虎四郎中将

中央-軍事行政回想手記-105_2 第一部長（過去歴代の）を通じて観たる時代変遷 参謀次長　河辺虎四郎中将

中央-軍事行政回想手記-106_2 陸軍に於ける派閥関係管見 参謀次長　河辺虎四郎中将

中央-軍事行政回想手記-107 吾人の精神（後藤映範陳述書） 陸軍士官学校第４４期生会

中央-軍事行政回想手記-108 技術資料報告　緒方大将体験記 防衛庁　技術研究所

中央-軍事行政回想手記-109 最後の大本営発表の真相 廣石権三

中央-軍事行政人事-1 支那事変　論功行賞通報　第１～５回　昭和１５．４発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-2 支那事変　論功行賞通報　第６～１２回　昭和１５．４発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-3 支那事変　論功行賞通報　第１０回 陸軍省

中央-軍事行政人事-4 支那事変　論功行賞通報　第１４回　昭和１５．４発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-5 支那事変　論功行賞通報　第１６回　昭和１５．４発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-6 支那事変　論功行賞通報　第１７回　昭和１５．４発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-7 支那事変　論功行賞通報　第１７～１９回　昭和１５．４発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-8 支那事変　論功行賞通報　第２０～２４回　昭和１５．４発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-9 支那事変　論功行賞通報　第２５～２７回　昭和１５．４発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-10 支那事変　論功行賞通報　第２８回　昭和１５．４発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-11 支那事変　論功行賞通報　第２８～２９回　昭和１５．４発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-12 支那事変　論功行賞通報　第３１回（其の１）　昭和１５．４発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-13 支那事変　論功行賞通報　第３２～３４回　昭和１５．４発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-14
支那事変行賞　上奏原簿写　第３９回　国賜　第１０号　昭和１６．
７～１７．５

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-15
支那事変行賞　上奏原簿写　第４２回　国賜　第１３号　昭和１６．
９～１９．６

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-16
支那事変行賞　上奏原簿写　第２２２回　国賜　第３７２号　昭和１
８．７～１９．１２

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-17
支那事変行賞　上奏原簿写　第２２３回　国賜　第３７３号　昭和１
７．１０～１９．３

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-18
支那事変行賞　上奏原簿写　第２２４回　国賜　第３７４号　昭和１
８．４～１９．８

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-19
支那事変行賞　上奏原簿写　第２２７回　其の１　国賜　第３７７号
昭和１８．１～１９．２

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-20 考科表　昭和１６～１８年度 留守第６５独立歩兵団

中央-軍事行政人事-21
支那事変行賞　上奏原簿　第２２８回　国賜　第３７８号　昭和１７．
６～１９．１２

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-22
支那事変行賞　上奏原簿　第２３０回　国賜　第３８０号　昭和１７．
１２～１９．７

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-23
支那事変行賞　上奏原簿写　第２３０回　国賜　第３８０号　昭和１
７．１１～１９．１０

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-24
支那事変行賞　上奏原簿写　第２３４回　国賜　第３８４号　昭和１
８．２～１９．７

陸軍東京経理部
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中央-軍事行政人事-25
支那事変行賞　上奏原簿写　第２３４回　国賜　第３８４号　昭和１
８．３～１９．８

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-26
支那事変行賞　上奏原簿写　第２３５回　国賜　第３８５号　昭和１
７．１０～１９．８

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-27
支那事変行賞　上奏原簿写　第２３６回　国賜　第３８６号　昭和１
７．１１～１９．１０

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-28
支那事変行賞　上奏原簿写　第２３６回　国賜　第３８６号　昭和１
８．４～２０．４

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-29
支那事変行賞　上奏原簿写　第２３７回　国賜　第３８７号　昭和１
７．８～１９．３

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-30
支那事変行賞　上奏原簿写　第２３８回　国賜　第３８８号　昭和１
７．７～１８．１２

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-31
支那事変行賞　上奏原簿写　第２３９回　国賜　第３８９号　昭和１
７．１０～１９．４

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-32
支那事変行賞　上奏原簿写　第２４０回　国賜　第３９０号　其の１
昭和１７．１２～１９．６

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-33
支那事変行賞　上奏原簿写　第２４３回　国賜　第３９３号　昭和１
７．１１～１９．９

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-34
支那事変行賞　上奏原簿写　第２４５回　国賜　第３９５号　其の１
昭和２０．１～２０．９

陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-35 支那事変　論功行賞通報　第３０回　昭和１５年４月発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-36 支那事変　論功行賞通報　第３１回（其の２）昭和１５．４発令 陸軍省

中央-軍事行政人事-37 支那事変　論功行賞通報 陸軍省

中央-軍事行政人事-38 支那事変　論功行績通報 陸軍省

中央-軍事行政人事-39 支那事変　行賞関係書類　昭和１２．１２～１４．３ -

中央-軍事行政人事-40 支那事変　行賞関係書類綴　昭和１２．１０～１６．５ 陸軍省

中央-軍事行政人事-41 支那事変　功績調査実施要領　昭和１７．１２
第４９淀泊場司令部（暁第９７３
８部隊）

中央-軍事行政人事-42 支那事変　行賞賜金綴　昭和１７年度 陸軍技術本部

中央-軍事行政人事-43 支那事変　行賞賜金　保留．交付調査票綴　昭和１９．４～６ 授受班

中央-軍事行政人事-44 支那事変　行賞賜金　保留．交付調査票綴　昭和１９．７～１１ 授受組

中央-軍事行政人事-45 支那事変　行賞賜金交付調査票　昭和１９．６ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-46 支那事変　行賞賜金交付調査票　昭和１９．６ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-47 支那事変　行賞賜金交付調査票　昭和１９．７ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-48 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和１９．７ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-49 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和１９．１２ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-50 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和２０．７ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-51 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和１９．９ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-52 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和１９．９ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-53 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和１９．９ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-54 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和１９．９ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-55 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和１９．９ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-56 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和１９．９ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-57 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和１９．１０ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-58 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和１９．１１ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-59 支那事変行賞賜金国債交付調査票　昭和１９．１１ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-60 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和２０．２ 陸軍東京経理部
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中央-軍事行政人事-61 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和２０．５ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-62 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和２０．４ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-63 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和２０．４ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-64 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和２０．６ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-65 支那事変行賞賜金交付調査票　昭和２０．８ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-66 支那事変第１次行賞イロハ名簿 第７中隊

中央-軍事行政人事-67 賞賜者名簿（９）　昭和９年 陸軍省人事局

中央-軍事行政人事-68 死没兵功績列次名簿　昭和１５～１６年 歩兵第２連隊

中央-軍事行政人事-69
死没兵功績名簿（留守業務担任部隊　浜松市中部第９７部隊）
昭和１６～１８年

第２航空軍５６飛行場大隊等

中央-軍事行政人事-70 死没者功績名簿　昭和１６～２０年 高射砲第１０２連隊

中央-軍事行政人事-71 死没傭人工員　功績上申書類綴　昭和１６年起 小倉陸軍造兵廠　技術課

中央-軍事行政人事-73 戦死兵功績名簿　昭和１９．１２
小笠原兵団特設　第４４機関砲
隊

中央-軍事行政人事-74 戦時名簿　死没下士官功績列次名簿　昭和２０年 高射砲第１０２連隊第４中隊

中央-軍事行政人事-75 死没者功績名簿　昭和２１．５ 富南部自動車廠

中央-軍事行政人事-76 死没者功績名簿　昭和２１．５ パレンバン防衛司令部

中央-軍事行政人事-77 戦病死兵功績列次名簿　昭和２１．５ 高射砲第１０２連隊

中央-軍事行政人事-78 死没者功績名簿（下士官．准士官） パレンバン防衛司令部

中央-軍事行政人事-79 参勲関係記載事項補修訂正　大正１０．４ 鉄道省運輸局　総務課長

中央-軍事行政人事-80 功績者列次名簿　昭和１５～１６年 山砲兵第３６連隊第１大隊

中央-軍事行政人事-81 功績名簿　昭和１５～１７年 歩兵第２３０連隊

中央-軍事行政人事-82 功績名簿（甲）　昭和１５～１７年 歩兵第２３０連隊

中央-軍事行政人事-83 功績関係書類（他隊．転属者）　昭和１５～１７年 歩兵第６８連隊第３大隊本部

中央-軍事行政人事-84 功績名簿（将校の部）　昭和１５～１８年 歩兵第１４連隊機関銃中隊

中央-軍事行政人事-85 功績名簿（補充兵）原稿　昭和１５～１８年
歩兵第２１５連隊第２中隊（片山
隊）

中央-軍事行政人事-86 功績名簿　昭和１８年 歩兵第３０連隊第４中隊

中央-軍事行政人事-87 功績列次名簿　昭和１５～１９年
歩兵第２１４連隊第３機関銃中
隊

中央-軍事行政人事-88 功績名簿（准士官．下士官）　昭和１５～２０年 飛行第１０戦隊第１中隊

中央-軍事行政人事-89 功績名簿（准士官．下士官）　昭和１５～２０年 飛行第１０戦隊第２中隊

中央-軍事行政人事-90 功績名簿（佐尉官の部）　昭和１５～２０年 飛行１０戦隊第１中隊

中央-軍事行政人事-91 功績名簿原稿　昭和１６年徴集
歩兵第２１５連隊第２中隊（片山
隊）

中央-軍事行政人事-92 功績名簿　昭和１６～２０年 小倉陸軍造兵廠

中央-軍事行政人事-93 功績者列次名簿（佐尉官．殊勲）　昭和１６．３ 歩兵第２２４連隊第１大隊

中央-軍事行政人事-94 功績関係書類綴　昭和１６．５～１７．３ 大野部隊　柿部隊

中央-軍事行政人事-95 功績関係忘備録　昭和１７年度以降 -

中央-軍事行政人事-96 第３・４次皈還兵功績名簿　昭和１７年 独立山砲兵第３連隊第２中隊

中央-軍事行政人事-97 功績現認書（石田中尉）　昭和１７．４ 独立山砲第３連隊第２中隊



令和４年８月２日

中央-軍事行政人事-98 功績名簿　昭和１７．９ 歩兵第４４連隊

中央-軍事行政人事-99 功績名簿綴　昭和１８年起 歩兵第８９連隊第１１中隊

中央-軍事行政人事-100 皈還者功績名簿　昭和１８年 独立山砲兵第３連隊本部

中央-軍事行政人事-101 功績名簿　昭和１８．１ 工兵第１１連隊

中央-軍事行政人事-102
内地部隊　転属者　功績列次名簿（将校以下）　昭和１８．２～１
９．１

歩兵第１４連隊第３大隊

中央-軍事行政人事-103 第７次皈還兵功績名簿　昭和１８．６ 独立山砲第３連隊第２中隊

中央-軍事行政人事-104 功績名簿　昭和１８．８ 歩兵第４３連隊

中央-軍事行政人事-105 功績名簿（将校の部）　昭和１８～２０年 飛行第１０戦隊第２中隊

中央-軍事行政人事-106 功績名簿　昭和１９．２ 第１１歩兵団司令部

中央-軍事行政人事-107 臨時功績名簿　昭和１９．９ 馬来俘虜収容所

中央-軍事行政人事-108 功績名簿（乙）　昭和１９年 輜重兵第４連隊

中央-軍事行政人事-109 功績名簿　昭和１９年 第３１軍関係

中央-軍事行政人事-110 功績名簿　昭和２０年 歩兵第６１．６２．６４．６９連隊

中央-軍事行政人事-111 功績名簿　昭和２０年 歩兵第１１２．１１３連隊

中央-軍事行政人事-112 功績列次名簿（佐尉官）　昭和２０．６ 第１０９野戦飛行場設定隊

中央-軍事行政人事-113 功績名簿 独立速射砲第１０大隊

中央-軍事行政人事-114 現除者功績名簿　昭和１７年 独立山砲兵連隊本部

中央-軍事行政人事-115 賞賜物件取扱部隊別名簿　昭和１７．２ 歩兵第２連隊

中央-軍事行政人事-116 賞賜物件受領者簿　昭和１７．１～９ 歩兵第５０連隊

中央-軍事行政人事-117 殊勲者名簿（江南残滅作戦～　１号作戦）　昭和１８．４ 歩兵第３４連隊

中央-軍事行政人事-118 第２次功績諸規定綴　昭和１４．９～１８．７ 呂集団司令部功績調査班

中央-軍事行政人事-119 第２次功績名簿原稿　昭和１４年徴集
歩兵第２１５連隊第２中隊（片山
隊）

中央-軍事行政人事-120 第２次功績名簿　昭和１５年 歩兵第５４連隊通信隊

中央-軍事行政人事-121 第２次功績に関する参考書綴　昭和１５．４～１２ 歩兵第５６連隊第１大隊本部

中央-軍事行政人事-122 第２次功績名簿　昭和１５年 小倉陸軍造兵廠

中央-軍事行政人事-123 第２次功績名簿　昭和１５～１８年 小倉陸軍造兵廠

中央-軍事行政人事-124 第２次功績名簿（死没上申．列次名簿）　昭和１５年起 小倉陸軍造兵廠庶務課

中央-軍事行政人事-125 第２次功績名簿　昭和１５～１６年 北千島要塞歩兵隊

中央-軍事行政人事-126 第２次功績名簿　昭和１５～１７年 歩兵第６０連隊

中央-軍事行政人事-127 第２次功績名簿　昭和１５～１８年 歩兵第７９連隊

中央-軍事行政人事-128 第２次功績名簿　昭和１５～１８年 第４歩兵団司令部

中央-軍事行政人事-129 第２次功績名簿　昭和１５～１８年 第３５師団経理部

中央-軍事行政人事-130 第２次功績名簿　昭和１５～１８年 中支那派遣憲兵隊司令部

中央-軍事行政人事-131 第２次功績名簿　昭和１５～１８年 中支那派遣憲兵隊司令部

中央-軍事行政人事-132 第２次功績名簿　昭和１７～１９年 歩兵第５９連隊

中央-軍事行政人事-133 第２次功績名簿　昭和１５～１９年 独立山砲兵第３連隊本部



令和４年８月２日

中央-軍事行政人事-134 第２次功績名簿　昭和１５～１９年 歩兵第６９連隊第２中隊

中央-軍事行政人事-135 第２次功績名簿　昭和１６年 近衛歩兵第１連隊

中央-軍事行政人事-136 第２次功績名簿　昭和１６年 独立速射砲第６大隊

中央-軍事行政人事-137 第２次功績名簿　昭和１６～１７年 野戦高射砲第４５大隊

中央-軍事行政人事-138 第２次功績名簿　昭和１６～１８年 海上機動第１旅団

中央-軍事行政人事-139 第２次功績名簿　昭和１６～１８年 海上機動第１旅団機動第３大隊

中央-軍事行政人事-140 第２次功績名簿　昭和１６～１８年 山砲兵第９連隊第３中隊

中央-軍事行政人事-141 第２次功績名簿　昭和１６～１９年 第２５歩兵団司令部

中央-軍事行政人事-142
第２次功績名簿　昭和１６～２０年　・高射砲第２５連隊　・山砲兵
第９連隊　・パレンバン防衛司令部

第４３教育飛行隊等

中央-軍事行政人事-143 第２次功績名簿　昭和１７年 北千島要塞歩兵隊

中央-軍事行政人事-144 死没兵功績名簿　昭和１７年 第１４師団歩兵第２連隊

中央-軍事行政人事-145 第２次功績名簿　昭和１７年 野戦高射砲第４５大隊

中央-軍事行政人事-146 第２次功績名簿　昭和１７年 歩兵第２９連隊

中央-軍事行政人事-147 第２次功績名簿　昭和１７～１８年 歩兵第３０連隊

中央-軍事行政人事-148 第２次功績名簿　昭和１７～１８年 歩兵第１５３連隊迫撃第１４大隊

中央-軍事行政人事-149 第２次功績名簿　昭和１７～１９年 歩兵第２連隊

中央-軍事行政人事-150 第２次功績名簿　昭和１７～１９年 第２４歩兵団司令部

中央-軍事行政人事-151 第２次功績名簿　昭和１７～１９年 海上機動第１旅団機動第１大隊

中央-軍事行政人事-152 第２次功績名簿（甲．乙）　昭和１７～１９年
歩５９連隊機動第２大隊第２迫
中隊

中央-軍事行政人事-153 第２次功績名簿　昭和１７～１９年 歩兵第５９連隊

中央-軍事行政人事-154 第２次功績名簿　昭和１７～１９年 歩兵第５９連隊

中央-軍事行政人事-155 第２次功績名簿　原稿　昭和１７年徴集
歩兵第２１５連隊第２中隊（片山
隊）

中央-軍事行政人事-156 第２次功績名簿　昭和１８年 -

中央-軍事行政人事-157 第２次功績名簿　昭和１８年 歩兵第２１５連隊第２中隊

中央-軍事行政人事-158 第２次功績名簿　原稿　昭和１８年補充兵
歩兵第２１５連隊第２中隊（片山
隊）

中央-軍事行政人事-159 第２次功績名簿（准士官．下士官兵）　昭和１８年 独立山砲兵第３連隊本部

中央-軍事行政人事-160 第２次功績名簿　昭和１８年 歩兵第３連隊

中央-軍事行政人事-161 第２次功績名簿　其の１　昭和１８年 -

中央-軍事行政人事-162 第２次功績名簿　其の２　昭和１９年 -

中央-軍事行政人事-163 第２次功績名簿　昭和１９年 歩兵第２連隊

中央-軍事行政人事-164 第２次功績名簿　昭和１９年 歩兵第２０連隊第１中隊

中央-軍事行政人事-165 第２次功績名簿　其の１　昭和１９年 歩兵第１２５連隊等

中央-軍事行政人事-166 第２次功績名簿　其の１　昭和１９年 高射砲第２５連隊等

中央-軍事行政人事-167 第２次功績名簿　　昭和１９年 工兵第４連隊補充隊等

中央-軍事行政人事-168 第２次功績名簿　昭和１９年 歩兵第１２８連隊第１中隊

中央-軍事行政人事-169 第２次功績名簿　昭和１９年 独立山砲兵第３連隊本部



令和４年８月２日

中央-軍事行政人事-170 第２次功績名簿　其の２　昭和１９年 独立山砲兵第３連隊等

中央-軍事行政人事-171 第２次功績名簿　昭和１９年 第３１軍司令部

中央-軍事行政人事-172 第２次功績名簿　昭和１９年 -

中央-軍事行政人事-173 第２次功績名簿　昭和１９年 -

中央-軍事行政人事-174 第２次功績名簿　昭和１９年 第４３教育飛行隊等

中央-軍事行政人事-175 第２次功績名簿　歩兵第３連隊　昭和２０年 第４３教育飛行隊等

中央-軍事行政人事-176 第２次功績名簿　昭和２０年 歩兵第１６連隊

中央-軍事行政人事-177 第２次功績名簿　昭和２０年 歩兵第２２連隊

中央-軍事行政人事-178 第２次功績名簿　昭和２０年 歩兵第１２２連隊

中央-軍事行政人事-179 第２次功績名簿　昭和２０年 歩兵第１４３．１４４連隊

中央-軍事行政人事-180 第２次功績名簿資料　昭和２０．１１ -

中央-軍事行政人事-181 第２次功績名簿　昭和２２．２ 第３５師団経理部

中央-軍事行政人事-182 功績名簿　昭和１８～１９年 第５９連隊

中央-軍事行政人事-183 功績名簿　昭和２０年 第３１軍各連隊

中央-軍事行政人事-184 第５次皈還兵功績名簿　昭和１８．２ 独立山砲兵第３連隊第２中隊

中央-軍事行政人事-185 第６次皈還兵功績名簿　昭和１８．１ 独立山砲兵第３連隊第２中隊

中央-軍事行政人事-186 功績一覧表　昭和２２．２ 機関砲第１０１大隊第１中隊

中央-軍事行政人事-187 第２小隊功績一覧表　昭和２２．２ 小隊長　高尾少尉

中央-軍事行政人事-190 戦時名簿及　傷病恩給功績関係書類　昭和２２．２ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政人事-192 敍位敍勲上申資料（第３次皈還者の分）　昭和２２．２ 富南部貨物廠

中央-軍事行政人事-193 新恩給法解説　昭和２８．８ 復員局

中央-軍事行政人事-194 功績調査関係規程綴　昭和１３年～１７年 -

中央-軍事行政人事-195 功績上申規定綴　昭和１２～１８年 陸支普密　陸亜密等

中央-軍事行政人事-196 功績上申規定綴　昭和１３～１８年 陸支普密　陸亜密

中央-軍事行政人事-197 功績調査規定綴　昭和１３～１７年 陸支普密　陸亜密

中央-軍事行政人事-198
大東亜戦役（支那事変第２次を含む）　功績事務必携　昭和１６．１
２．８

-

中央-軍事行政人事-199
大東亜戦役（支那事変第２次を含む）　陸軍功績調査及上申規定
昭和１６．１２．８

-

中央-軍事行政人事-200 大東亜戦役（支那事変第２次を含む）　功績事務提要　昭和１８．２ 陸軍省

中央-軍事行政人事-201 敍位敍勲業務取扱要領　昭和１７．５ 近衛師団司令部

中央-軍事行政人事-202 敍位敍勲例規　昭和１２．３ 陸軍省

中央-軍事行政人事-203 陸軍敍位通報　第４号　昭和２０．４ -

中央-軍事行政人事-204 敍勲申上異動に関する報告　昭和２１．２ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政人事-205 支勲発　昭和２０．５～１２ 陸軍功績調査部

中央-軍事行政人事-206 敍勲停年（履歴書）　昭和２１．１２調 -

中央-軍事行政人事-208 敍勲関係書類綴　昭和２２．２
パレンバン防衛司令部自動車
隊

中央-軍事行政人事-209 功績に関する綴　昭和１９．３ 砲兵第２中隊（天童隊）



令和４年８月２日

中央-軍事行政人事-210 敍位敍勲に関する書類綴　昭和２０．３ 球第７１６５部隊

中央-軍事行政人事-211 敍位敍勲関係書類綴　昭和２０．１～８ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政人事-212 敍位関係書類綴　昭和２２．２
パレンバン防衛司令部自動車
隊

中央-軍事行政人事-213 敍勲上申資料　昭和２２．２ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政人事-214 敍位敍勲関係書類　昭和２０．８ 第２５軍司令部　森口隊

中央-軍事行政人事-215 功績資料　昭和２２．２ 富南部自動車廠

中央-軍事行政人事-216 功績に関する書類綴　昭和２１．５ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政人事-217 功績に関する発翰綴　昭和１８．３ 第２７野戦自動車廠

中央-軍事行政人事-218 功績に関する参考綴　戦死者人名表　生死不明者　昭和１９．５ 独立歩兵第３１８大隊

中央-軍事行政人事-219 功績関係書類　昭和２１．１ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政人事-220 功績調書　昭和２２．１ 第８特設通信隊

中央-軍事行政人事-221 功績資料　昭和２２．２
電信第１連隊第３中隊（含第３中
隊配属無線隊）

中央-軍事行政人事-222 現認証明書診断書綴　昭和１８年度 北部９５６７部隊

中央-軍事行政人事-223 現認証明書　昭和２０年 高射砲第１０２連隊

中央-軍事行政人事-224 事実証明書綴　昭和２０～２１ 高射砲第１０２連隊

中央-軍事行政人事-225 死亡認定に関する業務の参考　昭和２６．５ 留守業務部

中央-軍事行政人事-226 敍勲に関する書類綴　昭和２１．９ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政人事-227 敍勲関係書類綴　昭和２６．９ 機関砲第１０１大隊

中央-軍事行政人事-229 行賞賜金　昭和１９．１２～２１．１ 東京経理部

中央-軍事行政人事-230 賞賜更正東経賜国第８５００号　昭和１８年 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-231 来翰綴（行賞関係）　昭和２０年 陸軍東京経理部

中央-軍事行政人事-232 田中義文大尉功績名簿（感状添付） -

中央-軍事行政人事-233 履歴書　昭和１９年
シンガポールジュヨロン通過部
隊宿舎隊司令官

中央-軍事行政人事-234 履歴書　昭和２０年
シンガポールジュヨロン通過部
隊宿舎隊司令官

中央-軍事行政人事-235 履歴書　昭和２０年 高射砲第１０２連隊

中央-軍事行政人事-236 履歴書　昭和２２．２ 南スマトラ燃料工廠

中央-軍事行政人事-237 履歴書（女子軍属）　昭和２１．３ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政人事-238 履歴書　昭和２１．３ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政人事-239 履歴書　昭和２２．２ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政人事-240 履歴書（敍勲上申者）　昭和２２．２ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政人事-241 履歴書　昭和２１．２ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政人事-242 履歴書綴　昭和２０年 漢口憲兵隊

中央-軍事行政人事-243 復員文官履歴書　昭和２０．８ -

中央-軍事行政人事-244 陸軍関係南方派遣員履歴書　昭和１９年 -

中央-軍事行政人事-245 旧軍人の軍歴調査　昭和４３．８～４９．７ -

中央-軍事行政人事-246 考科表　昭和１８年度 第２２４連隊



令和４年８月２日

中央-軍事行政人事-247 考科表（其の１）　昭和１５～１８年度 第９師団

中央-軍事行政人事-248 考科表（其の２）　昭和１７～１８年度 第９師団

中央-軍事行政人事-249 考科表　昭和１５～１８年度 第９師団

中央-軍事行政人事-250 考科表　昭和１５～１９年度 歩兵第６７連隊等

中央-軍事行政人事-251 帰還輸送に関する綴　昭和２０．１０ 交通兵站班

中央-軍事行政人事-252 将校素質一覧表　昭和１９．４ 父島要塞

中央-軍事行政人事-253 補充隊第１中隊　所属人員異動録　昭和１７．７ -

中央-軍事行政人事-254 准士官下士官以下進級書類　昭和２１．１２ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政人事-255 第２０次特別志願将校採用の件達　昭和２０．６ 陸軍大臣

中央-軍事行政人事-256 第２０次特別志願将校採用の件達　昭和２０．６ 陸軍大臣

中央-軍事行政人事-257 軍人遺家族．傷痍軍人．帰還（郷）軍人　援護大鑑　昭和１４．６ -

中央-軍事行政人事-258 人事関係綴　昭和１５年 -

中央-軍事行政人事-259 人事に関する書類綴　昭和１７年１１月 タクロバン憲兵分隊

中央-軍事行政人事-260 人事に関する書類綴　昭和１８．１２～１９．３ 東部第１２５０３部隊第５中隊

中央-軍事行政人事-261 人事に関する書類綴　昭和１９年度 威第６５５８部隊前田隊本部

中央-軍事行政人事-262 人事に関する書類綴　昭和１９年度
第１６師団野砲兵第２２連隊第２
大隊　岩崎隊本部

中央-軍事行政人事-263 人事に関する書類綴　昭和２０．９ 連絡部副官

中央-軍事行政人事-264 人事に関する書類　昭和１８～１９年 第５４師団

中央-軍事行政人事-265 人事関係書類　昭和１９．５ パラオ電報電話局

中央-軍事行政人事-266 人事に関する発翰綴　昭和２０年度 中部第３４部隊

中央-軍事行政人事-267 人事関係書類綴　昭和１９～２０年 第１４方面軍

中央-軍事行政人事-268 人事関係書類　昭和２０．９ 第５２軍

中央-軍事行政人事-269 人事関係諸記録 憲兵隊

中央-軍事行政人事-270 人事関係 垣６５５５部隊

中央-軍事行政人事-271 靖国神社合祀に関する綴　昭和１６～１７年 力第３５９６部隊

中央-軍事行政人事-272 抗議事件関係資料　昭和１８．７ 終戦連絡中央事務局

中央-軍事行政人事-273 将校戦時職務命課　昭和１９．９ 独立混成第４４旅団

中央-軍事行政人事-274 規約貯金組合脱退願綴等　昭和２０年 -

中央-軍事行政人事-275 靖国神社合祀名簿調製上の参考（写）　配付の件　昭和２０年１月 球第７１６５部隊

中央-軍事行政人事-276 特別志願将校関係書類　昭和１６年 第７司団

中央-軍事行政人事-277 部隊人員調査表　昭和２２．２ 朝嵐丸

中央-軍事行政人事-278 将校特別補充関係綴　昭和２０年 -

中央-軍事行政人事-279 職業補導関係書類　昭和２０．９ 憲兵司令部

中央-軍事行政人事-280 要注意兵調査簿記入要項 -

中央-軍事行政人事-283 補任事務提要　昭和１３．１ 陸軍省

中央-軍事行政人事-285 身上調査表（判任官．雇員）　昭和１８．５調 -



令和４年８月２日

中央-軍事行政人事-286 下士官　身上調書　昭和１８．３ 第１大隊

中央-軍事行政人事-289 防疫給水部命令綴　昭和１９年７月～１０月 タクロパン

中央-軍事行政人事-290 身上申告書　昭和２０．８ 於北ボルネオ

中央-軍事行政人事-291 身上申告書　昭和２１．３ 於ボルネオ

中央-軍事行政人事-292 身上申告書（岡第１８５１９部隊）　昭和２１．１２ 特設自動車第１６大隊

中央-軍事行政人事-293 身上申告書（マライ憲兵隊　前島隊）　昭和２１．１２ 第２９軍憲兵隊　前島隊

中央-軍事行政人事-294 身上申告書（馬来憲兵隊　谷口隊）　昭和２１．１２ 第２９軍憲兵隊　戦闘隊

中央-軍事行政人事-295 身上申告書　昭和２２．４ 第１２３師団兵器　勤務隊

中央-軍事行政人事-296 朝嵐丸　文官　将校名簿　身上申告書綴　昭和２２．２ -

中央-軍事行政人事-297 身上申告書（入院患者の分）（朝長部隊）　昭和２２．２ 第１３野戦航空補給廠

中央-軍事行政人事-298 職員欠勤調査表　昭和１８年度 第３製造所作業課

中央-軍事行政人事-299 兵籍異動報告（兵の部）　昭和１８年 歩兵第２２４連隊砲兵大隊本部

中央-軍事行政人事-300 賞与支給関係　昭和１９～２０年 長官官房総務課

中央-軍事行政人事-301 採用甲種幹部　候補生任官上申取扱要領　昭和１８～１９年度 球第１２４２７部隊

中央-軍事行政人事-302 未帰還者等の調査整理に関する規程　昭和２１．１１ 復員庁

中央-軍事行政人事-303 戦時死亡に関する報告綴（照７７５７部隊）　昭和１９年度 歩兵第１５連隊

中央-軍事行政人事-304 死没者に対する人事業務便覧　昭和１９．７ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政人事-305 兵服務期間調査表（初年兵　補充兵）　昭和１７．９ 青山隊

中央-軍事行政人事-306 転出者調査簿　昭和１８．３起 功績係

中央-軍事行政人事-307 召集下士官身上明細書　昭和１６．７ 第１１中隊

中央-軍事行政人事-308
大東亜戦争間第２１師団　隷下部隊軍人軍属等の補充交代帰還
等に関する規定　昭和１７．６

-

中央-軍事行政人事-309 人事関係連絡事項綴　昭和１７．３ 第１軍人事主任参謀

中央-軍事行政人事-310 事実証明書　昭和１８年 第１４師団第２連隊

中央-軍事行政人事-311
大東亜戦争間関係部隊　軍人軍属等の補充交代等に関する規程
（暁５１２８部隊）　昭和１５．１２

陸軍省

中央-軍事行政人事-312 住宅異動通知書綴　昭和１７～２１年 小倉陸軍造兵廠

中央-軍事行政人事-313 兵役に関する諸願届書式範例集　大正１３．６ 静岡連隊区司令部

中央-軍事行政人事-314 人員異動録　昭和１１．３～１６．３ 工廠庶務課

中央-軍事行政人事-315 人馬異動録　昭和１３～１８年 漢口憲兵隊本部

中央-軍事行政人事-316 人員異動録　昭和１９年度 第２５６９部隊

中央-軍事行政人事-317 人員の補充等に関する規程　昭和１８．１２ 陸軍省

中央-軍事行政人事-318 人事に関する発翰綴　昭和１７．１ 河第３５６１部隊石躍隊

中央-軍事行政人事-319 人事雑件綴　昭和１６～１９年 サイパン支庁テニアン出張所

中央-軍事行政人事-320 人事関係書類　昭和２０年 第５２軍

中央-軍事行政人事-321 少尉候補者に関する書類綴　昭和１８年度 満洲第９４４部隊

中央-軍事行政人事-322 比島要人履歴綴　昭和１８．１ -

中央-軍事行政人事-323 西部軍事務規程　昭和１８．３ 西部第４１５２部隊
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中央-軍事行政人事-324 進級・昇給・資格者名簿　昭和１９．５ 南東空廠業務科

中央-軍事行政人事-325 捷部隊事務規程　昭和２０．６ 捷第１３３３３部隊

中央-軍事行政人事-326 米人俘虜関係綴　昭和２０．９ 長沙憲兵派遣隊

中央-軍事行政人事-327 履歴書　昭和２１．９～２２．２ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政人事-328 戦病死者報告　昭和２２．２ -

中央-軍事行政人事-329 死亡認定（個人）資料綴　昭和２９．３～３０．３ 第２課２班

中央-軍事行政人事-330 死亡認定（個人）資料綴　昭和３０．４～１２ 第２課２班

中央-軍事行政人事-331 身上申告書　昭和２１．１２
第２９軍憲兵隊　馬来憲兵隊本
部

中央-軍事行政人事-332 身上申告書（文官）　昭和２１．１２ 馬来軍政監部　ペラ州政庁

中央-軍事行政人事-333 人員増加の件他　昭和１４～１６年 -

中央-軍事行政人事-334 人事に関する書類綴　昭和１７年 陸軍航空士官学校庶務

中央-軍事行政人事-336 遺族家族指導嘱託講習会講義録　昭和１８．３ 軍事保護院

中央-軍事行政人事-337 将校進級詮議綴　昭和２２．１ シンガポールジュロン宿舎隊

中央-軍事行政人事-338 勲功特．甲．事変地　短期間勤務者名簿 歩兵第２連隊

中央-軍事行政人事-339 韓国人軍属履歴書綴　昭和２１．１２ 新嘉坡通過部隊宿舎隊司令官

中央-軍事行政人事-340 幹部候補生に関する書類綴　昭和１５年度 第３３師団第１２中隊

中央-軍事行政人事-341 第２次功績名簿　昭和１８．３ 独立歩兵第３０３大隊

中央-軍事行政人事-342 人事に関する書類綴　昭和１９年度 第２６飛行場中隊

中央-軍事行政人事-343 俘虜患者日報綴　昭和２０年度 奉天俘虜収容所医務室

中央-軍事行政人事-344 人事に関する来翰綴　昭和２０．８～２３．１２ 引揚援護庁資料整理部

中央-軍事行政人事-345 敍位敍勲　人事に関する書類綴　昭和１９年度 第２６飛行場中隊

中央-軍事行政人事-346 身上申告書　昭和２０年 -

中央-軍事行政人事-347 履歴書　昭和２０年 南洋庁等

中央-軍事行政人事-348 履歴書　昭和２０年 南洋庁等

中央-軍事行政人事-349 履歴書　昭和 南洋庁等

中央-軍事行政人事-350 履歴書　昭和２０年 南洋庁

中央-軍事行政人事-351 人事に関する書類綴　昭和１２．１２～１７．２ 歩兵第５９部隊　高橋隊

中央-軍事行政人事-352 官報登載主要事項抜萃　昭和１７～１８年 人事掛

中央-軍事行政人事-353 官報登載抜萃事項　昭和１１～１６年 職員人事

中央-軍事行政人事-354 人事関係書類綴　昭和１７～１８年 第１船舶工作廠

中央-軍事行政人事-355 人事に関する書類綴　昭和１８．１２～１９．３ 速射砲中隊

中央-軍事行政人事-356 人事に関する書類綴　昭和１９年 渡辺隊

中央-軍事行政人事-357 人事関係書類綴　昭和２０年 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政人事-358 人事に関する書類綴　昭和２１年 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政人事-359 参考書類　昭和２１．９ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政人事-360 履歴書　昭和２０年 南洋庁
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中央-軍事行政人事-361 履歴書　昭和２０年 南洋庁

中央-軍事行政人事-362 恩給に関する書類綴　昭和２８年 引揚援護庁資料整理課

中央-軍事行政人事-363 恩給．賜金．手当金．扶助金　事務便覧　昭和１８．１ 陸軍省

中央-軍事行政人事-364 恩給．賜金．手当金．扶助金　事務便覧　昭和１８．４ 加藤隊

中央-軍事行政人事-365 人馬異動録　昭和１９年度 第２大隊本部

中央-軍事行政人事-366 人事処理要領　昭和２１年 石坂曹長

中央-軍事行政人事-367 人事に関する参考綴　昭和１６．７～２０．７ 小倉陸軍造兵廠技術課庶務班

中央-軍事行政人事-368 人事に関する書類綴　昭和１７～２０年 朝鮮軍副官部

中央-軍事行政人事-369 人事関係規定蒐録　昭和１８．５ 独立飛行第５１中隊

中央-軍事行政人事-370 恩給賜金に関する書類綴　昭和１６～１９年 球第４１５２部隊

中央-軍事行政人事-371 死没者證拠書類　昭和１９．１２～２１．６ 南方第９陸軍病院

中央-軍事行政人事-372 賜金・扶助金・手当金・関係法規　昭和１９．８ 陸軍省

中央-軍事行政人事-373 軍人傷痍記章に就て　昭和１６．１ 陸軍省人事局恩賞課

中央-軍事行政人事-374 嘱託に関する綴　昭和１６～２０年 第１研第３科

中央-軍事行政人事-375 従軍中に於ける遺言の書式 第１師団法務部

中央-軍事行政人事-376 人事に関する綴　昭和２０年 徹第１２３３２部隊

中央-軍事行政人事-377 公務死亡証明綴（その１）　昭和２１．１２
高射砲等１０２連隊（大阪地方世
話部）

中央-軍事行政人事-378 恩給に関する書類綴　昭和２１年 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政人事-379 恩給に関する書類綴　昭和２９．１ 引揚援護庁資料整理課

中央-軍事行政人事-380 身上申告書　昭和２２年 南方軍各隊

中央-軍事行政人事-382 考科表　昭和１４～１８年度 独立歩兵第１１大隊

中央-軍事行政人事-383 考科表（現役軍曹）　昭和１６～１７年度 歩兵第２２４連隊

中央-軍事行政人事-384 履歴書　昭和２２．２
シンガポールジュロン通過部隊
宿舎隊

中央-軍事行政人事-385 身上申告書　昭和２２．２ 大塩部隊等

中央-軍事行政人事-387 補任事務提要　昭和１１．３ 人往第２８５号

中央-軍事行政人事-388 在郷将校就職状況調査表　昭和１７．４ 宇都宮連隊区将校団

中央-軍事行政人事-389 臨時召集令状　及び受領証　昭和２０年７月１９日～２０日 -

中央-軍事行政人事-390 発令等通知書　昭和１７年度
野戦重砲兵第１連隊（在．神武
屯）

中央-軍事行政人事-391 抜擢名簿様式　昭和２年～１１年 -

中央-軍事行政人事-392 退職候補者名簿調製要領　昭和７年１０月 -

中央-軍事行政人事-393 考科順序表調製要領　昭和７年１０月 -

中央-軍事行政人事-394 服務関係書類綴 -

中央-軍事行政人事-395 支那事変　論功行賞通報　第17回　森川史料 陸軍省

中央-軍事行政人事-396 考課資料綴(海軍士官同文官定期考課表調整名簿等　森川史料 資材局鉄鋼課

中央-軍事行政人事-397 商工大臣官房等事務分担表　森川史料 商工省

中央-軍事行政人事-398
隷下各部隊庶務課長、総務科長等会同席上に於ける庶務課長説
明要旨　森川史料

陸軍兵器行政本部
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中央-軍事行政人事-399
考課表、兵籍、戦時名簿及動員計画書類等に記載すへき佐尉官
の兵種区分に関する件達　　森川史料

陸軍大臣　杉山元

中央-軍事行政人事-400 功績名簿　志茂隊（独立無線第87小隊） -

中央-軍事行政人事-401 戦死者等靖国神社合祀について(復員史資料） 陸軍省等

中央-軍事行政人事-402 死亡賜金封筒 -

中央-軍事行政人事-403 昭和１６年度宇都宮連隊区徴兵検査日割表 宇都宮連隊

中央-軍事行政人事-404 小島三郎資料　戦死死没者　上申済功績列次名簿控（総司令部）
南方軍総司令部付　小島三郎
准尉

中央-軍事行政人事-405 小島三郎資料　戦死死没者　上申済功績列次名簿控（隷下部隊）
南方軍総司令部付　小島三郎
准尉

中央-軍事行政人事-406 小島三郎資料　復員業務（人事恩典）に関する参考綴 南方軍副官部

中央-軍事行政人事-407 小島三郎資料　大東亜戦役陸軍死没者功績上申規定等綴 南方軍復員班本部

中央-軍事行政人事-408 小島三郎資料　返戻功績書類内訳 南方軍総司令部

中央-軍事行政人事-409 小島三郎資料　人事に関する書類綴（恩給．叙位．叙勲） 南方軍総司令部　高見部隊

中央-軍事行政人事-410 復員局事務処理規定綴 第１復員大臣　幣原喜重郎他

中央-軍事行政人事-411 陸軍大佐松山作二 履歴書 松山作二

中央-軍事行政情報-1 勘察加沿岸踏査概況　明治３４．９ 市郎　兵衛

中央-軍事行政情報-2 海外諸国の近況　大正１４．３ 参謀本部

中央-軍事行政情報-3 調報綴（第１号～７号）　昭和６．６～７．６ -

中央-軍事行政情報-4 最近に於ける列国軍備充実の状況　昭和１０年 参謀本部

中央-軍事行政情報-5 第８師団情報勤務規定　昭和１１．９ -

中央-軍事行政情報-6 ソ連の諜報反諜報に就て　昭和１１．９ 内務省警保局

中央-軍事行政情報-7 智恵克新聞に現われたる「ソ」連事情　昭和１１．９ 参謀本部第６課にて反訳

中央-軍事行政情報-8 各種情報関係書類　昭和１２～１５年 鉄道総局弘報課

中央-軍事行政情報-9 不穏事件関係在獄者調　昭和１３．１ -

中央-軍事行政情報-11 最近に於ける国家主義運動概況（第１集）　昭和１３．２ 警保局保安課

中央-軍事行政情報-12 ソ連細菌戦情報　昭和１４．１１ -

中央-軍事行政情報-13 最近に於ける軍機保護並に防諜考察資料　昭和１４．５ 久納部隊抜萃

中央-軍事行政情報-14 情報　昭和１５年 参考資料

中央-軍事行政情報-15 ２０年後に於ける合衆国及　米洲の経済国力の研究　昭和１５．５ 日満財政経済研究会

中央-軍事行政情報-16 合衆国及米洲の経済国力の研究　昭和１５．５ 日満財政経済研究会

中央-軍事行政情報-17 重慶政府デマ放送（第１１号）　昭和１５．５ 陸軍省情報部

中央-軍事行政情報-18 昭和１５年前半期思想情勢　昭和１５．８ -

中央-軍事行政情報-19
Ｌ・バーレフ・濠洲・新西蘭及び　印度の軍備と軍需生産　昭和１
６．８

陸軍省主計課別班

中央-軍事行政情報-20 積極防謀に関する諸問題の考察の一端（抜萃）　昭和１６．３ 防衛課

中央-軍事行政情報-21 ブロック会議説明資料 内務省

中央-軍事行政情報-22 調査頃目（案） -

中央-軍事行政情報-23 欧洲情勢 -

中央-軍事行政情報-24 思想問題 -
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中央-軍事行政情報-25 防諜幹部教育資料 大渕曹長

中央-軍事行政情報-26 危険思想 -

中央-軍事行政情報-27 一般情報 在独武官室

中央-軍事行政情報-28 初小常識標準 -

中央-軍事行政情報-29 列国面積及人口並　列国主要生産統計表　昭和１７．２ 第２部第５課

中央-軍事行政情報-30 皇国内外の情勢　昭和１７．２ 情報局

中央-軍事行政情報-31 独電第６２４号に基く　枢軸側の問題に関する判断　昭和１７．４ 阿久津中佐

中央-軍事行政情報-32 外人通信員綴　調査資料　昭和１８年 村山　有

中央-軍事行政情報-33 武官用暗号書　昭和１８．２ 参謀本部

中央-軍事行政情報-34 各地情勢　昭和１８．１２ 大日本一新会総裁　吉田益三

中央-軍事行政情報-35 言論統制時における　非戦投書写綴　昭和１８～１９年 -

中央-軍事行政情報-36 来往外国人調査月報綴　昭和１９年 大阪府

中央-軍事行政情報-37 外国情報綴（２）　昭和１９．３ 独国航空駐在官

中央-軍事行政情報-38
外国情報綴（１）　「ハァールベルク」機械並鋳造工場視察報告等
昭和１９年３月

独国航空駐在官

中央-軍事行政情報-39 旬報綴（第１７号～４１号）（情乙）　昭和１９．４～１９．１２ 大本営陸軍部

中央-軍事行政情報-40 大西洋岸築城に就て　昭和１９．５
在独陸軍武官室　陸軍大佐　伊
藤清一

中央-軍事行政情報-41 一般特報（第１４０～２５０号）　昭和１９．１０ -

中央-軍事行政情報-42 一般情報綴　昭和２０年 -

中央-軍事行政情報-43 治安情報　第６～２９号　昭和２０．８～９ 兵務課

中央-軍事行政情報-44 軍報道部傍受情報綴　昭和２０．８以降 参謀部

中央-軍事行政情報-45 治安情報綴　第１～３０号　昭和２０．８～９ -

中央-軍事行政情報-46 治安情報綴　第１～３０号　昭和２０．８～９ -

中央-軍事行政情報-47 特務機関に関する総括的報告　昭和２０．１１ 陸軍省

中央-軍事行政情報-48 参考情報乙綴　２分冊の２　昭和２１．４ 資料課

中央-軍事行政情報-49 第２部会調査項目案　昭和２１．８ -

中央-軍事行政情報-50
反ソビエト白衛軍組織の指導者　日本諜報機関の手先　昭和２１．
８

-

中央-軍事行政情報-51 反「ソ」白衛軍組織の指導者　日本諜報機関の手先　昭和２１．８ -

中央-軍事行政情報-52 ソ連放送　第２８６号　第２８７号　昭和２１．８ -

中央-軍事行政情報-53
在日第３勢力　台湾独立運動及　中共系中国人活動の状況　昭
和２７．６～８

-

中央-軍事行政情報-54 露国過激派の実情　大正１１．３ 陸軍省

中央-軍事行政情報-55 押収したる秘密文書　第６号　昭和２．７ 参謀本部

中央-軍事行政情報-56 列国陸軍軍情一覧　昭和４．１ 陸軍省

中央-軍事行政情報-57 列国国勢と陸軍軍費との比較一覧　昭和４．１ 陸軍省

中央-軍事行政情報-58 列国新兵器整備一覧　昭和４．１ 陸軍省

中央-軍事行政情報-60 マルクス共産主義の理論と其の批判　昭和６．４ 豊橋連隊区将校団

中央-軍事行政情報-61 車窓より露国を観て　昭和６．５ 陸軍中佐　草場辰己
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中央-軍事行政情報-62 コミンターン（国際共産党）の日本に及ぼしたる影響　昭和８．９ 帝国在郷軍人会本部

中央-軍事行政情報-63 防諜の参考　昭和１３．９ 陸軍省

中央-軍事行政情報-64 防共調査資料　第１集　昭和１５．３ 内閣情報部

中央-軍事行政情報-65 防共調査資料　第２集　昭和１５．３ 内閣情報部

中央-軍事行政情報-66 防共情報　第１０号　昭和１５．１１ 内閣情報部

中央-軍事行政情報-67 防諜　第８号 陸軍省

中央-軍事行政情報-68 防諜講演資料　昭和１６．４ 内務省

中央-軍事行政情報-69 撤布宣伝物綴（其の３２）　昭和１６．１０ 呂集団司令部

中央-軍事行政情報-70 破壌謀略防衛の参考　昭和１８．５ 陸軍省

中央-軍事行政情報-71
昭和１８年度参謀長会同における実務連絡事項（第８課主務事
項）（対敵宣伝・戦場宣伝・前大戦の対敵宣伝）　昭和１８年８月１７
日

大本営陸軍部（熊本師団参謀部
複製）

中央-軍事行政情報-72 宣伝情報関係書類　昭和１８．９
垣第６５１部隊直轄宣伝班第１
班

中央-軍事行政情報-73 宣伝情報綴　昭和１９年 尚情報室

中央-軍事行政情報-74 投下宣伝取扱参考　昭和１８．１１ 南方軍航空技術部

中央-軍事行政情報-75 報道宣伝上の参考資料　昭和１９．３ 陸軍報道部

中央-軍事行政情報-76 南方地域に於て撤布された米軍伝単　昭和１９．５ -

中央-軍事行政情報-77 南域報道宣伝関係主要行事一覧　昭和１９．７ 南方軍報道部

中央-軍事行政情報-78 英字紙に現れたソ連関係情報　昭和２１．２ -

中央-軍事行政情報-79 思想戦講習会講義速記　第１～４集　昭和１３．２ 内閣情報部

中央-軍事行政情報-80 思想戦講座　第１～４集　昭和１５．５ 内閣情報部

中央-軍事行政情報-81 報道宣伝上の参考資料（３３号）　昭和１８．４ 陸軍省報道部

中央-軍事行政情報-82 報道宣伝上の参考資料　昭和１８．８ 陸軍省報道部

中央-軍事行政情報-83 特種情報隊　教育規定起案要領　昭和８．４ -

中央-軍事行政情報-84 諜報宣伝勤務指針　昭和３年２月 参謀本部

中央-軍事行政情報-85 軍用通信の見地よりする通信窃取に対する方策　昭和３．５ 陸軍科学研究所

中央-軍事行政情報-86 発電綴　在仏及びエチオピヤ関係 -

中央-軍事行政情報-87
宣伝戦根本方策大綱　宣伝戦研究所の関与・実施せんとする要
綱　昭和１８年１２月　高嶋少将史料

宣伝戦研究所

中央-軍事行政情報-88 宣伝戦実施計画要綱　高嶋少将史料 -

中央-軍事行政情報-89 印度作戦に即応せる宣伝方策　高嶋少将史料 -

中央-軍事行政情報-90
綜合宣伝戦の必須要綱・大東亜建設根本要項・大東亜建設実施
基本方策　高嶋少将史料

宣伝戦技術研究所

中央-軍事行政情報-91
大本営陸軍部対米情報　参宣資第439号敵米国の弱点・〃第440
号米国内情勢に関する件　他　昭和１９年

大本営陸軍部

中央-軍事行政情報-92 海を失った「海国日本」死の機雷原 伊東清

中央-軍事行政情報-93
中部、近畿地方地震の状況(昭和19.12.7午後１２時現在)　森川史
料

内務省警保局

中央-軍事行政情報-94
宇垣一成総理大臣推挙に伴う憲兵隊情報　昭和12年１月　森川
史料

憲兵司令官　中島今朝吾

中央-軍事行政情報-95 英国批判参考資料　昭和１６年１２月　森川史料 陸軍省報道部

中央-軍事行政情報-96 作戦地付近に於ける物資源調査　森川史料 第5963部隊本部中山主計中尉

中央-軍事行政情報-97 「ソヴィエートロシア」の国防地理学(訳文)　森川史料 参謀本部
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中央-軍事行政情報-98
独伊派遣軍事視察団報告資料第１～６号　陸軍兵器局の編成竝
其の業務に就て等　森川史料

独伊派遣軍事視察団

中央-軍事行政情報-99 マニラ付近出張報告(原材料工場事業場之部)　森川史料
陸軍省兵器局陸軍少佐　澤田
左右吉　他

中央-軍事行政情報-100 香港九龍出張報告(原材料工場事業場之部)　森川史料
陸軍省兵器局陸軍少佐　澤田
左右吉　他

中央-軍事行政情報-101
米国陸軍情報局軍事課1940年2月1日発1939年9月1日～10月5日
独軍の波蘭戦役　森川史料

参謀本部第4部

中央-軍事行政情報-102 独逸語情報抄訳　森川史料 技術課

中央-軍事行政情報-103 昭和18年に於ける製造技術に関する外国情報　森川史料 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政情報-104 鮮満関旅行記事　森川史料 世話爺記

中央-軍事行政情報-105 比島電気事情概要　森川史料 台湾電力株式会社

中央-軍事行政情報-106 米英の大規模空襲に対する独本土防空　森川史料 参謀本部

中央-軍事行政情報-107 「サ」情報在米西国武官の米陸軍演習見学記　森川史料 調査部

中央-軍事行政情報-108 独逸東部占領地の情況　森川史料 -

中央-軍事行政情報-109 独軍の仏国占領地域工業管理利用の現況　森川史料 駐独陸軍武官室

中央-軍事行政情報-110 米国軍事生産発展概説等電報綴　森川史料 森島公使

中央-軍事行政情報-111 米国カリビアン政策と満蒙問題 陸軍省

中央-軍事行政情報-112 経済封鎖恐るゝに足らず 参謀本部

中央-軍事行政情報-113 極東の情勢に就て 陸軍省調査班

中央-軍事行政情報-114 不安なる欧州の政情 陸軍省軍事調査部

中央-軍事行政情報-115 現下の情勢と吾人の覚悟 陸軍省調査班

中央-軍事行政情報-116 米国の「ニカラガ」干渉問題「パナマ」共和国独立と米国の関与 陸軍省調査班

中央-軍事行政情報-117 近代国防より見たる蘇聯邦 陸軍省軍事調査部

中央-軍事行政情報-118 蘇聯邦武力戦準備の進展 陸軍省調査班

中央-軍事行政情報-119 蘇聯邦第一次五年計画の成果と第二次五年計画の展望 陸軍省調査班

中央-軍事行政情報-120 蘇聯邦東方政策の真相 陸軍省調査班

中央-軍事行政情報-121 国際與論を通して観る皇国日本の立場 陸軍省軍事調査部

中央-軍事行政情報-122 日露戦後２９年　皇国は太平洋時代の世界軸心に立つ 陸軍省

中央-軍事行政情報-123 情報宣伝研究資料　第１３輯　世界に於ける日本 アントン・チシュカ内閣情報部

中央-軍事行政情報-124 情報宣伝研究資料　第４輯　世界大戦と宣伝 内閣情報部

中央-軍事行政情報-125 情報宣伝研究資料　第２輯　大戦間独逸の諜報及宣伝 内閣情報部

中央-軍事行政情報-126 情報宣伝研究資料　第６輯　秘密の力 内閣情報部

中央-軍事行政情報-127
情報宣伝研究資料　第７輯　外国新聞に現はれたる支那事変漫
画

内閣情報部

中央-軍事行政情報-128
情報宣伝研究資料　第１輯　１９２８年大戦間に於ける仏国の対独
宣伝

内閣情報部

中央-軍事行政情報-129 情報宣伝研究資料　第８輯　列国に於ける共産主義運動（上） 内閣情報部

中央-軍事行政情報-130 情報宣伝研究資料　第９輯　列国に於ける共産主義運動（下） 内閣情報部

中央-軍事行政情報-131 情報宣伝研究資料　第１０輯　欧州各国に於ける国家革新運動 内閣情報部

中央-軍事行政情報-132 情報宣伝研究資料　第１１輯　宣伝の心理と技術 内閣情報部

中央-軍事行政情報-133
時局資料　近代戦と思想宣伝戦　流言・デマの正体　独チ合邦後
の欧州情勢

内閣情報部



令和４年８月２日

中央-軍事行政情報-134 昭和１５年　時局資料第１９及び２０輯 内閣情報部

中央-軍事行政情報-135
思想戦講座第５及び第６輯　米国の対日動向とその海軍　更生新
支那政権の現在及び将来

内閣情報部

中央-軍事行政情報-136 思想戦概論（講義要項) 内閣情報部長　横溝光暉

中央-軍事行政情報-137 昭和１２年～１５年　国際事情(511,526,536,539,541,562) 外務省情報部

中央-軍事行政情報-138 昭和１８年及１９年　情報局編輯　週報　(371.372.381.382号) 情報局

中央-軍事行政情報-139 左翼運動の日本化 警保局調査室

中央-軍事行政情報-140 フリッツ・エルマース著　新興独逸の概貌 警保局調査室

中央-軍事行政情報-141 外事警察資料第１９輯　最近に於ける米国共産党の組織 警保局外事課

中央-軍事行政情報-142 ラインハルド・ヘーン箸　国法的思惟の変化 内務省警保局

中央-軍事行政情報-143 日本主義運動に対する左翼の批判 内務省警保局

中央-軍事行政情報-144 内閣情報部宣傳時報　第３輯 内閣情報部

中央-軍事行政情報-145 内閣情報部宣傳時報　第４輯 内閣情報部

中央-軍事行政情報-146 伊国陸軍各部隊編制の概要　昭和16年3月1日 在伊陸軍武官室

中央-軍事行政情報-147 欧州偵察関係書類　昭和16年 中原正行

中央-軍事行政情報-148 旅券（中原正行） 日本外務省

中央-軍事行政情報-149 シベリア鉄道沿線視察報告　昭和16年 中原正行

中央-軍事行政情報-150 欧州偵察日記　昭和16年（1） 中原正行

中央-軍事行政情報-151 欧州偵察日記　昭和16年（2） 中原正行

中央-軍事行政情報-152 欧州偵察日記　昭和16年（3） 中原正行

中央-軍事行政経理-1 被服定額表（陸普第１３３４号）　大正１４．４ 陸軍省

中央-軍事行政経理-2 国幣證券の本邦取引所上場案　昭和９．１ 満鉄経済調査会

中央-軍事行政経理-3
恩給叙勲年加算調査　上巻　参考法例　在籍艦艇　昭和９年１２
月３１日

海軍省軍務局　海軍省人事局

中央-軍事行政経理-4
恩給叙勲年加算調査　下巻　除籍艦艇　船舶及特務艇　昭和９年
１２月３１日

海軍省軍務局　海軍省人事局

中央-軍事行政経理-5 経理官陣中便覧　昭和１１．１ 陸軍主計団記事

中央-軍事行政経理-6 鋼材委託調弁の件通牒　昭和１３．２ 朝鮮軍経理部

中央-軍事行政経理-7 衛生材料特種品単価表　昭和１５～１９年度 陸軍衛生材料本廠

中央-軍事行政経理-8 北支　現地調弁に関する調査報告書　昭和１６．５ 参謀本部

中央-軍事行政経理-9 加越各部隊糧秣現在高調書　昭和１７．１０ -

中央-軍事行政経理-10 戦時会計特例諸規定集　昭和１７．１０ 基兵団経理部

中央-軍事行政経理-11 物品出納簿　昭和１７年度 第５６飛行場大隊

中央-軍事行政経理-12 南方軍軍政会計法規集　昭和１８．１ 会計監督部

中央-軍事行政経理-13 南方軍軍政会計法規集　昭和１８．１ 会計監督部

中央-軍事行政経理-14 請求書　昭和１８．１ 岩畔機関ピナン出張所

中央-軍事行政経理-15 財産管理状況調　昭和１８．３ 教育総監部陸軍共済組合

中央-軍事行政経理-16 決算書類副書綴　昭和１８．４～１９．３ 独立自動車第４２大隊第１中隊

中央-軍事行政経理-17 軍需省航空兵器総局契約心得　昭和１９．２ 軍需省航空兵器総局第４局



令和４年８月２日

中央-軍事行政経理-18 陸軍旅費規則　昭和１９．７ 満洲第２５５部隊吉田隊

中央-軍事行政経理-19 俸給支払仕訳書綴　昭和１９．１０ 森７３７８部隊篠崎隊

中央-軍事行政経理-20 俸給々料総額調書　昭和１９．１０ 教育総監部共済組合

中央-軍事行政経理-21 諸規定綴　昭和１９年 尚武集団経理係

中央-軍事行政経理-22 支那事変　国庫債券交付通知書　昭和１９年 市区町村長

中央-軍事行政経理-23 金銭給与原簿　昭和１９年 三戸隊

中央-軍事行政経理-24 受領證綴　昭和１９年度 奉天俘虜収容所医務室

中央-軍事行政経理-25 恩給関係證據書類　昭和１９～２０年 電信第１連隊第３中隊

中央-軍事行政経理-26 機密費関係綴　昭和２０年 陸軍省軍務課

中央-軍事行政経理-27 作戦経理要務書　昭和２０．３ 兵站総監部

中央-軍事行政経理-28 送證（原符）　昭和２０．４ 奉天俘虜収容所第１分所

中央-軍事行政経理-29
隷下各部隊臨時軍事費受払計算書　昭和２０．６～昭和２０年１１
月

至敏部隊経理課

中央-軍事行政経理-30 支払額集計表　昭和２０．７ 伝第３３７１部隊経理部

中央-軍事行政経理-31 分任官現金亡失報告等　昭和２０．８ 進第９５６６部隊

中央-軍事行政経理-32 糧秣関係受領證並に出庫伝票綴　昭和２０．８
第３陸軍気象隊（西１９５６８部
隊）

中央-軍事行政経理-33 現金出納簿　昭和２０．７～９ 第１０独立警備隊司令部管理班

中央-軍事行政経理-34 支払額集計表　昭和２０．１０ 至敏第１５７１６部隊

中央-軍事行政経理-35 現物代金受払計算出納證馮書　昭和２０．１０～２１．２ 第１０独立警備隊

中央-軍事行政経理-36 現物代金出納證馮書　昭和２０．１０～２１．１ 第１０独立警備隊司令部管理班

中央-軍事行政経理-37 臨時軍事費総括受払計算書　昭和２０年度 至敏経理課

中央-軍事行政経理-38 糧秣払出證馮書　昭和２０年度 鄭州憲兵分隊

中央-軍事行政経理-39 前渡金整理簿（臨時軍事費・借入資金）　昭和２０年度 至敏第１５７１１部隊

中央-軍事行政経理-40 現物代金総括受払計算書　昭和２１．２ 第１０独立警備隊経理課

中央-軍事行政経理-41 管理期調書　昭和２１．４ 第１０独立警備隊司令部

中央-軍事行政経理-42 最終経理検査酒保金検定書　昭和２１．４ 第１０独立警備隊司令部

中央-軍事行政経理-43 金櫃検定書　昭和２１．４ 第１０独立警備隊司令部

中央-軍事行政経理-44 書類遺棄焼却状況調書（経理関係）　昭和２１．４ 第１０独立警備隊司令部

中央-軍事行政経理-45 恩給関係證據書類　昭和２２．２
パレンパン防衛司令部自動車
隊

中央-軍事行政経理-46 官庁新給与体系詳説　昭和２３．８ 大蔵省給与局

中央-軍事行政経理-47 給与簿制度　昭和２５．１施行 人事院事務総局

中央-軍事行政経理-48 恩給法便覧　昭和２８．８ 復員局

中央-軍事行政経理-49 恩賜財団　軍人援護会例規集　昭和１６．７ -

中央-軍事行政経理-50 恩給関係證據書類　昭和２１．６ 電信第１連隊第３中隊

中央-軍事行政経理-51 恩給功績関係書類送付目録　昭和２１．７ 高射砲第１０２連隊残置隊

中央-軍事行政経理-52 恩給證拠書類送付者名簿　昭和２２．２
パレンバン防衛司令部自動車
隊

中央-軍事行政経理-53 恩給法業務の手引別冊（世話課業務上必要な事頃）　昭和２８．８ 厚生省引揚援護庁



令和４年８月２日

中央-軍事行政経理-55 経理報告書（兵器本部）　昭和１５年度 在独武官室

中央-軍事行政経理-56 経理報告書（兵器本部）　昭和１５年度 在独武官室

中央-軍事行政経理-57 経理報告書（兵器本部）　昭和１５年度 在独武官室

中央-軍事行政経理-58 経理関係報告書　昭和１８年度 在独武官室

中央-軍事行政経理-59 経理報告書（造兵廠）　昭和１９年度 在独武官室

中央-軍事行政経理-60 物品出納證憑書　昭和８年度 第７師団経理部

中央-軍事行政経理-61 陸軍輸入爲替許可に関する綴　昭和１６．１ -

中央-軍事行政経理-62 小倉陸軍造兵廠　経理事務施行細則　昭和１８．３ -

中央-軍事行政経理-63 原価計算要領書　昭和１８．４改訂 小倉陸軍造兵廠

中央-軍事行政経理-64 単価表 東京被服支廠

中央-軍事行政経理-65 東京師管内里程表　昭和１８．５ 近衛師団経理部

中央-軍事行政経理-66 東京師管内里程表　其の２ -

中央-軍事行政経理-67 運賃関係書類綴　昭和１８．７ 第３７軍々政部

中央-軍事行政経理-68 臨軍兵器費　受払計算書及証馮書　昭和１８．９～１１ 陸軍航空本部

中央-軍事行政経理-69 前渡資金受領証 第１４軍野戦兵器廠

中央-軍事行政経理-70 送金證綴　昭和１８年度 歩兵第５４連隊第４中隊

中央-軍事行政経理-71 売買契約書綴　昭和１８～１９年 陸軍兵器行政本部独国駐在官

中央-軍事行政経理-72 南方開発要員　渡航途中行為不明者　支給金額一覧表 -

中央-軍事行政経理-73 東部第１９９０部隊経理規程　昭和１９．２ -

中央-軍事行政経理-74 領収證綴　昭和１９．５ 勤第６４５４部隊お隊

中央-軍事行政経理-75 支那事変国債交付通知書　昭和１９．５ 陸軍東京経理部賜金科

中央-軍事行政経理-76 共有金決算證馮書　昭和１９．８ 據１０６２４部隊

中央-軍事行政経理-77 前渡金副證書　昭和１９．１２ 尚武集団経理部

中央-軍事行政経理-78 領収證　昭和１９年 威第１７６５５部隊

中央-軍事行政経理-79 金銭発来翰綴　昭和１９年度 翼第１６６４５部隊

中央-軍事行政経理-80 前渡資金請求書　昭和１８～２０年度 陸軍兵器行政本部北海出張所

中央-軍事行政経理-81 兵器臨時価格表　昭和１９年度 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政経理-82 留守宅渡金受領願綴　昭和１９年 球第１５５７６部隊

中央-軍事行政経理-83 支払額集計表　昭和２０．６～７ 北支派遣至敏第１５７１２部隊

中央-軍事行政経理-84 支払額集計表　昭和２０．９ 至敏第１５７１２部隊

中央-軍事行政経理-85 決算證明に関する綴　昭和２０．６以降 至敏部隊経理課

中央-軍事行政経理-86 要書綴　昭和２０．８ 蒲田監督班

中央-軍事行政経理-87 御願書　昭和２０．９ 北陸造船（株）

中央-軍事行政経理-88 出納官吏交替関係書類　昭和２０年度
第１０独立警備隊至敏第１５７１
１部隊

中央-軍事行政経理-89 受領証等綴　昭和２０年度 加越部隊

中央-軍事行政経理-90 現物代金出納證馮書　昭和２１．１～４ 第１０独立警備隊



令和４年８月２日

中央-軍事行政経理-91 支払額集計表　昭和２０．６ 至敏第１５７１１部隊

中央-軍事行政経理-92 支払額集計表　昭和２０．７ 至敏第１５７１１部隊

中央-軍事行政経理-93 支払額集計表　昭和２０．７ 至敏第１５７１１部隊

中央-軍事行政経理-94 支払額集計表　昭和２０．８ 傳第３３７１部隊経理部

中央-軍事行政経理-95 支払額集計表　昭和２０．８ 至敏第１５７１１部隊

中央-軍事行政経理-96 支払額集計表　昭和２０．９ 至敏第１５７１２部隊

中央-軍事行政経理-97 支払額集計表　昭和２０．１０ 至敏第１５７１１部隊

中央-軍事行政経理-98 支払額集計表　昭和２０．１０ 至敏第１５７１１部隊

中央-軍事行政経理-99 支払額集計表 渡集団経理部

中央-軍事行政経理-100 現金受払計算書　昭和２０．２ 教育総監部

中央-軍事行政経理-101 兵器予算価格調査表　昭和２０年 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政経理-102 諸規定綴　昭和１７～１８年 垣６５５０部隊経理部

中央-軍事行政経理-103 補給関係諸元表 南支那野貨物廠

中央-軍事行政経理-104 月報　昭和１５．１２ 臨時陸軍東京経理部

中央-軍事行政経理-105 発翰綴　昭和１８年度 陸軍東京経理部

中央-軍事行政経理-106 発翰綴　昭和１８．７～１８．１２ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政経理-107 発翰綴　昭和１９年度 陸軍東京経理部

中央-軍事行政経理-108 発来翰綴　その２　昭和２０年度 陸軍東京経理部

中央-軍事行政経理-109 国債送証原符綴　１／５　昭和１８．４ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政経理-110 国債送証原符綴　昭和１８．４ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政経理-111 訂正国債発送関係書　昭和１９．３ 記名訂正

中央-軍事行政経理-112 訂正国債発送関係書　昭和１９．５ 記名訂正

中央-軍事行政経理-113 訂正国債発送関係書類綴　昭和１９．６ 記名訂正係

中央-軍事行政経理-114 証乙第４９８７号　訂正国債発送関係書類　昭和１９．６ 記名訂正係

中央-軍事行政経理-115 証乙第４９９０号　訂正国債発送関係書類綴　昭和１９．８ 記名訂正係

中央-軍事行政経理-116 証乙第４９９３号　訂正国債発送関係書類綴　昭和１９．９ 記名訂正係

中央-軍事行政経理-117 証乙第４９９２号　訂正国債発送関係書類綴　昭和１９．９ 記名訂正係

中央-軍事行政経理-118 証乙第４９９６号　訂正国債発送関係書類綴　昭和１９．１０ 記名訂正係

中央-軍事行政経理-123 経理報告書（造兵廠）　昭和１４年度 在独武官室

中央-軍事行政経理-124 経理関係報告書（兵器本部）　昭和１５年度 在独武官室

中央-軍事行政経理-125 陸軍輸入証明書（控）１／２　昭和１６．４ 陸軍省整備局

中央-軍事行政経理-126 陸軍輸入証明書（控）２／２　昭和１６．４ 陸軍省整備局

中央-軍事行政経理-127 経理報告書（兵器本部）２／２　昭和１６．８～１７．２ 在独武官室

中央-軍事行政経理-128 歳入歳出科目表　附解疏　昭和１２．３ 陸軍省

中央-軍事行政経理-129 共済組合に関する書類綴　昭和１５年 監督課

中央-軍事行政経理-130 臨時軍事費　出納計算書（１／３）　昭和１７．１０ 出納科　総括班



令和４年８月２日

中央-軍事行政経理-131 臨時軍時費特別会計支払表　昭和１７．１０月分 渡集団経理部垣第６５５０部隊

中央-軍事行政経理-132 臨時軍事費綴　１／２　昭和１９年 垣第６５５４部隊

中央-軍事行政経理-133 臨時軍事費綴　２／２　昭和１９年 垣第６５５４部隊

中央-軍事行政経理-134 臨時軍事費決算書類領収証綴　昭和１７～２０年 仙台師団経理部

中央-軍事行政経理-135 臨時軍事費総括決算綴　昭和１８～２０年度 仙台師団経理部

中央-軍事行政経理-136 臨時軍事費総括決算書綴　昭和１９～２０年 仙台師団経理部

中央-軍事行政経理-137 臨時軍事費総括決算書綴　昭和１９～２０年度 仙台師団経理部

中央-軍事行政経理-138 臨時軍事費受払計算書綴　昭和１９～２０．３ 仙台師団経理部

中央-軍事行政経理-139 臨時軍事費支払證馮書附属設計書　昭和２０．１ 牡丹江満洲第３９部隊

中央-軍事行政経理-140 臨時軍事費出納證馮書　昭和２０．６～２１．２ 第１０独立警備隊経理課

中央-軍事行政経理-141 臨時軍事費歳入歳出科目表同解疏　昭和１９．３ 陸軍省

中央-軍事行政経理-142 臨時軍事費受払計算書　昭和１９．４ 翼１６６４５部隊分任官

中央-軍事行政経理-143 金沢師管内粁程図　昭和１７．１０調 金沢師団経理部

中央-軍事行政経理-144 朝鮮内里程図　昭和１９．４ 朝鮮軍経理部

中央-軍事行政経理-145 売買契約書綴　昭和１８～１９年
陸軍兵器行政本部　独国駐在
官

中央-軍事行政経理-146 委託経営事業の会計監督要綱解説　昭和１８．５ 南方軍政会計監督部

中央-軍事行政経理-147
部外団体の兵営廠舎宿泊及　軍馬軍用物件貸与払下規定　昭和
１８．７

名古屋師団司令部

中央-軍事行政経理-148 陸軍旅費規則　昭和１９．１ 姫路師団経理部

中央-軍事行政経理-149 刑務所における作業　賞与金計算関係綴　昭和１９年 法務局

中央-軍事行政経理-150 軍随時検閲に於ける経理概況書綴　昭和９年度 第７師団参謀部

中央-軍事行政経理-151 部隊経理検査計画　昭和１８．１０ 兵第１０１１５部隊

中央-軍事行政経理-152 経理部長等会同に於ける陸軍次官挨拶要旨　昭和２０．１０．１８ 陸軍省

中央-軍事行政経理-154 経理関係教育参考資料　昭和１６．１１ 南方軍経理教育部

中央-軍事行政経理-155 予算関係書類綴　昭和１６年度 -

中央-軍事行政経理-156 経理報告書（造兵廠）　昭和１４．１０ 独国駐在官　河辺虎四郎

中央-軍事行政経理-157 経理報告書（造兵廠）　昭和１５．１ 独国駐在官　河辺虎四郎

中央-軍事行政経理-158 経理報告書（造器本部）１／２　昭和１６．８～１７．２ 在独武官室

中央-軍事行政経理-159 経理報告書（造兵廠）　昭和１７．３ 在独武官室

中央-軍事行政経理-160 経理業務参考綴　昭和１８．７ 満洲第７５部隊　藤岡隊

中央-軍事行政経理-161 記簿に関する参考　昭和１７．８ 朝鮮第２０６０部隊

中央-軍事行政経理-162 共有金證馮書　昭和１８．４ 渡第５７４０部隊

中央-軍事行政経理-163 分類所得税徴収簿　昭和１８年 大刀洗支部

中央-軍事行政経理-164 海外赴任者旅費請求の栞　昭和１０年 陸軍省経理局監査課

中央-軍事行政経理-165 米雑穀に関する契約書　昭和１９～２０年度 調弁科

中央-軍事行政経理-167 保證書綴　昭和２０．６以降 至敏部隊経理課

中央-軍事行政経理-168 共済年金決算表　昭和２０．７～１０ 至敏第１５７１１部隊



令和４年８月２日

中央-軍事行政経理-169 人件費綴　昭和２０．１０ 独立警備歩第５１大隊

中央-軍事行政経理-170 給与名簿　昭和２０年度 富津試験場

中央-軍事行政経理-171 経理事務細則　同執行手続　明治４３．６ 陸軍経理学校

中央-軍事行政経理-172 ベルリン支店正金関係綴　昭和１５．１１～１８．１１ 陸軍航空本部

中央-軍事行政経理-173 経理報告書（航空本部）　昭和１７年度 在独武官室

中央-軍事行政経理-174 単価表 東京陸軍被服支廠

中央-軍事行政経理-175 恩給扶助料請求手続の栞 厚生省引揚援護庁

中央-軍事行政経理-176 野戦食酢製造諸表 -

中央-軍事行政経理-177 物資配給並販売価格通知綴　昭和１８年度 サイパン支庁テニアン出張所

中央-軍事行政経理-178 臨時軍事費受払計算書綴　昭和１８．４～１９．１ 仙台師団経理部

中央-軍事行政経理-179 経理月報（第３７号）　昭和１９．１２ 第２師団経理部

中央-軍事行政経理-180 支那事変国庫債券交付通知書綴　昭和１９年 市区町村長発

中央-軍事行政経理-181 大東亜戦争陸軍給与令細則　昭和２０．５ 陸軍兵器行政本部

中央-軍事行政経理-182 復員に際し支給物品．払下物品決議書決定書綴　昭和２０．８ 加越第２１６２５部隊

中央-軍事行政経理-183 内地に対する特定戦地乙の指定解除に関する件　昭和２０．１０ 陸軍省副官

中央-軍事行政経理-184 自覚報告書　昭和２０．１０ 至敏第１５７１６部隊

中央-軍事行政経理-185 給料総額綴　昭和２０年度 陸軍共済組合

中央-軍事行政経理-186 印鑑通報綴　昭和２０年度以降
第１０独立警備隊至敏部隊経理
課

中央-軍事行政経理-187 復員給与関係　昭和２１～２２年 -

中央-軍事行政経理-188 軍需品払下状況調書 加越兵団

中央-軍事行政経理-189 見積書　昭和２０．５ 加越部隊管理班

中央-軍事行政経理-190 給与證馮書綴　昭和２０．７ 加越一部隊

中央-軍事行政経理-191 復員に伴う経理業務に関する件通牒　昭和２０．８ 加越部隊経理部長

中央-軍事行政経理-192 ６月分副證馮書　昭和２０年 加越九部隊

中央-軍事行政経理-193 経理業務綴　昭和２０年 加越部隊

中央-軍事行政経理-194 経理関係引継目録綴　昭和２０．１１ 加越部隊

中央-軍事行政経理-195 契約書綴（築造費）　昭和２０年 加越部隊経理部

中央-軍事行政経理-196 見積書綴　昭和２０年度 加越部隊経理部

中央-軍事行政経理-197 会計事務検査施行に関する報告　昭和２０．１０ 加越部隊経理部長

中央-軍事行政経理-198 経理帳簿検査所見解答綴　昭和２０．９ 加越第２１６１０部隊経理部

中央-軍事行政経理-199 分任官任命通報綴　昭和２０．５以降 加越第２１６１０部隊経理部

中央-軍事行政経理-200 見積書綴　昭和２０．５ 加越第２１６１１部隊経理部

中央-軍事行政経理-201 留守宅渡通報綴　昭和２０．５ 加越第２１６１１部隊

中央-軍事行政経理-202 委任状綴　昭和２０．５ 加越第２１６１１部隊

中央-軍事行政経理-203 決議録　昭和２０．５ 加越第２１６１１部隊

中央-軍事行政経理-204 金銭給与原簿　昭和２０．６月分～１２月分 加越第２１６１１部隊



令和４年８月２日

中央-軍事行政経理-205 契約書綴　昭和２０．５ 加越第２１６１３部隊

中央-軍事行政経理-206 前渡資金受入證綴　昭和２０年度 加越第２１６１７部隊

中央-軍事行政経理-207 契約書綴　昭和２０年度 加越第２１６２０部隊

中央-軍事行政経理-208 機密費関係綴　昭和２０年度 加越第２１６１４部隊

中央-軍事行政経理-209 給与通報綴　昭和２０．４～１０ 加越第２１６１０部隊経理部

中央-軍事行政経理-210 携帯口糧（第２回作業）　大正２．１２ 渡部２等主計

中央-軍事行政経理-211 軍帽等大小区分及１００分率表　明治４１～４４年 -

中央-軍事行政経理-212 戦用被服の新陳交換　明治４１～大正４．５ -

中央-軍事行政経理-213 被服定額表　大正２．７ 陸普第２１６９号

中央-軍事行政経理-214 被服定額表　大正２．７ 陸普第２１６９号

中央-軍事行政経理-215 被服給与沿革　大正２．１２ 陸軍経理学校

中央-軍事行政経理-216 被服品仕様書並　材料調書制定及改正事項　昭和１１．１～６ -

中央-軍事行政経理-217 被服受払簿　昭和 -

中央-軍事行政経理-218 個人支給被服員数表　昭和 西田隊

中央-軍事行政経理-219 陣中経理要覧　昭和３．５ 陸軍省経理局

中央-軍事行政経理-220 陸軍軍人俸給制度の臨時改正に就て　昭和１４．７ 陸軍省経理局監査課

中央-軍事行政経理-221 輸送宿営間給与参考綴　昭和１４年 第１鉄道線区司令部

中央-軍事行政経理-222 主要各国国際収支要覧　昭和１５．１１ 陸軍省主計課別班

中央-軍事行政経理-223 成規類聚別冊　恩給救恤　昭和１５年 -

中央-軍事行政経理-224 金沢師団経理規定聚 -

中央-軍事行政経理-225 久留米師団経理諸規程　昭和１６．３ -

中央-軍事行政経理-226 第１飛行集団経理規程　昭和１６．３ 第１飛行集団長

中央-軍事行政経理-227 関東軍経理規程　同事務規程　昭和１６．１１ -

中央-軍事行政経理-228 臨時陸軍東京経理部　取扱諸品規格表　昭和１５．１０ 臨時陸軍東京経理部

中央-軍事行政経理-229 臨時軍事費　出納計算書（１／３）　昭和１７．１０ 出納科総括班

中央-軍事行政経理-230 臨時軍事費　出納計算書（２／３）　昭和１７．１０ 出納科総括班

中央-軍事行政経理-232 改正俸給諸加俸抜萃一覧表　昭和１７．８改正 司集団　経理部

中央-軍事行政経理-233 処務規程　昭和１７．１２ 東京陸軍被服支廠新潟出張所

中央-軍事行政経理-234 現地自活集録　昭和１８．４ 陸軍主計団記事

中央-軍事行政経理-235 恩給法関係法令集　昭和１８．７ 内閣恩給局

中央-軍事行政経理-236 参考書　昭和１８年 小倉陸軍造兵廠

中央-軍事行政経理-237 無煙かまどに就て　昭和１８．１１ 大本営陸軍部

中央-軍事行政経理-238 送證　昭和１８．８以降 森第１０１１５部隊

中央-軍事行政経理-239 発送証綴　昭和１８．６～１９．８ 兵第１０１１５部隊

中央-軍事行政経理-240 軍事費会計綴（受領證と請求書の２分冊に分く）　昭和１９年 垣第６５５４部隊

中央-軍事行政経理-241 請求書綴　昭和１９．２ 垣６５５４部隊安武隊



令和４年８月２日

中央-軍事行政経理-242 発翰控綴　昭和１９．４～２０．８ 陸軍東京経理部

中央-軍事行政経理-243 證憑書類　昭和２０．１ 據第１０６２４部隊第３中隊

中央-軍事行政経理-244 発来翰綴　昭和２０．１～８ 長野陸軍兵器廠高田分廠

中央-軍事行政経理-245 枕及枕覆仕様書　材料調書改正命令　昭和２０．７ 陸軍被服廠

中央-軍事行政経理-246 受領証綴　昭和２０．７ 満洲飛行機製造（株）

中央-軍事行政経理-247 現金出納簿　昭和２０．１０～１１
加越部隊終戦業務統制処理委
員会

中央-軍事行政経理-248 経理関係遺棄焼却書類　昭和２１．４ 第１０独立警備部司令部

中央-軍事行政経理-249 官庁職員給与制度改正実施要綱　昭和２１．８ 大蔵省給与局

中央-軍事行政経理-250 未復員者給与に関する規定　昭和２２．１２ 厚生省第１復員局

中央-軍事行政経理-251 未復員者特別未帰還者　給与法関係参考法規集　昭和２４．３ 引揚援護庁

中央-軍事行政経理-252 未復員者特別未帰還者　給与法関係参考法規集　昭和２４．１２ 引揚援護庁

中央-軍事行政経理-253 未復員者特別未帰還者　給与法関係参考法規集　昭和２４．１２ 引揚援護庁

中央-軍事行政経理-254 未復員者特別未帰還者　給与法関係参考法規集　昭和２７．５ 引揚援護庁

中央-軍事行政経理-255 未復員者特別未帰還者　給与法関係参考法規集　昭和２７．５ 引揚援護庁

中央-軍事行政経理-256 未復員者特別未帰還者　給与法関係参考法規集　昭和２７．５ 引揚援護庁

中央-軍事行政経理-257 給与等に関する綴　昭和２９．１ 引揚援護庁

中央-軍事行政経理-258
１９４６年の老令並びに遺族保険についての長期所要額推計　昭
和２５．６

厚生省保険局

中央-軍事行政経理-259 共有金（食堂費）収支證憑書綴　昭和２６．４ 留守業務部

中央-軍事行政経理-260 共有金（食堂費）収支證憑書綴　昭和２６．５ 留守業務部

中央-軍事行政経理-261 共有金（食堂費）収支證憑書綴　昭和２６．７ 留守業務部

中央-軍事行政経理-262 共有金（食堂費）収支證憑書綴　昭和２７．１１ 留守業務部

中央-軍事行政経理-263 戦用被服格納保全要領　大正２．６ 陸軍省

中央-軍事行政経理-264 被服に関する教育参考綴　昭和１４～１７年 本郷隊

中央-軍事行政経理-265 軍事各機関月需　経費数目預算表 -

中央-軍事行政経理-266 不毛の地方に作戦する場合の給養殊に給水に就て　昭和７．２ 寺田少佐

中央-軍事行政経理-267 戦用炊具一組品目員数及使用法　昭和１０．８ 陸軍糧秣本部

中央-軍事行政経理-268 作戦糧食給養 陸軍経理学校

中央-軍事行政経理-269 臨時陸軍東京経理部　取扱諸品規格表　昭和１５．１０ 臨時陸軍東京経理部

中央-軍事行政経理-270 熱地被服の参考　昭和１６．１２ 陸軍被服本廠

中央-軍事行政経理-271 銀行接収管理事務　昭和１７．４ 経理部金融科

中央-軍事行政経理-272 整理簿　昭和２０年度 加越第２１６１０部隊

中央-軍事行政経理-273 整理簿　昭和２０年度 加越第２１６１０部隊

中央-軍事行政経理-274 食料調書　昭和１９年度 作業課

中央-軍事行政経理-275 食糧に関する戦力判断　昭和２０．８ 第２課戦力班

中央-軍事行政経理-276 決算に関する書類綴　昭和２５年度 留守業務部

中央-軍事行政経理-277 兵站に関する主要研究事頃　大正７．８ 第１１師団参謀部



令和４年８月２日

中央-軍事行政経理-278 運輸費附属書　昭和２０．５ 第１鉄道輸送司令部広島支部

中央-軍事行政経理-279 買付品伝票　昭和１７．４ 在独武官室

中央-軍事行政経理-280 需要伝票集計表　昭和１８．５～９ -

中央-軍事行政経理-281 受払簿　昭和１９年度 硫黄島

中央-軍事行政経理-282 糧秣受払簿 -

中央-軍事行政経理-283 糧食給養計画書　昭和１９年度 陸軍予科士官学校

中央-軍事行政経理-284 兵器用麻索新旧対照表　昭和１３．３ 陸軍技術本部

中央-軍事行政経理-285 生産金額調査表　昭和１９年度 造兵課

中央-軍事行政経理-286 陸軍被服品仕様集追録　昭和１７．８～１２ -

中央-軍事行政経理-287 陸軍被服品仕様集追録（第３回）　昭和１８．５～８ -

中央-軍事行政経理-288 現地自活（衣糧）の勝利　昭和１８．７ 陸軍省

中央-軍事行政経理-289 ４式基筒双連２０粍　高射機関砲予算票綴　昭和２０．３ 糸口山製造所作業課

中央-軍事行政経理-290 作戦軍の現地自活 松林少佐

中央-軍事行政経理-291 発翰来翰綴　昭和２０年度 宇都宮師団経理部

中央-軍事行政経理-292 発来翰綴　昭和１８年度 猛第２６９０部隊青山隊

中央-軍事行政経理-293 元帥府　軍事参議院　請求副書綴　昭和２０．８起 軍事課

中央-軍事行政経理-294 戦用被服出納簿　昭和２０年度 札幌陸軍被服支廠

中央-軍事行政経理-295 陸軍被服品仕様集　下巻　昭和１７．１０ -

中央-軍事行政経理-296 陸軍被服品仕様集　追録（第２回）　昭和１８．１～４ -

中央-軍事行政経理-297 被服受払配当簿　昭和２０年度 混成第２旅団司令部

中央-軍事行政経理-300 臨時派遣部隊変装被服支給方法　明治３４～３６年 -

中央-軍事行政経理-301 経理手簿　昭和４．１ 歩兵第７３連隊

中央-軍事行政経理-302 陸軍軍需工場（業）要綱草案綴　昭和１６．４ 陸軍省経理局監査課

中央-軍事行政経理-303 野戦炊事車使用法　昭和１０．８ 陸軍糧秣本廠

中央-軍事行政経理-304 熱地作戦に於ける給養勤務の参考　昭和１３．８ 野戦経理長官部

中央-軍事行政経理-305 熱帯作戦に於ける給養補給の参考　昭和１５．１１ 野戦経理部長官部

中央-軍事行政経理-306 冬季作戦給養の参考　昭和１５．１２ 関東軍経理部

中央-軍事行政経理-307 大陸欧洲の食糧問題に関する研究報告　昭和１７．４
独逸国駐在員　阿久津主計中
佐

中央-軍事行政経理-308 経済保安課長　会議に於ける米穀問題　昭和１４．１０ 警保局　保安課

中央-軍事行政経理-309 下士官兵旅客運賃割引證 -

中央-軍事行政経理-310 大東亜戦争経理要覧　昭和１８年１２月 陸軍省経理局

中央-軍事行政経理-311 陸軍軍人恩給取扱便覧　昭和１０年 陸軍属　齊藤丈之助

中央-軍事行政経理-312 陸軍旅費規則研究　昭和１５年８月現行 -

中央-軍事行政経理-313 陸軍恩給解説　昭和１５年８月 -

中央-軍事行政経理-314 陸軍会計規則沿革便覧　第５巻　経理の２ -

中央-軍事行政経理-315 陸軍軍人軍属　俸給他一覧表　昭和９年 第１９師団経理部



令和４年８月２日

中央-軍事行政経理-316 陸軍恩給解説　昭和１５年 陸軍恩賞課監修

中央-軍事行政経理-317 連銀券．軍票関係文書綴　昭和１５年７月～１７年５月 大蔵省

中央-軍事行政経理-318 軍費．軍票関係書類綴　昭和１６年７月～２０年３月 大蔵省

中央-軍事行政経理-319 金対外決済調　昭和１２年～２０年 大蔵省理財局

中央-軍事行政経理-320 大蔵省関係書類綴　昭和１２年１１月～１９年２月 大蔵省

中央-軍事行政経理-321 大蔵省関係書類綴　昭和１９年１月～７月 大蔵省

中央-軍事行政経理-322
支那海関収入並剰余金処理に関する件　昭和１５年３月～１８年３
月

大蔵省外資局

中央-軍事行政経理-323 支那通貨制度調査秘密委員会報告書　昭和１５年１２月 -

中央-軍事行政経理-324
中支に於ける皇軍租界進駐以後の金融施策概況（第２編）　昭和
１７年６月

興和院華中連絡部財務局

中央-軍事行政経理-325
中支に於ける皇軍租界進駐以後の金融施策概況（第５編）　昭和
１８年３月

在上海　大日本帝国大使館事
務所　財務部

中央-軍事行政経理-326 現地自活物資調達関係書類綴　昭和１８年１月～１２月 大東亜省

中央-軍事行政経理-327 対支経済関係書類綴　昭和１９年３月～２０年７月 大蔵省等

中央-軍事行政経理-328 対支那経済関係文書綴　昭和２０年１月～４月 -

中央-軍事行政経理-329 対仏印軍費関係交渉文書綴　昭和１６年８月～１０月 大蔵省為替局

中央-軍事行政経理-330 経済戦争史の研究　昭和１６年１２月 陸軍省主計課別班

中央-軍事行政経理-331 金銭出納関係書類綴　明治２７年６月～２８年８月 後備工兵第１中隊

中央-軍事行政経理-332 受領書　明治２７年８月～明治２８年８月 第６師団　後備工兵第１中隊

中央-軍事行政経理-333 陸軍糧秣廠便覧　大正９年１２月１日 陸軍糧秣廠

中央-軍事行政経理-334 出納簿 -

中央-軍事行政経理-335
陸軍予算綱要（概要）付・将来の陸軍予算概見表　昭和６年度～１
０年度　高嶋少将史料

陸軍省

中央-軍事行政経理-336 昭和１１年度　一般会計予算綱要　高嶋少将史料 -

中央-軍事行政経理-337 国防思想普及費支払計算並使途区分調書綴　昭和１９年度 -

中央-軍事行政経理-338
臨時軍事費支払上の注意事項収録及び陸軍省に於ける監査主
任者会議事項抜粋等　森川史料

陸軍省監査課等

中央-軍事行政経理-339 戦時下の本邦(内地)主要統計(第２財政之部）　森川史料 陸軍省調査部

中央-軍事行政経理-340 新税法に依り軍人の税金は如何程増加するか　森川史料 監査課

中央-軍事行政経理-341 参謀長会同席に於ける経理局長口演要旨　森川史料 陸軍省経理局長

中央-軍事行政経理-342 昭和１７年度資材整備要領　森川史料 -

中央-軍事行政経理-343 小造非違事故概況一覧表　森川史料 -

中央-軍事行政経理-344 独逸の占領地通貨工作　森川史料 住谷悌大佐

中央-軍事行政経理-345
昭和１５年１月１９、２０日陸軍省第一会議室に於ける建築担任経
理官竝技術官会同書類綴　住谷悌史資料

住谷中佐

中央-軍事行政経理-346 業務備忘録　住谷悌史資料 住谷会計部長

中央-軍事行政経理-347 建築主任者会議書類　住谷悌史資料 住谷大佐

中央-軍事行政経理-348 雑書綴其１被服経理関係　住谷悌史資料 住谷悌

中央-軍事行政経理-349 製造作業工程図表　住谷悌史資料 住谷悌（会計部長）

中央-軍事行政経理-350
昭和２年２月９日於陸軍省　大喪儀に参列の為上京中の経理部長
等会同席上経理局長口演要旨　住谷悌史資料

三井清一郎（経理局長主計総
監）

中央-軍事行政経理-351 戦時給与概見表　住谷悌史資料 陸軍省経理局監査課



令和４年８月２日

中央-軍事行政経理-352 第２次期間計画　港湾　昭和１１．４ 陸軍省整備局戦備課

中央-軍事行政衛生-1 陸軍薬局方　明治３１．８ 陸軍大臣

中央-軍事行政衛生-2 陸軍病院服務規則　大正７．９ 陸軍大臣

中央-軍事行政衛生-3 陸軍病院服務規則　大正７．９ 陸軍大臣

中央-軍事行政衛生-4 戦時衛生勤務研究録　大正１２．４ 陸軍軍医団

中央-軍事行政衛生-5 ぐらむ陽性雙球菌に就ての研究　昭和２年 石井四郎述

中央-軍事行政衛生-6 実験報告 -

中央-軍事行政衛生-7 病院歴史　昭和１３．７～２１年 第１８５兵站病院

中央-軍事行政衛生-8 入院先調査簿　昭和１８年 朝２０５５本間隊

中央-軍事行政衛生-9 患者名簿　昭和１８．３ 第１１中隊

中央-軍事行政衛生-10 事実證明書　昭和１８．７ 第１６師団第２野戦病院

中央-軍事行政衛生-11 「ペスト」防疫実施計画　昭和１８．１０ 兵第１０１１５部隊

中央-軍事行政衛生-12 軍用動物衛生報告　昭和１８．１２ 第４１師団

中央-軍事行政衛生-13 医務関係報告要領　昭和１８．１２ 第１５師団軍医部

中央-軍事行政衛生-14 衛生日誌　昭和１８．１０～１９．６ 青池隊

中央-軍事行政衛生-15 衛生関係綴　昭和１９年 第２２２連隊

中央-軍事行政衛生-16 撒毒地の実効力判定基準表 -

中央-軍事行政衛生-17 病歴書並死亡診断書　昭和１９．１ 東部第４９部隊

中央-軍事行政衛生-18 還送患者名簿（船　阿蘇丸）　昭和１９．１ 第１１７兵站病院

中央-軍事行政衛生-19 還送患者連名簿　昭和２１．１１ 第７方面軍司令部

中央-軍事行政衛生-20 還送患者名簿　昭和２１年 富南部貨物廠

中央-軍事行政衛生-21 還送患者連名簿　昭和２１年 高射砲第１０２連隊

中央-軍事行政衛生-22 誓文帳　昭和１５．１２～１８．３ -

中央-軍事行政衛生-23 部隊繃帯所業務細則 -

中央-軍事行政衛生-24 故軍事部隊文件　昭和１７～１９年 -

中央-軍事行政衛生-25 「ガラウアン」患者療養所　昭和１９．２～４ 第１６師団第２野戦病院

中央-軍事行政衛生-26 サンタクルース患者療養所　昭和１９．２～５ 第１６師団第２野戦病院

中央-軍事行政衛生-27 「サルセド」患者療養所　昭和１９．５～６ 第１６師団第２野戦病院

中央-軍事行政衛生-28 診断證明書　昭和１９．１０ 第１３８兵站病院

中央-軍事行政衛生-29 入院患者連名簿　昭和２１．４ 第１０独立警備隊司令部

中央-軍事行政衛生-30 入院患者名簿　昭和１７．１１～２０．３ 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-31 部隊患者月報綴（俘虜）　昭和２０年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-32 戦用衛生材料受払簿　昭和１７年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-33 戦用衛生材料受払簿（器械）　昭和１７～２０年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-34 戦用衛生材料受払簿（薬物）　昭和１７～２０年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-35 衛生材料受払簿　昭和１７～２０年度 奉天俘虜収容所



令和４年８月２日

中央-軍事行政衛生-36 衛生材料受払簿（救恤品）　昭和１８～２０年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-37 衛生材料受払簿（救恤品）　昭和１９～２０年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-38 衛生材料受払簿　昭和２０年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-39 衛生材料受払簿　昭和２０年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-40 衛生材料受払簿　昭和２０年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-41 衛生材料受払簿（器械）　昭和１７～２０年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-42 衛生材料受払簿（救恤品）　昭和１９～２０年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-43 衛生材料受払簿（薬物）　昭和２０年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-44 衛生材料（器械）貸与簿　昭和１９～２０年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-45 防疫材料受払簿　昭和２０．４ 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-46 病院歴史　昭和１９～２０．５ 第１８２兵站病院

中央-軍事行政衛生-47 病院歴史提出の件報告　昭和２１．７ 第２０軍第１８４兵站病院

中央-軍事行政衛生-48 衛生材料処理状況書類綴　昭和２０．１０ 第１１飛行師団軍医部残務部

中央-軍事行政衛生-49 身上申告書（入院患者の分）　昭和２２．２ 朝嵐丸

中央-軍事行政衛生-50 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料 第８７兵站病院武六患者療養所

中央-軍事行政衛生-51 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２１．４ 第１８３兵站病院

中央-軍事行政衛生-52 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料 第１５９兵站病院

中央-軍事行政衛生-53 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２０．８～１０ 第１５９兵站病院

中央-軍事行政衛生-54 大東亜戦争衛生史編纂資料　昭和２０．８～２１．３ 第１７７兵站病院

中央-軍事行政衛生-55 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２１．４ 第１８３兵站病院

中央-軍事行政衛生-56 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２１．４ 患者輸送第８６小隊

中央-軍事行政衛生-57 大東亜戦争衛生史編纂資料　昭和２１．７ 第１１６師団軍医部

中央-軍事行政衛生-58 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和１２．１以降 第４０師団

中央-軍事行政衛生-59 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２０．８ 第１３師団

中央-軍事行政衛生-60 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２１．２ 第１３師団

中央-軍事行政衛生-61 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和１９．４～２０．８ 第２７師団

中央-軍事行政衛生-62 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和１９．４～２０．１１ 第２７師団

中央-軍事行政衛生-63 大東亜戦争衛生史編纂資料　昭和２０．８～２１．３ 第５８師団

中央-軍事行政衛生-64 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２０．８～２１．２ 第１１軍

中央-軍事行政衛生-65 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２０．８～２１．２ 第１１軍

中央-軍事行政衛生-66 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和１９．１１～２０．１２ 第２０軍

中央-軍事行政衛生-67 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２１．１～３ 第２０軍

中央-軍事行政衛生-68 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２１．４～５ 第２０軍

中央-軍事行政衛生-69 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２０．８ 独立混成第２２旅団

中央-軍事行政衛生-70 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２０．８ 独立混成第２２旅団

中央-軍事行政衛生-71 大東亜戦争衛生史編纂資料　昭和２０．８～２１．３ 独立混成第２２旅団
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中央-軍事行政衛生-72 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２０．１２ 独立混成第２２旅団

中央-軍事行政衛生-73 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２０．７～２１．４ 独立歩兵第７旅団

中央-軍事行政衛生-74 大東亜戦争衛生史編纂資料　昭和１９．２～２１．５ 独立混成第８４旅団

中央-軍事行政衛生-75 大東亜戦争衛生史編纂資料　昭和２０．９～２１．３ 独立混成第８７旅団

中央-軍事行政衛生-76 大東亜戦争衛生史編纂資料　昭和２０．７～２１．４ 独立歩兵第７旅団

中央-軍事行政衛生-77 大東亜戦争衛生史編纂資料　昭和２１．５ 独立歩兵第１１旅団

中央-軍事行政衛生-78 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２１．３ 第６方面軍

中央-軍事行政衛生-79 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２１．３ 第６方面軍

中央-軍事行政衛生-80 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２１．３ 第６方面軍

中央-軍事行政衛生-81 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２１．４ 第６方面軍

中央-軍事行政衛生-82 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２１．４ 第６方面軍

中央-軍事行政衛生-83 大東亜戦争陸軍衛生史編纂資料　昭和２１．４ 第６方面軍

中央-軍事行政衛生-84 大東亜戦争衛生史編纂資料　昭和２１．５ 鉄道第６連隊

中央-軍事行政衛生-85 マラリア治療法各種 -

中央-軍事行政衛生-86 マラリアの講話資料 渡集団軍医部

中央-軍事行政衛生-87 防疫報綴　昭和１６年以降 東部第３０１部隊医務室

中央-軍事行政衛生-88 防疫報綴　昭和１８．１～９ 第３揚陸隊衛生班

中央-軍事行政衛生-89 防疫報綴　昭和１７．１１～昭和１９．２ 満洲第６２６８部隊

中央-軍事行政衛生-90 衛生心得等　昭和１６．３ -

中央-軍事行政衛生-91 船舶輸送衛生の参考　昭和１６．１０ 陸軍省

中央-軍事行政衛生-92 軍用動物衛生要務概説　昭和１７年度 陸軍大学校

中央-軍事行政衛生-93 敵包囲下に於ける衛生勤務例　昭和１７．６ 支那事変衛生史編纂準備室

中央-軍事行政衛生-94 口腔領域馬蹄傷に関する臨牀及統計的研究　昭和１７．８ 上野軍医中尉

中央-軍事行政衛生-95 デング熱予防接種に就て　昭和１７．９ -

中央-軍事行政衛生-96
南方軍防疫給水部業報　丙第３５．３７．３８．４１．４４．４９．６１．６
３．６４号　昭和１７．１２～１８．８

-

中央-軍事行政衛生-97 医務関係諸記録綴　昭和１７．１２～１８．５ 第１５師団軍医部

中央-軍事行政衛生-98 人体生理学的基礎研究　昭和１８年 -

中央-軍事行政衛生-99 骨折例　昭和１８年 小島憲著

中央-軍事行政衛生-100 水質検査法　各論　昭和１９．６ 太田中尉

中央-軍事行政衛生-101 １２月衛生業務要報　昭和１９年 第２師団軍医部

中央-軍事行政衛生-102 救恤品器械等払出證綴　昭和１９・２０年度 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-103 医務室参考書類綴　昭和１９年度 アピ派遣隊医務室

中央-軍事行政衛生-104 病床日誌綴　昭和２０．７ 第５師団工兵第５連隊

中央-軍事行政衛生-105 獣医資材現在高調書　昭和２０．１０ 旧中部軍管区教育隊

中央-軍事行政衛生-106 顎戦傷患者の食餌に就て 上野軍医中尉

中央-軍事行政衛生-107 創傷伝染病 -
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中央-軍事行政衛生-108 内科に必要なる外科知識 小島憲著

中央-軍事行政衛生-109 軍隊に多発する疾患 -

中央-軍事行政衛生-110 結核菌染色法につき 小島憲著

中央-軍事行政衛生-111 対瓦斯衛生勤務要領 -

中央-軍事行政衛生-112 岡崎式陣中濾水器使用法説明書 -

中央-軍事行政衛生-113 衛生部の教育 １復

中央-軍事行政衛生-114 法医学 小西軍医大尉述

中央-軍事行政衛生-115 大日本帝国陸軍衛生統計　大正４年 -

中央-軍事行政衛生-116 大日本帝国陸軍衛生統計　大正４年 -

中央-軍事行政衛生-117 還送患者名簿 正（翔）兵団司令部

中央-軍事行政衛生-118 還送患者連名簿　昭和２１．１０ 第２５軍司令部森口隊

中央-軍事行政衛生-119 検疫書類 第２５軍司令部窪田隊

中央-軍事行政衛生-120 衛生材料取扱規則　昭和６年改正 陸軍大臣

中央-軍事行政衛生-121 戦時衛生勤務研究録　昭和２年 陸軍軍医団

中央-軍事行政衛生-122 獣医行李品目明細表 -

中央-軍事行政衛生-123 腸管戦疫総論 陸軍軍医少佐　鈴木清

中央-軍事行政衛生-124 兵要衛生誌　其６　昭和１６．９ 陸軍省

中央-軍事行政衛生-125 健兵対策の参考 陸軍戸山学校

中央-軍事行政衛生-126 軍陣衛生要務講義録　第１巻　昭和１８．７ -

中央-軍事行政衛生-127 軍陣衛生要務講義録　第２巻　目次 -

中央-軍事行政衛生-128 雑綴　昭和１７．１～２０年 -

中央-軍事行政衛生-129 衛生業務概要　昭和１７．９ 船舶軍医部

中央-軍事行政衛生-130 師団衛生業務要報綴　昭和１７．１２ 第１５師団軍医部

中央-軍事行政衛生-131 第２３期乙種　学生補備教育　北方部隊衛生要務の参考 陸軍軍医学校　衛生要務教室

中央-軍事行政衛生-132 流行性脳脊髄膜炎軍陣防疫要領
軍陣防疫学教室　担当　陸軍軍
医少佐　出井勝重

中央-軍事行政衛生-133 病床日誌（俘虜）　昭和１８年 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-134 療養品購入簿　昭和１９．４～２０．３ -

中央-軍事行政衛生-135 医務法　昭和１９．６ -

中央-軍事行政衛生-136 防瘧指導部要員　実務教育計画表　昭和１９年 -

中央-軍事行政衛生-137 衛生関係参考書類綴（２／２）　昭和１４～１７年度 歩兵第２２４連隊本部医務室

中央-軍事行政衛生-138 外科治療指針　昭和１５．９ 第４軍軍医部

中央-軍事行政衛生-139 病院船業務概要綴　昭和１８年度 病院船衛生第５４班

中央-軍事行政衛生-140 病床日誌綴　１／２　昭和１８～２０年 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-141 病床日誌綴　２／２　昭和１８～２０年 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-142 病院歴史　昭和２１．４ 旧第１２８兵站病院

中央-軍事行政衛生-143 軍隊食餌療法　昭和１８年 陸軍軍医少佐　長尾五一述
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中央-軍事行政衛生-144 病床日誌（俘虜）　昭和１９年 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-145 病床日誌（俘虜）　昭和２０年 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-146 衛生に関する書類　明治２７年 -

中央-軍事行政衛生-147 転地療養記事　大正１年 東京第１衛戌病院

中央-軍事行政衛生-148 衛生関係来翰綴（１／２）　昭和１８．２～２０．６ 鯉第５１７３部隊

中央-軍事行政衛生-149 衛生関係来翰綴（２／２）　昭和１８．２～２０．６ 鯉第５１７３部隊

中央-軍事行政衛生-150 病床日誌綴　昭和１８～２０年 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-151 病床日誌（俘虜）　昭和１９年 奉天俘虜収容所

中央-軍事行政衛生-152 看護参考綴　昭和１８．１ -

中央-軍事行政衛生-153 衛生関係参考書類綴（１／３）　昭和１４～１７年度 歩兵第２２４連隊本部医務室

中央-軍事行政衛生-154 衛生関係参考書類綴（３／３）　昭和１４～１７年度 歩兵第２２４連隊本部医務室

中央-軍事行政衛生-155 衛生関係参考綴 -

中央-軍事行政衛生-156 温泉療法講義録　昭和１７．１１ 陸軍軍医団

中央-軍事行政衛生-157 南方衛生調査資料　第１～４集　昭和１７．１～３月 日本公衆保健協会

中央-軍事行政衛生-158 南方衛生調査資料　第５～７集　昭和１７．４～５月 日本公衆保健協会

中央-軍事行政衛生-159 南方衛生調査資料　第８～１０集　昭和１７．６～９月 日本公衆保健協会

中央-軍事行政衛生-160 南方衛生調査資料　第１１～１４集　昭和１７．１２～１８．８ 日本公衆保健協会

中央-軍事行政衛生-161 熱地に於ける馬匹等軍用動物衛生の参考　昭和１８．９ 第３６師団（雪）司令部

中央-軍事行政衛生-162 帰還部隊に対する防疫要領　昭和１６．４ 関東軍司令部

中央-軍事行政衛生-163 低圧環境の精神作業に及す影響に就て　昭和１９年 五十嵐軍医少佐

中央-軍事行政衛生-164 人口問題関係資料綴　昭和１１年～１５年 陸軍省医務局医事課長

中央-軍事行政衛生-165 医事課長口演綴　昭和１１年～１６年 陸軍省医務局医事課長

中央-軍事行政衛生-166 衛生に関する指示綴　昭和１２年～１６年 陸軍省医務局医事課長

中央-軍事行政衛生-167 陸軍大臣訓示等綴　昭和１４年～１６年 陸軍省医務局医事課長

中央-軍事行政衛生-168 健兵対策資料綴 陸軍省医務局医事課

中央-軍事行政衛生-169 徴兵検査に現われたる壮丁の体格に就て　昭和１４年６月 陸軍省医務局長　三木良英

中央-軍事行政衛生-170 研究計画抄録 陸軍軍医学校軍陣衛生学教室

中央-軍事行政衛生-171 戦場医学研究史料 旧陸軍軍医学校（提供者供述）

中央-軍事行政衛生-172 原爆被爆者の治療の参考　昭和２０．９ 旧陸軍軍医学校（提供者供述）

中央-軍事行政衛生-173 軍隊衛生学　昭和４年７月３日 -

中央-軍事行政衛生-174 凍傷に就いて　昭和１２年１２月１日 関東軍司令部

中央-軍事行政衛生-175 野戦防疫給水講義録　昭和１６年７月 陸軍軍医団

中央-軍事行政衛生-176 赤十字条約抜粋　昭和１２年１１月９日 教育総監部

中央-軍事行政衛生-177 陸軍諸部隊流行性感冒流行記事　大正７年
歩兵第２連隊付兼水戸衛戌病
院長

中央-軍事行政衛生-178 宇都宮陸軍病院　上山田轉地療養所概況報告 陸軍軍医中佐　角田安次郎

中央-軍事行政衛生-179 陸軍衛生材料廠年譜 厚生省援護局復員課
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中央-軍事行政衛生-180 衛生材料業務要覧　昭和６年 陸軍軍医団

中央-軍事行政衛生-181 瓦斯予防食に対する基礎的研究　橋本史料 -

中央-軍事行政衛生-182 化学濾水に関する研究資料綴　橋本史料 化学濾水班他

中央-軍事行政衛生-183 鼻病
高橋耳鼻咽喉科講習会　高橋
研三

中央-軍事行政衛生-184 軍陣薬学の沿革 不詳

中央-軍事行政衛生-185 衛生材料工業の現況 陸軍衛生材料廠

中央-軍事行政衛生-186 伝染病分布発生図 陸軍軍医大佐　栗山定治

中央-軍事行政写真-1 各種押収兵器　その１ １技研２科

中央-軍事行政写真-2 各種押収兵器　その２ １技研２科

中央-軍事行政写真-3 米軍兵器写真要覧　第３巻　昭和１１．３ 陸軍技術本部

中央-軍事行政写真-4 ソ軍兵器写真要覧 陸軍技術本部

中央-軍事行政写真-5 各研究所研究員の研究写真集 -

中央-軍事行政写真-6 各研究所研究員の研究写真集 -

中央-軍事行政写真-7 陸軍全兵器写真集　昭和６年 -

中央-軍事行政写真-8 帝国陸軍新武器絵葉書　其２ -

中央-軍事行政写真-9 砲兵火砲及び戦闘写真帳 -

中央-軍事行政写真-10 砲兵関係人物写真帳 -

中央-軍事行政写真-11
マニラに派遣された河辺全権一行（伊江島にて）　フィルムの写真
１８枚　昭和２０年８月１９日

-

中央-軍事行政その他-1
金原節三業務日誌摘録　後編　その１（イ）（ロ）　その２（イ）（ロ）
昭１２．８以降～１８．９月

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-2
金原節三業務日誌摘録　後編　その１の（イ）　その１の（ロ）　その
２の（イ）　その２の（ロ）　昭１６．１１．２０～１７．１．３１

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-3
金原節三業務日誌摘録　後編　その１の（イ）　その１の（ロ）　その
２の（イ）　その２の（ロ）　昭１６．１１．２０～１７．１．３１

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-4
金原節三業務日誌摘録　後編　その２の（ハ）　昭１７．２．２～１
７．２．２８

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-5
金原節三業務日誌摘録　後編　その３の（イ）　昭１７．３．２～１７．
３．３１

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-6
金原節三業務日誌摘録　後編　その３の（ロ）　昭１７．４．１～１７．
４．２７

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-7
金原節三業務日誌摘録　後編　その３の（ハ）　昭１７．５．２～１
７．５．３０

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-8
金原節三業務日誌摘録　後編　その４の（イ）　昭１７．６．１～１７．
６．３０

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-9
金原節三業務日誌摘録　後編　その４の（ロ）　昭１７．７．２～１７．
７．３０

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-10
金原節三業務日誌摘録　後編　その４の（ハ）　昭１７．８．１～１
７．８．２９

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-11
金原節三業務日誌摘録　後編　その５の（イ）　昭１７．９．１～１７．
９．３０

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-12
金原節三業務日誌摘録　後編　その５の（ロ）　昭１７．１０．６～１
７．１０．３１

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-13
金原節三業務日誌摘録　後編　その５の（ハ）　昭１７．１１．２～１
７．１１．３０

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-14
金原節三業務日誌摘録　後編　その６の（イ）　昭１７．１２．１～１
７．１２．３１

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-15
金原節三業務日誌摘録　後編　その６の（ロ）　昭１８．１．６～１８．
１．３０

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-16
金原節三業務日誌摘録　後編　その６の（ハ）　昭１８．２．２～１
８．２．２５

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-17
金原節三業務日誌摘録　後編　その７の（イ）　昭１８．３．３～１８．
３．３１

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-18
金原節三業務日誌摘録　後編　その７の（ロ）　昭１８．４．１～１８．
４．２７

陸軍省医務局医事課長　金原
節三
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中央-軍事行政その他-19
金原節三業務日誌摘録　後編　その７の（ハ）　昭１８．５．３～１
８．５．２９

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-20
金原節三業務日誌摘録　後編　その８の（イ）　昭１８．６．１～１８．
６．３０

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-21
金原節三業務日誌摘録　後編　その８の（ロ）　昭１８．７．１～１８．
７．３１

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-22
金原節三業務日誌摘録　後編　その８の（ハ）　昭１８．８．２～１
８．８．２８

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-23
金原節三業務日誌摘録　後編　その９の（イ）　昭１８．９．１～１８．
９．１２

陸軍省医務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-24 大塚文郎備忘録　その１　昭１８．１０．１５～１８．１１．３０ 陸軍省医事課長　大塚文郎

中央-軍事行政その他-25 大塚文郎備忘録　その２　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 陸軍省医事課長　大塚文郎

中央-軍事行政その他-26 大塚文郎備忘録　その３　昭１９．１．４～１９．２．２９ 陸軍省医事課長　大塚文郎

中央-軍事行政その他-27 大塚文郎備忘録　その４　昭１９．３．１～１９．３．３１ 陸軍省医事課長　大塚文郎

中央-軍事行政その他-28 大塚文郎備忘録　その５　昭１９．４．１～１９．４．２８ 陸軍省医事課長　大塚文郎

中央-軍事行政その他-29 大塚文郎備忘録　その６　昭１９．５．１～１９．５．２６ 陸軍省医事課長　大塚文郎

中央-軍事行政その他-30 大塚文郎備忘録　その７　昭１９．６．１～１９．６．３０ 陸軍省医事課長　大塚文郎

中央-軍事行政その他-31 大塚文郎備忘録　その８　昭１９．７．１～１９．８．２９ 陸軍省医事課長　大塚文郎

中央-軍事行政その他-32 大塚文郎備忘録　その９　昭１９．９．１～１９．１０．３１ 陸軍省医事課長　大塚文郎

中央-軍事行政その他-33 大塚文郎備忘録　その１０　昭１９．１１．１～１９．１２．２９ 陸軍省医事課長　大塚文郎

中央-軍事行政その他-34 大塚文郎備忘録　その１１　昭２０．１．４～２０．２．２７ 陸軍省医事課長　大塚文郎

中央-軍事行政その他-35 大塚文郎備忘録　その１２　昭２０．３．２～２０．５．３１ 陸軍省医事課長　大塚文郎

中央-軍事行政その他-36 大塚文郎備忘録　その１３　昭２０．６．４～２０．９．２３ 陸軍省医事課長　大塚文郎

中央-軍事行政その他-37
含雪居士懐旧記事　１／５巻中　安政４年（１８５７）～慶応３年（１８
６７）

山県有朋（口述）　秋月新太郎
（筆記）

中央-軍事行政その他-38
含雪居士懐旧記事　２／５巻中　安政４年（１８５７）～慶応３年（１８
６７）

山県有朋（口述）　秋月新太郎
（筆記）

中央-軍事行政その他-39
含雪居士懐旧記事　３／５巻中　安政４年（１８５７）～慶応３年（１８
６７）

山県有朋（口述）　秋月新太郎
（筆記）

中央-軍事行政その他-40
含雪居士懐旧記事　４／５巻中　安政４年（１８５７）～慶応３年（１８
６７）

山県有朋（口述）　秋月新太郎
（筆記）

中央-軍事行政その他-41
含雪居士懐旧記事　５／５巻中　安政４年（１８５７）～慶応３年（１８
６７）

山県有朋（口述）　秋月新太郎
（筆記）

中央-軍事行政その他-42 １．防諜の参考（昭１３．９．９）　２．軍紀風紀等に関する資料 陸軍省　大日記抜萃

中央-軍事行政その他-43 西浦進氏談話速記録（上）
日本近代史料研究会　木戸日
記研究会

中央-軍事行政その他-44 西浦進氏談話速記録（上）
日本近代史料研究会　木戸日
記研究会

中央-軍事行政その他-45 西浦進氏談話速記録（上）　昭和４３．１１
木戸日記研究会　日本近代史
料研究会

中央-軍事行政その他-46 西浦進氏談話速記録（上）
日本近代史料研究会　木戸日
記研究会

中央-軍事行政その他-47 西浦進氏談話速記録（上）
日本近代史料研究会　木戸日
記研究会

中央-軍事行政その他-48 西浦進氏談話速記録（下）
日本近代史料研究会　木戸日
記研究会

中央-軍事行政その他-49 西浦進氏談話速記録（下）
日本近代史料研究会　木戸日
記研究会

中央-軍事行政その他-50 西浦進氏談話速記録（下）　昭和４３．１１
木戸日記研究会　日本近代史
料研究会

中央-軍事行政その他-51 西浦進氏談話速記録（下） 西浦　進

中央-軍事行政その他-52 西浦進氏談話速記録（下） 西浦　進

中央-軍事行政その他-53 旧陸軍外国駐在武官　同輔佐官氏名一覧表 陸上自衛隊幹部学校

中央-軍事行政その他-54_2 内地官衙部隊名簿　昭和２０年 長野連隊区司令部副官部
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中央-軍事行政その他-55 満洲部隊名簿　２／４　昭和２０ 長野連隊区司令部副官部

中央-軍事行政その他-56 支那派遣部隊名簿　３／４　昭２０年 長野連隊区司令部副官部

中央-軍事行政その他-57 南方派遣部隊名簿　４／４ -

中央-軍事行政その他-58
１．師団長会同席上に於ける陸軍大臣懇談事項（昭１０．８．２６）
２．軍司令官．師団長会同席上にて於ける陸軍大臣口演旨（昭１
０．８．２６）

陸軍省

中央-軍事行政その他-59
１．師団長会同席上に於ける陸軍大臣訓示（昭１０．８．２６）　２．
近衛師団長　橋本虎之助訓示（昭１０．１２．３）　３．団隊長召集席
上に於ける近衛師団長口演要旨（昭１１．１．１５）

近衛師団司令部

中央-軍事行政その他-60
陸軍大佐出張間に於ける業務要項覚（昭１０．５．２１～１０．６．１
５）　橋本虎之助業務日誌（昭１０．６．１６～１０．９．７）

橋本　虎之助

中央-軍事行政その他-61 陸軍技術本部兵器行政関係資料　昭和１６．９．２７～１７．９．９ 岡部　直三郎

中央-軍事行政その他-62
金原節三業務日誌摘録　前編　その２の（イ）　昭１５．１．４～１５．
５．２７

陸軍省軍務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-63
金原節三業務日誌摘録　前編　その２の（ロ）　昭１５．７．５～１５．
９．２８

陸軍省軍務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-64
金原節三業務日誌摘録　前編　その２の（ハ）　昭１５．１０．３～１
６．２．２８

陸軍省軍務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-65
金原節三業務日誌摘録　前編　その３の（イ）　昭１６．３．１～１６．
４．２７

陸軍省軍務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-66
金原節三業務日誌摘録　前編　その３の（ロ）　昭１６．５．１～１６．
７．９

陸軍省軍務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-67
金原節三業務日誌摘録　前編　その３の（ハ）　昭１６．７．１０～１
６．７．２８

陸軍省軍務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-68
金原節三業務日誌摘録　前編　その１の（イ）　昭１４．３．１２～１
４．５．３０

陸軍省軍務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-69
金原節三業務日誌摘録　前編　その１の（ロ）　昭１４．６．１～１４．
９．３０

陸軍省軍務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-70
金原節三業務日誌摘録　前編　その１の（ハ）　昭１４．１０．２～１
４．１２．２７

陸軍省軍務局医事課長　金原
節三

中央-軍事行政その他-71
金原節三業務日誌摘録　前編　その４の（イ）　昭１６．７．２９～１
６．８．１３

金原　節三

中央-軍事行政その他-72
金原節三業務日誌摘録　前編　その４の（ロ）　昭１６．８．１４～１
６．８．３０

金原　節三

中央-軍事行政その他-73
金原節三業務日誌摘録　前編　その４の（ハ）　昭１６．９．１～１
６．９．１８

金原　節三

中央-軍事行政その他-74
金原節三業務日誌摘録　前編　その５の（イ）　昭１６．９．２２～１
６．１０．２９

金原　節三

中央-軍事行政その他-75
金原節三業務日誌摘録　前編　その５の（ロ）　昭１６．１１．４～１
６．１１．１９

金原　節三

中央-軍事行政その他-76 支那事変業務詳報（服役関係事項）１／８　昭１２．７～１２．１２ 陸軍省兵備局

中央-軍事行政その他-77 支那事変業務詳報（服役関係事項）２／８　昭１３．１～１３．１２ 陸軍省兵備局

中央-軍事行政その他-78 支那事変業務詳報（服役関係事項）３／８　昭１４．１～１４．１２ 陸軍省兵備局

中央-軍事行政その他-79 支那事変業務詳報（服役関係事項）４／８　昭１５．１～１５．１２ 陸軍省兵備局

中央-軍事行政その他-80 支那事変業務詳報（服役関係事項）５／８　昭１５．１～１５．１２ 陸軍省兵備局

中央-軍事行政その他-81 支那事変業務詳報（服役関係事項）６／８　昭１６．１～１６．１２ 陸軍省兵備局兵備課

中央-軍事行政その他-82 大東亜戦争業務詳報（服役関係事項）７／８　昭１７．１～１７．１２ 陸軍省兵備局兵備課

中央-軍事行政その他-83 大東亜戦争業務詳報（服役関係事項）８／８　昭１８．１～１８．１２ 陸軍省兵備局兵備課

中央-軍事行政その他-84 時局関係資料綴　昭和６．９．４～６．９．８ 憲兵司令部　外山豊造

中央-軍事行政その他-85 欧洲軍事視察報告　昭和６．９．４ 陸軍中将　原田敬一

中央-軍事行政その他-86 石油国策論集（長谷川尚一）　昭１５．９．１７ 長谷川　尚一

中央-軍事行政その他-87 山下視察団報告　１　２ 山下視察団

中央-軍事行政その他-88 山下視察団報告　１　昭和１５．１２．２２～１６．６．１７ 山下視察団

中央-軍事行政その他-89 山下視察団報告（２）　昭１５．１２．２２～１６．６．１７ 山下視察団

中央-軍事行政その他-90 山下視察団報告（２） 山下視察団



令和４年８月２日

中央-軍事行政その他-91 帝国在郷軍人会青森支部資料　昭１６．３．１４～ -

中央-軍事行政その他-92 帝国在郷軍人会関係綴　明治４３．１１．３ -

中央-軍事行政その他-93 簡閲点呼学科問答集　大正６．７ 第７師団司令部

中央-軍事行政その他-94 青少年訓練に関する回想　昭１５～２０年 陸軍少将　兒玉久藏外

中央-軍事行政その他-95 防諜に関する回想聴取録　昭１１．８～２０年 陸軍少将　久保宗治外

中央-軍事行政その他-96 全戦局に対する観察　昭１８．１２月 陸軍省

中央-軍事行政その他-97 軍事講話案　大正１５．３ 札幌２中校　大塚英雄歩少佐

中央-軍事行政その他-98 混乱の欧洲政局　昭１１．１２～１２年初 陸軍少将　本間雅晴

中央-軍事行政その他-99 獨逸の外交政策を中心とする　欧洲政局の動向　昭１２．２．１２ 参謀本部

中央-軍事行政その他-100 最近の伊国外交政策　昭１１．１２．１８ 参謀本部第２部

中央-軍事行政その他-101 帝国在郷軍人会３０年史　明治４３．１１　昭和１５．１１ 帝国在郷軍人会

中央-軍事行政その他-102 在郷軍人会の歩み　明治５～昭和１５年 帝国在郷軍人会

中央-軍事行政その他-103 帝国在郷軍人会礼式規程　釈放者保護規程　大正１４．６．５ 帝国在郷軍人会

中央-軍事行政その他-104 帝国在郷軍人会　愛別村分会記録（上）　昭５年以降 帝国在郷軍人会

中央-軍事行政その他-105 帝国在郷軍人会　愛別村分会記録（下）　昭５年以降 帝国在郷軍人会

中央-軍事行政その他-106
帝国在郷軍人会　第７師管連合支部　第２回講習会記事　昭１１．
８

第７師管連合支部

中央-軍事行政その他-107 愛国婦人会．国防婦人会関係綴　昭１２年 愛別村分会

中央-軍事行政その他-108 旭川地方における青年教育 示村　貞夫

中央-軍事行政その他-109 稲田正純談話速記録
日本近代史料研究会　稲田正
純

中央-軍事行政その他-110 会宝（帝国在郷軍人会広島支部）　昭４．３．１ 帝国在郷軍人会広島支部

中央-軍事行政その他-111 会宝（帝国在郷軍人会広島支部）　昭６．４．１～６．１２．１ 帝国在郷軍人会広島支部

中央-軍事行政その他-112 会宝（帝国在郷軍人会広島支部）　昭７．２．１～７．７．１ 帝国在郷軍人会広島支部

中央-軍事行政その他-113 会宝（帝国在郷軍人会広島支部）　昭８．１．１～８．１１．１ 帝国在郷軍人会広島支部

中央-軍事行政その他-114 青森市国防婦人会南方会写真帖　昭１７．２．１１ 青森市国防婦人会

中央-軍事行政その他-115
帝国在郷軍人会　仙台市東６番町分会歴史（写）　昭１４．１２．１１
～１７．１２．１６

阿部　善四郎

中央-軍事行政その他-116 詔書．令旨．訓示　大正１２．１１月 帝国在郷軍人会本部

中央-軍事行政その他-117 青少年訓練資料　大正１５．２～昭和２年 帝国在郷軍人会本部

中央-軍事行政その他-118 英国陸軍隊附視察報告　大正７～８年 本間　雅晴

中央-軍事行政その他-119 永田実履歴書　明治４３～昭和２０．８ 永田　実

中央-軍事行政その他-120 永田実日記　１／６　大正１３．８．１１～１４．１．１４ 永田　実

中央-軍事行政その他-121 永田実日記　２／６　大正１４．１．１４～１４．２．９ 永田　実

中央-軍事行政その他-122 永田実日記　３／６　大正１４．４．３０～１４．６．１２ 永田　実

中央-軍事行政その他-123 永田実日記　４／６　昭和４～１３．３ 永田　実

中央-軍事行政その他-124 永田実日記　５／６　昭和１３．４．２０～１５．１１．１１ 永田　実

中央-軍事行政その他-125 永田実日記　６／６　昭和１５．１１．１２～１８．１０．９ 永田　実

中央-軍事行政その他-126 永田実陣中日誌　昭８．２．１～１４．９．２２ 永田　実



令和４年８月２日

中央-軍事行政その他-127 永田実メモ（１／５～５／５）　昭８～１９年 永田　実

中央-軍事行政その他-134 天皇親率の実相　大正１１年～昭和２０年 厚生省援護局　美山要藏

中央-軍事行政その他-135 皇軍の本質を回想す 陸軍省新聞班長　本間雅晴

中央-軍事行政その他-136 帝国在郷軍人会　設立趣意書規約　明治４３．８ 千代田史料

中央-軍事行政その他-137 林秀澄氏談話速記録（１）
木戸日記研究会　日本近代史
料研究会　林秀澄

中央-軍事行政その他-138 林秀澄氏談話速記録（２）
木戸日記研究会　日本近代史
料研究会　林秀澄

中央-軍事行政その他-139 林秀澄氏談話速記録（３）
木戸日記研究会　日本近代史
料研究会　林秀澄

中央-軍事行政その他-141 林秀澄氏談話速記録（４）　昭５５．３月
木戸日記研究会　日本近代史
料研究会

中央-軍事行政その他-143 山下視察団報告（１）　昭１６年　独伊派遣 山下視察団

中央-軍事行政その他-144 山下視察団報告（２） 山下視察団

中央-軍事行政その他-145 山下視察団報告（１）（２）　昭１６年　独伊派遣 山下視察団

中央-軍事行政その他-147 占領地域に於ける通貨工作　昭１６．６月 陸軍省主計課別班

中央-軍事行政その他-148 陸軍省兵務局防諜班について 宇都宮　直賢

中央-軍事行政その他-149 参謀長会同席に於ける　人事局長口演要旨　昭１６年５月 -

中央-軍事行政その他-150 我が陸軍に関する諸問題　昭６年７月 陸軍省

中央-軍事行政その他-151 われわれはどのように　対ソ情報勤務をやったか 林　三郎

中央-軍事行政その他-152 ソ連邦より還りて　昭１５．６月 騎兵大佐　土居明夫

中央-軍事行政その他-153 山下視察団報告（１）（２）　昭１５．８月 山下視察団

中央-軍事行政その他-154 赤軍戦車第３連隊　附　報告綴　第４号　昭１１．９月 陸軍少佐　角健之

中央-軍事行政その他-155 陸軍兵器補給廠　被服廠　製絨廠配置図 -

中央-軍事行政その他-156 日本の癌は何か（陸海軍統一についての意見書）　昭１８年
陸軍中佐　岩田正孝（旧姓．井
田）

中央-軍事行政その他-157 機甲兵団建設　機甲本部特設　上申書　昭１５．６．２０ 騎兵監　吉田悳

中央-軍事行政その他-158 関係課所業務分担表　昭１５～１６年 第２製造所動員班

中央-軍事行政その他-159 野外昆蟲検索表 -

中央-軍事行政その他-160 物質的国防要素充実に関する意見　大正９年７月２０日 臨時軍事調査委員

中央-軍事行政その他-161
明治１５年１月４日　陸海軍人に賜りたる勅論　拝受５０周年を迎え
て

偕行社

中央-軍事行政その他-162 小柳津政雄元陸軍中将　化学研究史（案）　昭３１．７ -

中央-軍事行政その他-163 独立空軍建設に関する意見　昭１１．５月 海大教官中佐　加来止男他

中央-軍事行政その他-164 伊「エ」戦争に関する書類綴　昭１０．１１月 服部大尉

中央-軍事行政その他-165 輜重局建制論 -

中央-軍事行政その他-166 反乱戦争の一般性格（其１）　昭３３．１．１ 仏．ルイピンヨン少佐述

中央-軍事行政その他-167 猶太研究情報（１） 国際政経学会

中央-軍事行政その他-168 米国猶太問題研究時報　昭１５．９月 国際政経学会

中央-軍事行政その他-169 極東の猶太人　１９３９年９月１日 国際政経学会

中央-軍事行政その他-170 英蘭銀行．猶太全権　１９３９年１２月１３日 国際政経学会

中央-軍事行政その他-171 猶太主要陣地のひとつになっていた和蘭 国際政経学会



令和４年８月２日

中央-軍事行政その他-172 駐在要書綴　昭４．１ 高島少将

中央-軍事行政その他-173 我が国の統帥と政治　昭１５．５．６ 陸軍大佐　高嶋辰彦

中央-軍事行政その他-174 国力並軍備建設基礎資料 -

中央-軍事行政その他-175 軍事研究開戦第１撃　昭２７．１０．２２ -

中央-軍事行政その他-176 陸軍軍需工業財務比較要綱　昭１６年 陸軍省

中央-軍事行政その他-178 昭和２１年春頃に於ける情勢大観　昭２１．３．２５ -

中央-軍事行政その他-179 米軍戦法要覧 参謀本部

中央-軍事行政その他-180 中央直轄補給諸廠調査表　昭１９．４．２２ 第１復員局

中央-軍事行政その他-181 伝えられる新政治体制草案に対する意見書　昭１５．８．２９ 商学博士　武田鼎一

中央-軍事行政その他-182 輜重局建制論 -

中央-軍事行政その他-183 イランに対する英露の政策　昭１５．１１ 高島史料

中央-軍事行政その他-184 交戦列国並殖民地及　勢力圏経済力比較 陸軍主計中佐　阿久津正藏

中央-軍事行政その他-185 英国即ち又イスラエル王国　沈む船を見棄る猶太人　１９４０．６月 国際政経学会

中央-軍事行政その他-186 軍制参考綴　ソ連．米．スイス．スエーデン等 -

中央-軍事行政その他-187 共産党（軍）別扶掃蕩の参考　昭１８．８．１６ 第３５師団特報第２号

中央-軍事行政その他-188 防護団員必携草案 -

中央-軍事行政その他-190 功績調査資料探究の手掛り　功績調査と大東亜戦争 元功績調査部部員　大野武城

中央-軍事行政その他-191 主要物資需給計画　改訂に関する件　昭１３ -

中央-軍事行政その他-192
クロムウアル時代の密謀　猶太人匈牙利で逮捕された　猶太人ス
パイ

国際政経学会

中央-軍事行政その他-194 研究報告　蘭領印度・英領ボルネオ及　大平洋諸島 別技　篤彦

中央-軍事行政その他-195 主要交戦国の経済戦力の推移　昭１９．１月及　２月に於ける -

中央-軍事行政その他-196 兵力に依る居住施設構築の参考　昭２０．２ -

中央-軍事行政その他-197 臨時陸軍建築設計要領　昭１７．４ 陸軍省

中央-軍事行政その他-198 主要交戦国に於ける徴兵徴用　年令低下状況　昭１８．１２．２２ 情報局総裁官房

中央-軍事行政その他-199 主要交戦国経済戦力判断　昭１８．１２現在 -

中央-軍事行政その他-200 各国戦時人的資源に関する調査　昭１８．１０ 世界経済調査会

中央-軍事行政その他-201 高橋治之也番号割符　明治２０．２．１８ 東京鎮台

中央-軍事行政その他-202 近衛歩兵第１連隊兵営対照図 建設省

中央-軍事行政その他-203 帝国国防方針案　山縣元師　伏奏案　明治３９．１０ -

中央-軍事行政その他-204 近衛師団思想調査委員　業務要領に関する件 -

中央-軍事行政その他-205 陸軍省公文雑纂　昭和１９ -

中央-軍事行政その他-206 内外政治経済重要件誌（大正１５年以降　昭和１２年迄） 戦争調査会事務局

中央-軍事行政その他-207 合本　月曜会記事　第１巻　明治１９～２１ -

中央-軍事行政その他-208 合本　月曜会記事　第２巻　明治１９～２１ -

中央-軍事行政その他-209 合本　月曜会記事　第４巻　明治１９～２１ -

中央-軍事行政その他-210 合本　月曜会記事　第４巻　明治１９～２１ -



令和４年８月２日

中央-軍事行政その他-211 合本　月曜会記事　第６巻　明治１９～２１ -

中央-軍事行政その他-212 英国戦時内閣報告　大正６ 陸軍歩兵大尉　難波了三

中央-軍事行政その他-213 昭和１７年度政務　調査会報告 -

中央-軍事行政その他-214 「イマン」の近況　大正１０．３．２８～１０．４．７ 第１３師団参謀部

中央-軍事行政その他-215 将官談話会月報（第８１号）　大正１４．９ -

中央-軍事行政その他-216 将官談話会月報　焼野の餘塵　昭和３．５．１ -

中央-軍事行政その他-217 将官談話会月報　将談１０録　昭和５．１．１ -

中央-軍事行政その他-218 将官談話会月報　将談１０録　昭和１０．１．４ -

中央-軍事行政その他-219 将官談話会月報（第９７号）　昭和１０．１２．１０ -

中央-軍事行政その他-220 将官談話会月報（第２０９号）　昭和１１．１２．１４ -

中央-軍事行政その他-221 将官談話会月報（１月～１２月）（第２３３号）　昭和１３．１２．１５ -

中央-軍事行政その他-222 将官談話会月報（第２４５号）　昭和１４．１２．２５ -

中央-軍事行政その他-223 将官談話会月報（第２４６）（１月～１２月）　昭和１５．１．２５ -

中央-軍事行政その他-224 将官談話会々員名簿　昭和１３．１２ -

中央-軍事行政その他-225 草水会会誌（第２０号）　昭和１８．３ -

中央-軍事行政その他-226 相模兵器製造所歴史　昭和１２年度 東京工廠相模兵器　製造所

中央-軍事行政その他-227 陸軍技術本部防空規程　昭和１７．７．８ 陸軍技術本部

中央-軍事行政その他-228 兵器配当簿　昭和１８．４ -

中央-軍事行政その他-229 札幌県報（４０～７８号）　明治１８年 屯田兵本部

中央-軍事行政その他-230 小山秋作書簡綴　明治２０年 小山史料

中央-軍事行政その他-231 小山秋作書簡綴　明治２１年 小山史料

中央-軍事行政その他-232 小山秋作書簡綴　明治２２年 小山史料

中央-軍事行政その他-233 小山秋作書簡綴　明治２３年 小山史料

中央-軍事行政その他-234 小山秋作書簡綴　明治２４年 小山史料

中央-軍事行政その他-235 小山秋作書簡綴　１／２　明治２５年 小山史料

中央-軍事行政その他-236 小山秋作書簡綴　２／２　明治２５年 小山史料

中央-軍事行政その他-237 小山秋作書簡綴　明治２６年 小山史料

中央-軍事行政その他-238 小山秋作書簡綴　明治２７年 小山史料

中央-軍事行政その他-239 小山秋作書簡綴　明治２８年 小山史料

中央-軍事行政その他-240 小山秋作書簡綴　明治２９年 小山史料

中央-軍事行政その他-241 小山秋作書簡綴　明治３０年 小山史料

中央-軍事行政その他-242 小山秋作書簡綴　１／２　明治３１年 小山史料

中央-軍事行政その他-243 小山秋作書簡綴　２／２　明治３１年 小山史料

中央-軍事行政その他-244 小山秋作書簡綴　１／２　明治３２年 小山史料

中央-軍事行政その他-245 小山秋作書簡綴　１／３　明治３２年 小山史料

中央-軍事行政その他-246 小山秋作書簡綴　２／３　明治３２年 小山史料



令和４年８月２日

中央-軍事行政その他-247 小山秋作書簡綴　３／３　明治３２年 小山史料

中央-軍事行政その他-248 小山秋作書簡綴　４／３　明治３２年 小山史料

中央-軍事行政その他-249 小山秋作書簡綴　１／２　明治３３年 小山史料

中央-軍事行政その他-250 小山秋作書簡綴　２／２　明治３３年 小山史料

中央-軍事行政その他-251 小山秋作書簡綴　明治３４年 小山史料

中央-軍事行政その他-252 小山秋作書簡綴　明治３５年 小山史料

中央-軍事行政その他-253 小山秋作書簡綴　明治３６年 小山史料

中央-軍事行政その他-254 小山秋作書簡綴　明治３７年 小山史料

中央-軍事行政その他-255 小山秋作書簡綴　１／２　明治３７年 小山史料

中央-軍事行政その他-256 小山秋作書簡綴　１／２　明治３７年 小山史料

中央-軍事行政その他-257 小山秋作書簡綴　１／２　明治３７年 小山史料

中央-軍事行政その他-258 小山秋作書簡綴　１／２　明治３７年 小山史料

中央-軍事行政その他-259 小山秋作書簡綴　２／２　明治３７年 小山史料

中央-軍事行政その他-260 小山秋作書簡綴　２／２　明治３７年 小山史料

中央-軍事行政その他-261 小山秋作書簡綴　２／２　明治３７年 小山史料

中央-軍事行政その他-262 小山秋作書簡綴　１／２　明治３９年 小山史料

中央-軍事行政その他-263 小山秋作書簡綴　２／２　明治３９年 小山史料

中央-軍事行政その他-264 小山秋作書簡（招待状）綴　明治末年 小山史料

中央-軍事行政その他-265 小山秋作雑資料　明治末年 小山史料

中央-軍事行政その他-266 小山秋作雑書類　明治末年 小山史料

中央-軍事行政その他-267 小山秋作書簡集　その１　大正１～６年 小山史料

中央-軍事行政その他-268 小山秋作書簡集　その２　大正６～７年 小山史料

中央-軍事行政その他-268_2 小山秋作書簡集（その３）　大正７～９ 小山史料

中央-軍事行政その他-269 小山秋作雑書類　明治末年 小山史料

中央-軍事行政その他-270 小山秋作書簡綴　明治末年 小山史料

中央-軍事行政その他-271 小山秋作書簡（下田歌子）綴　明治末年 小山史料

中央-軍事行政その他-272 小山秋作書簡（下田歌子）綴　明治末年 小山史料

中央-軍事行政その他-273 小山秋作書簡綴　大正１０年 小山史料

中央-軍事行政その他-274 小山秋作書簡綴　大正１０年 小山史料

中央-軍事行政その他-275 小山秋作書簡綴　大正１１年 小山史料

中央-軍事行政その他-276 小山秋作書簡綴　１／２　大正１２年 小山史料

中央-軍事行政その他-277 小山秋作書簡綴　２／２　大正１２年 小山史料

中央-軍事行政その他-278 小山秋作書簡綴　大正１３～１５年 小山史料

中央-軍事行政その他-279 小山秋作書簡綴　昭和２年 小山史料

中央-軍事行政その他-280 携帯口糧論　明治２２．１０ 琢治　謹識

中央-軍事行政その他-281 鉱山関係資料　明治２５年 小山史料



令和４年８月２日

中央-軍事行政その他-282 陸軍服役条例　等　明治２９．６ -

中央-軍事行政その他-283 各国配兵表　明治３０～３１年 参謀本部（小山史料）

中央-軍事行政その他-284 諸外国兵制に関する書類綴　明治３２年 総務部編制主任

中央-軍事行政その他-285 東亜同文会　会則　報告等　明治３３．５～３８．９ 小山史料

中央-軍事行政その他-286 東海丸売却に伴う訴訟関係等資料　１／２　明治３４年 小山史料

中央-軍事行政その他-287 東海丸売却に伴う訴訟関係等資料　２／２　明治３４年 小山史料

中央-軍事行政その他-288 陸軍印刷所新設の必要等　明治３４．２ 小山史料

中央-軍事行政その他-289 安武備学堂関係書類　明治３４．８ 小山史料

中央-軍事行政その他-290 養蚕関係資料　明治３４ 小山史料

中央-軍事行政その他-291 近衛第１師団等関係綴　明治３６．６ 小山史料

中央-軍事行政その他-292 特種任務関係文書　明治３８～３９年 小山史料

中央-軍事行政その他-293 各種企業創設資料（３）　明治４０～大正１３年 小山史料

中央-軍事行政その他-294 各種企業計画資料　明治４３～４４年 小山史料

中央-軍事行政その他-295 海外差遣者報告目録　明治４４．８ 参謀本部第１部

中央-軍事行政その他-296 川上操六．柴五郎．福島安正からの書簡　明治末年 小山史料

中央-軍事行政その他-297 各種企業関係資料（１）　大正１～９年 小山史料

中央-軍事行政その他-297_2 各種企業創設資料（２）　明治３２～大正１２年 小山史料

中央-軍事行政その他-298 交通学　大正２ 山本

中央-軍事行政その他-299 重砲兵第４連隊観測照準　通信手技両検査規定　大正２．８ -

中央-軍事行政その他-300 勲章佩用心得　大正３．１２ 賞勲局

中央-軍事行政その他-301 兵器修理工場等関係綴　大正３年 小山史料

中央-軍事行政その他-302 官報　大正４．２ 文書課

中央-軍事行政その他-303 部報　昭和７．９～８．３ 軍馬補充部

中央-軍事行政その他-304 部報（４月号～７月号）　昭和８年 軍馬補充部

中央-軍事行政その他-304_2 部報　昭和１０．１～３月号 軍馬補充部本部

中央-軍事行政その他-304_3 部報　昭和１０．５～１０．１１月号 軍馬補充部

中央-軍事行政その他-304_4 部報　昭和１１．１～４月号 軍馬補充部本部

中央-軍事行政その他-305 機秘密書類保管簿　昭和２．９～８．３ 第２課

中央-軍事行政その他-306 陸軍省所管予算関係　昭和８～１３年度 八角史料

中央-軍事行政その他-307 軍事秘密書類保管原簿　昭和９～１４年 第１陸軍技術研究所

中央-軍事行政その他-308 製鉄国策　昭和１１年 日本経済政策研究所

中央-軍事行政その他-309 海外差遣者報告（号外３９）　大正８．９ -

中央-軍事行政その他-310 政治関係資料　大正１２～昭和２年 小山史料

中央-軍事行政その他-311 機秘密図書保管原簿　大正１４～昭和７年 参謀本部

中央-軍事行政その他-312 英国出張報告　昭和３．１２ 陸軍造兵廠東京工廠

中央-軍事行政その他-313 資料分類標準表　昭和４．２ 陸軍技術本部印刷



令和４年８月２日

中央-軍事行政その他-314 昭和３年度業務年報　昭和４．４ 陸軍技術本部総務部調査

中央-軍事行政その他-315 軍事行政関係資料　昭和５～１５年 高嶋少将史料

中央-軍事行政その他-316 リットン報告書の再批判　昭和７．１０ 陸軍省調査班

中央-軍事行政その他-317 雑件書類綴　昭和１１ 宝木警察署

中央-軍事行政その他-318 外国旅行視察報告資料　昭和１０．１ 横山中佐　青村中佐

中央-軍事行政その他-320 軍用資源秘密保護法説明資料　昭和１４．６ 陸軍省

中央-軍事行政その他-321 鍛錬会書類綴　昭和１５年 内務省保安課

中央-軍事行政その他-322 新体制準備委員の意向に就て　警視庁官房主事　昭和１５．８ 高嶋少将史料

中央-軍事行政その他-323 大政翼賛会中央訓練所関係　昭和１５～１６年 八角史料

中央-軍事行政その他-324 高嶋少将史料　ユダヤ問題研究資料　昭和１５年９月～１０月 -

中央-軍事行政その他-325 御進講（独．伊．派遣軍事視察）　昭和１６．７ 陸軍中将　山下奉文

中央-軍事行政その他-326 山下視察団報告　昭和１６．１～６ 陸軍中将　山下奉文

中央-軍事行政その他-328 庶務課事項　昭和１６．１１ -

中央-軍事行政その他-329 庶務人事に関する指示事項抜萃　昭和１６．１１ -

中央-軍事行政その他-330 来簡文書関係書類　昭和１６年 陸軍省

中央-軍事行政その他-331 時局に伴う緊急対策構築物実施等　昭和１６年 陸軍省

中央-軍事行政その他-332 制作命令書綴　昭和１６～１７年 立川兵器研究所

中央-軍事行政その他-333 酒井中将史料　昭和１６．１２～２０．７ -

中央-軍事行政その他-334 鹵獲英軍航空兵器見学記事（弾薬の部）　昭和１７．１ -

中央-軍事行政その他-335 勤務日誌（其の２）　昭和１７．３～５ 新聞検閲掛

中央-軍事行政その他-336 帝国比島間公衆電報暫行規定　昭和１７．７ タクロバン通信局

中央-軍事行政その他-337 陸密．陸亜密．陸達．陸亜普等綴　昭和１７～１８年 陸軍省

中央-軍事行政その他-338 銃器製作図調製要領　昭和１８．１２ 第１陸軍技術研究所

中央-軍事行政その他-339 普通書類受付簿　昭和１８年度 庶務課文書係

中央-軍事行政その他-340 駐伊駐在官報告控　昭和１８年 駐伊駐在官

中央-軍事行政その他-342 飛行機用旋回機関銃　取扱規定類送附の件　昭和１８．１ 独国航空駐在監督官

中央-軍事行政その他-343 出版関係綴　昭和１８～２０年 -

中央-軍事行政その他-344 参考綴（１／２）　昭和１９．６ 陸軍通信学校研究部

中央-軍事行政その他-345 参考綴（２／２）　昭和１９．７～１９．１２ 陸軍通信学校研究部

中央-軍事行政その他-346 陸海軍技術委員会　１．２分記事　昭和１９．１０ 陸軍側幹事

中央-軍事行政その他-347 新聞記事差止注意事頃　関係綴　昭和２０．８．１６～９．２９ 検閲係

中央-軍事行政その他-348 陸密　陸亜密　陸普　陸亜普　留守業務関係書類綴　昭和２０年 留守掛

中央-軍事行政その他-349 南洋庁関係書類　昭和２０．９ -

中央-軍事行政その他-357 あかー号製造装置に関する研究報告　昭和８．５ 陸軍造兵廠火工廠

中央-軍事行政その他-358 独式きいー号製造装置に関する研究報告　昭和８．５ 陸軍造兵廠火工廠

中央-軍事行政その他-359 閣議決定．国策関係綴　昭和１５～２０年 高島少将史料
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中央-軍事行政その他-360 憲兵関係雑史料　昭和１６．３～１２ -

中央-軍事行政その他-361 欧「ソ」産業資源図（１／３００万）　昭和１９．１ 参謀本部

中央-軍事行政その他-362 内務規定綴　昭和１９．７～１０ 第１０陸軍技術研究所

中央-軍事行政その他-363 灯火の秘匿程度と警報の種別並に信号方法　昭和 南洋庁

中央-軍事行政その他-364 地方長官会議に於ける　経理局長懇談事項 陸軍省経理局

中央-軍事行政その他-365 進撃防御の一試案 立川内燃科学研究所

中央-軍事行政その他-366 伊太利軍主要飛行機性能表 在独武官室

中央-軍事行政その他-367 大東亜民族復興慶祝会嘆願書 -

中央-軍事行政その他-368 軍政の組織 細川大尉

中央-軍事行政その他-369 国内事情 -

中央-軍事行政その他-370 参謀要務（鉄道．船舶輸送） 山本　寿美

中央-軍事行政その他-371 事務参考書 -

中央-軍事行政その他-372 思想戦史要略　昭和 高嶋少将史料

中央-軍事行政その他-373 内外法政研究会研究資料　昭和 内外法政研究会

中央-軍事行政その他-374 工業研究機関全般の研究分野並に　研究目標による分類 堀岡部長

中央-軍事行政その他-375 滅共思想戦戦術要綱 滅共思想戦研究会

中央-軍事行政その他-376 新次官に対する状況報告要旨　昭和２０．７ 陸軍省軍務局

中央-軍事行政その他-377 行政処分綴　昭和２０．７ 特高課

中央-軍事行政その他-378 経理関係書類綴　昭和２０．７ 秀第３６４４３部隊

中央-軍事行政その他-379 大東亜戦史資料（後方関係）　昭和２１．４ 厚生省引揚援護局史料室

中央-軍事行政その他-380 河辺虎中将関係書類　昭和２０．１１ -

中央-軍事行政その他-381 空襲災害状況一覧表　昭和２４年作成 警視庁総務部

中央-軍事行政その他-382 大本営命令指示及作戦　記録関係書類綴　昭和２６．３整理 Ｇ－２歴史課

中央-軍事行政その他-384 裁判参考資料　昭和３５．４ 清瀬一郎史料

中央-軍事行政その他-388 視察調査報告綴　明治末年 小山史料

中央-軍事行政その他-389 ドイツ品積出し　昭和１４年 外務省

中央-軍事行政その他-390
言論出版集会結社等　臨時取締法　違反（造言飛語人心惑乱）事
件報告書（２／３）　昭和２０．１～１０

-

中央-軍事行政その他-391 東亜同文会関係書類　明治３６～大正１２年 小山史料

中央-軍事行政その他-392 兵器関係史料　昭和１６～１７年 在独兵器内政本部駐在官

中央-軍事行政その他-393
軍関係怪文書出版者検挙　状況に関する件報告「通牒」　昭和１
０．６

東京憲兵隊

中央-軍事行政その他-394 久留米憲兵分隊資料　昭和１５．４～１８．３ -

中央-軍事行政その他-395
言論出版集会結社等臨時取締法　違反（造言飛語人心惑乱）事
件報告書（１／３）　昭和２０．１～１０

-

中央-軍事行政その他-396
言論出版集会結社等臨時取締法　違反（造言飛語人心惑乱）事
件報告書（３／３）　昭和２０．１～１０

-

中央-軍事行政その他-397 現代軍備論　昭和５年 小畑少佐（第３１軍司令官中将）

中央-軍事行政その他-398 現代軍備論　昭和５年 小畑少佐（第３１軍司令官中将）

中央-軍事行政その他-399 隊務管見　明治２４．７ 奥山義章史料
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中央-軍事行政その他-400 功績書類　大正９．６ 野戦交通部

中央-軍事行政その他-401 功績調査一覧表　昭和１５年徴集兵 生駒隊

中央-軍事行政その他-402 功績調査一覧表　昭和１６年徴集兵 生駒隊

中央-軍事行政その他-403 功績調査一覧表　昭和１８年徴集兵 生駒隊

中央-軍事行政その他-404 功績調査一覧表　昭和１８．１ 工兵第２９連隊第１中隊矢部隊

中央-軍事行政その他-405 功績資料　昭和２０．８ スマトラ島パレンバン

中央-軍事行政その他-406 門司憲兵分遣隊関係書類　昭和１５～１６年 -

中央-軍事行政その他-407
外事警察関係資料　・選挙に関する紛議調　・中央地区居住敵性
国人　・サイパン支庁告示　・チューロ令達書類　・支那事変に関す
る外事警察事務概況　昭和１０．９～１９．１２

-

中央-軍事行政その他-408 特高関係資料　昭和２０．４～７ 大阪府警察局

中央-軍事行政その他-409 補助輸卒調査資料　明治３１．４ -

中央-軍事行政その他-410 陸軍里程表　大正４．５．１ 陸軍会計監督部

中央-軍事行政その他-411 事務取扱手続司令部内務規定　大正６．１ 第１４師団

中央-軍事行政その他-412 「パーロフカ」戦闘戦闘動作等　大正８．３．３ 高橋支隊

中央-軍事行政その他-413 機密書類保管簿　昭和５年 第２課

中央-軍事行政その他-414 行軍長径表 -

中央-軍事行政その他-415 将校勤務録　昭和 垣第６５５５部隊

中央-軍事行政その他-416 特命検閲ノ参考　昭和１０．７ -

中央-軍事行政その他-417 防諜の参考　昭和１３．９ 陸軍省（陸密第１２４６号）

中央-軍事行政その他-418 考科表　昭和１３～１４年 独立工兵第１５連隊

中央-軍事行政その他-419 軍備改変計画に対する観察　昭和２２年 第１復員省

中央-軍事行政その他-420 防諜（第１号）　昭和１４．１０ 陸軍省

中央-軍事行政その他-421 金櫃監視簿　昭和１６．９．２４～１７．５．１１ 青山隊

中央-軍事行政その他-422
大東亜戦役（支那事変　第２次を含む）　功績事務提要　昭和１８．
２

陸軍省

中央-軍事行政その他-423 戦地に於て起り易き　陸軍刑法上の犯罪に就て　昭和１８．２ 猛部隊法務部

中央-軍事行政その他-424 中部軍築城幹部　集合教育に於ける講授要項　昭和１９．１０ 築城本部

中央-軍事行政その他-425 在外留邦人綴（１／３）　昭和１９年 -

中央-軍事行政その他-426 在外留邦人綴（２／３）　昭和１９年 -

中央-軍事行政その他-427 在外留邦人綴（３／３）　昭和１９年 -

中央-軍事行政その他-428 考課表　昭和２０．１ 南方空

中央-軍事行政その他-429 意見書　明治１８．５ 陸軍中将子爵　野津道貫

中央-軍事行政その他-430 筑紫中将　戦時欧米視察報告　第２編　大正８．１ 陸軍省

中央-軍事行政その他-431 帝国軍人後援会規定　大正１５．９ 帝国軍人後援会

中央-軍事行政その他-432 陸軍（関東軍）　秘密書類取扱規則・細則　昭和８～１３年 -

中央-軍事行政その他-433 普通書類　機秘密書類　受付配布簿　昭和１９．３．１３～６．８ -

中央-軍事行政その他-434 持久瓦斯（糜爛性）効力一覧表 -

中央-軍事行政その他-435 軍に関係ある映画写真等に就て 憲兵司令部



令和４年８月２日

中央-軍事行政その他-436 教育及研究部門委員会　国民研究会議報告書　昭和３８．１２ -

中央-軍事行政その他-437 陸軍大将　田中義一宛書翰集　明治４０～大正１３年 -

中央-軍事行政その他-438 機秘密書類配布目録綴　其の１　昭和１６．１以降 -

中央-軍事行政その他-439 機秘密書類配布目録綴　其の２　昭和１６．１以降 -

中央-軍事行政その他-440 戦時隣邦被服資源の調達に関する一部の考察　大正１５．４ 陸軍１等主計　吉良五市

中央-軍事行政その他-441 防毒面支給簿 -

中央-軍事行政その他-442 参謀総長に対する申告書　昭和７．１～６ -

中央-軍事行政その他-443 参謀総長に対する申告書　昭和７．６～８ -

中央-軍事行政その他-444 参謀総長に対する申告書　昭和７．８～８．３ -

中央-軍事行政その他-445 参謀総長に対する申告書　昭和８．３～８ -

中央-軍事行政その他-446 参謀総長に対する申告書　昭和８．８～１１ -

中央-軍事行政その他-447 参謀総長に対する申告書　昭和８．１１～９．６ -

中央-軍事行政その他-448 参謀総長に対する申告書　昭和９．６～１２ -

中央-軍事行政その他-449 参謀総長に対する申告書　昭和９．１２～１０．４ -

中央-軍事行政その他-450 参謀総長に対する申告書　昭和１０．４～８ -

中央-軍事行政その他-451 参謀総長に対する申告書　昭和１０．８～１１．１ -

中央-軍事行政その他-452 参謀総長に対する申告書　昭和１１．１～５ -

中央-軍事行政その他-453 参謀総長に対する申告書　昭和１１．５～８ -

中央-軍事行政その他-454 参謀総長に対する申告書　昭和１１．８～１２．３ -

中央-軍事行政その他-455 参謀総長に対する申告書　昭和１２．３～８ -

中央-軍事行政その他-456 参謀総長に対する申告書　昭和１２．８～１０ -

中央-軍事行政その他-457 参謀総長に対する申告書　昭和１２．１０～１３．３ -

中央-軍事行政その他-458 参謀総長に対する申告書　昭和１３．３～７ -

中央-軍事行政その他-459 参謀総長に対する申告書　昭和１３．７～１２月 -

中央-軍事行政その他-460 参謀次長に対する申告書　昭和１４．４～９ -

中央-軍事行政その他-461 参謀総長に対する申告書　昭和１４．５～１０ -

中央-軍事行政その他-462 参謀総長に対する申告書　昭和１４．１０～１５．４ -

中央-軍事行政その他-463 参謀総長に対する申告書　昭和２０．２～９ -

中央-軍事行政その他-464 陸軍報告例　陸普第７６号　明治４１．１ 陸軍省

中央-軍事行政その他-465 陸軍報告例　陸普第７６号　明治４１．１ 陸軍省

中央-軍事行政その他-466 帝国在郷軍人会規約　大正１４．３改正 -

中央-軍事行政その他-467 特許関係書類　昭和１５年 -

中央-軍事行政その他-468 米軍概覧　昭和１７．１１ 参謀本部

中央-軍事行政その他-469 兵器行政本部互助会規約　昭和１７．１２ -

中央-軍事行政その他-470 総務部長会議に関する綴　昭和１８．６ 陸軍省　南方班

中央-軍事行政その他-471 在独武官室重要書類綴　昭和１１～１４年 -
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中央-軍事行政その他-472 防空関係史料綴　昭和１４年 在独武官室

中央-軍事行政その他-473 兵調独売買契約書　昭和１８年度 在独武官室

中央-軍事行政その他-474 特殊鋼等送證（一部）　昭和１９年 在独武官室

中央-軍事行政その他-475 南伊戦線独軍隊附報告　昭和１９．４ 在独武官　小松光彦

中央-軍事行政その他-476 第２科参考簿　昭和１９．３～８月 第１技研庶務係

中央-軍事行政その他-477 独陸軍経理並獣医関係事項　見学報告（第２報）　昭和１９．７ -

中央-軍事行政その他-478 会報録　昭和２０．１～１２月 陸軍被服本廠

中央-軍事行政その他-479 山下視察団関係資料　昭和４６．１１ 戦史室航空班長

中央-軍事行政その他-481 独伊派遣軍事視察団報告資料　技術　其の１　昭和１６．３ 原少将

中央-軍事行政その他-482 独伊派遣軍事視察団報告資料　技術　其の２　昭和１６．３ 原少将

中央-軍事行政その他-483 大東亜戦争経験録　第２号　（昭和１６．４～１７．３）　昭和１７．５ 相模陸軍造兵廠

中央-軍事行政その他-484 阿久津．梶浦　伊太利戦場見学報告　昭和１９．１１ -

中央-軍事行政その他-486
第３国権益尊重に関する件指示例證　１．昭７　第１次上海事件に
おける混成旅団派兵に関するもの　１．昭１２．７　支那駐屯軍司
令官の飛行隊使用に関するもの　１．昭１２．７～８末　平津地方に

-

中央-軍事行政その他-487 資料紹介　昭和１９．５～６ 陸軍兵器行政本部調査部

中央-軍事行政その他-488 軍内革新運動の過去及現在　昭和１５年 -

中央-軍事行政その他-489 軍機秘密書類受付簿　昭和１８年度 庶務課文書係

中央-軍事行政その他-490 庶務雑件　昭和１８．１２～２０．９ 官房秘書係

中央-軍事行政その他-491 陸軍報告規定（陸普第３３２６号）　大正２．１０ 陸軍省

中央-軍事行政その他-492 陸軍官衙学校所在地表 -

中央-軍事行政その他-493 規格案綴（其の１）　昭和１４．９～１８．５ 在独武官室

中央-軍事行政その他-494 電気部品（其の１）　昭和１６～１９年 在独武官室

中央-軍事行政その他-495 造兵廠購買工作機械　２　昭和１５年 在独武官室

中央-軍事行政その他-496 「クルップ」会社視察報告　昭和１７．１０ 在独武官室

中央-軍事行政その他-497 軍鳩取扱要員教育成果報告　昭和１９．４ 第１４軍通信隊

中央-軍事行政その他-498 軍馬管理規則　昭和１９．４ 陸軍省

中央-軍事行政その他-499 健兵対策 -

中央-軍事行政その他-500 陸軍用鉄帽　全体図（１／１）　昭和２７．９ -

中央-軍事行政その他-501 熱地に於ける仮建築要領　昭和１６．９ 野戦経理長官部

中央-軍事行政その他-502 兵站研究関係綴 倉橋中佐

中央-軍事行政その他-503 俘虜収容所関係記録　昭和１７～２０年度 俘虜情報局

中央-軍事行政その他-504 俘虜収容所関係記録　昭和１７～２０年度 俘虜情報局

中央-軍事行政その他-505 ソ連最近の対日態度に対し我国の執るべき方策　昭和２０．６ 高嶋少将史料

中央-軍事行政その他-506 蘭印に対する英国政策の歴史性　昭和１５．５ -

中央-軍事行政その他-507
俘虜に関する抗議に関し俘虜　情報局及俘虜管理部が処置した
る　事柄を記録しある書類の写　昭和２０．６

-

中央-軍事行政その他-508 人事に関する綴　大正15年～昭和１２年　高嶋少将史料 －

中央-軍事行政その他-509 想定に基く戒厳業務細部の研究（案）　昭和２０．１ 高嶋少将史料
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中央-軍事行政その他-510 一般発来翰綴　昭和１９．８～２０．７ 調達科

中央-軍事行政その他-511 大東亜原案綴　（その１）　昭和１７年度 監査課

中央-軍事行政その他-512 大東亜原案綴　（その２）　昭和１７年度 監査課

中央-軍事行政その他-513 大東亜原案綴　（その３）　昭和１７年度 監査課

中央-軍事行政その他-514 大東亜原案綴　（その４）　昭和１７年度 監査課

中央-軍事行政その他-515 大東亜原案綴　（その５）　昭和１７年度 監査課

中央-軍事行政その他-516 大東亜原案綴　（その６）　昭和１７年度 監査課

中央-軍事行政その他-517 大東亜原案綴　（その１）　昭和１８年度 監査課

中央-軍事行政その他-518 大東亜原案綴　（その２）　昭和１８年度 監査課

中央-軍事行政その他-519 大東亜原案綴　（その３）　昭和１８年度 監査課

中央-軍事行政その他-520 大東亜原案綴　（その４）　昭和１８年度 監査課

中央-軍事行政その他-521 陸軍省業務日誌摘録　後編　昭和１６．１１～１７．１
陸上自衛隊衛生学校長　金原
節三編

中央-軍事行政その他-522 豊田軍需大臣訓示要旨　昭和２０．５ 軍需省

中央-軍事行政その他-523 抑留者関係書類　昭和１７～１８年 外務省

中央-軍事行政その他-524 帝国及列国の陸軍（４冊）　昭和９～１２年版 陸軍省

中央-軍事行政その他-525
帝国在郷軍人会本部編　小冊子　連盟脱退と国民の覚悟等　昭
和８．２～９．６

-

中央-軍事行政その他-526
陸軍省発行　小冊子　関東軍活動状況概要等　昭和６．１１～１
２．３

陸軍省調査班

中央-軍事行政その他-527 軍用統一用語集　昭和２０．１２ 兵本課

中央-軍事行政その他-528 海外差遣者報告　昭和７．３ 陸軍省

中央-軍事行政その他-529 将官談話会月報　第１１１号　昭和３．４ -

中央-軍事行政その他-530
将官談話会月報　第１５６．１５７．１５９．１６１．号　昭和７．３～８
月

-

中央-軍事行政その他-531 将官談話会月報　第１７９～１８２号　昭和９．４～７月 -

中央-軍事行政その他-532 将官談話会月報　第１８３～１８６号　昭和９．８～１２月 -

中央-軍事行政その他-533 将官談話会月報　第１８７～１９１号　昭和１０．１～５月 -

中央-軍事行政その他-534 将官談話会月報　第１９１～１９７号　昭和１０．６～１２月 -

中央-軍事行政その他-535 将官談話会月報　第１９８～２０２号　昭和１１．１～５月 -

中央-軍事行政その他-536 将官談話会月報　第２０３～２０７号　昭和１１．６～１１月 -

中央-軍事行政その他-537 将官談話会月報　第２２０～２２１号　昭和１２．１１～１２月 -

中央-軍事行政その他-538 将官談話会月報　第２２２～２２４号　昭和１３．１～３月 -

中央-軍事行政その他-539 将官談話会月報　第２５３～２６１号　昭和１５．８～１６．４ -

中央-軍事行政その他-540 通信関係意見綴　昭和１５～１６年 田山大佐

中央-軍事行政その他-541 在郷軍人職業輔導部の概要　昭和８．５ 陸軍省人事局

中央-軍事行政その他-542 軍政一般状況説明要旨 軍務課南方班

中央-軍事行政その他-543 独伊派遣軍事視察団報告資料　全般　其２ 原少将

中央-軍事行政その他-544 独伊派遣軍事視察団報告資料　全般　其３ 原少将

中央-軍事行政その他-545 独伊派遣軍事視察団報告資料　全般　別冊 原少将
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中央-軍事行政その他-545_2 獨伊派遣軍事視察団報告資料　航空　其２ 原少将

中央-軍事行政その他-546 騎兵の在営年限短縮に関する意見書 小畑騎兵中佐

中央-軍事行政その他-547 英国出張訓令　大正１２．３ 騎兵大尉　小畑英良

中央-軍事行政その他-548
独逸帝国の鉄道及欧洲戦における　之が軍事使用の梗概　第２
編　大正１２年

陸軍砲兵大尉　渡辺右文

中央-軍事行政その他-549 徴兵事務の大意　大正１４．３ 第１師団司令部

中央-軍事行政その他-550 内地官衙部隊名簿　昭和２０ 長野連隊区司令部副官部

中央-軍事行政その他-551 購買品検査規格　大正１５年４月 陸軍造兵廠

中央-軍事行政その他-552 第２次期間計画　重要産業の統制　昭和１１年 陸軍省整備局戦備課

中央-軍事行政その他-553 第２次期間計画　財政金融　昭和１１年４月 陸軍省整備局戦備課

中央-軍事行政その他-554 第２次期間計画　コークス　昭和１１．５ 陸軍省整備局戦備課

中央-軍事行政その他-555 第２次期間計画　石炭　昭和１１年６月 陸軍省整備局戦備課

中央-軍事行政その他-556 終戦の想い出　於巣鴨プリズン 佐藤　覧了

中央-軍事行政その他-557 皇軍の一側面史　軍部の苦悩　於巣鴨プリズン　昭和２９年１２月 佐藤　覧了

中央-軍事行政その他-558 皇軍の一側面史　軍部の苦悩　於巣鴨プリズン　昭和２９年１２月 佐藤　覧了

中央-軍事行政その他-560 ソ連物的戦力判断　１９５０．３．３０ -

中央-軍事行政その他-561 歩兵第３１連隊　第３大隊　出納関係綴　明治３３年３月 -

中央-軍事行政その他-562 ジユコフ元帥回想録　読後所見　昭和５１年５月１０日 元陸軍大佐　林三郎氏述

中央-軍事行政その他-563_2 上聞案綴（満洲事変関係）　昭和７年１月～８年１２月 参謀本部第２課

中央-軍事行政その他-564 第２次期間計画　輸入計画　昭和１１年４月 陸軍省整備局戦備課

中央-軍事行政その他-565 戦争裁判　法規関係集 -

中央-軍事行政その他-566 太平洋戦争下の郵便検閲について 伊藤ゼミ報告

中央-軍事行政その他-567 第２回講習会紀事　昭和１１年
帝国在郷軍人会第７師管連合
支部

中央-軍事行政その他-568 陸軍省パンフレッド（９冊）　昭和６年 -

中央-軍事行政その他-569 陸軍省パンフレッド（１９冊）　昭和７年 -

中央-軍事行政その他-570 陸軍省パンフレット（２５冊）　昭和８年 -

中央-軍事行政その他-571 陸軍省パンフレット（１４冊）　昭和９年 -

中央-軍事行政その他-572 陸軍省新聞班パンフレット（１３冊）　昭和９年～昭和１３年 -

中央-軍事行政その他-572_2
昭和１３年７月７日　支那事変１周年に際して　昭和１３年１０月１
日　支那事変経過の概要　特集第２號

陸軍省新聞班

中央-軍事行政その他-573 大東亜戦争　軍事郵便（複製）史料 -

中央-軍事行政その他-574 ３８年目の軍事郵便　昭和５６．７．１４ 読売新聞切抜

中央-軍事行政その他-575 極北ソ領の現勢　昭和１８年６月 東亜研究所

中央-軍事行政その他-576 軍隊手牒（実物） -

中央-軍事行政その他-578 軍事郵便（実物） -

中央-軍事行政その他-579 重要物資の配給統制　昭和１５年５月改訂 商工省總務局編纂

中央-軍事行政その他-580 價格統制令解説　昭和１５年 物價局編纂

中央-軍事行政その他-581 重慶政権の鐵路建設の現況　昭和１７年 東亜研究所
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中央-軍事行政その他-582
戦時兵器勤務令附録　野戦兵器廠同自動車廠　関係の要領（第２
案）　昭和１８年４月

陸軍兵器学校

中央-軍事行政その他-583 国民服（男子用）の手引　昭和１５年 被服協会

中央-軍事行政その他-584 陸軍将校特別保険　制定の趣旨と其の内容の梗概 偕行社義助会部

中央-軍事行政その他-587 国際軍縮参考書　昭和６年１月起 参謀本部航空班

中央-軍事行政その他-588 列国国勢要覧　昭和５年 内閣統計局編纂

中央-軍事行政その他-589
軍防諜参考資料　破壊謀略防衛の参考　昭和１８年５月２４日　陸
密第１６８８号　別冊　第１１号

陸軍省

中央-軍事行政その他-590 視察メモ　その１（台湾．フィリピン）　昭和１２年１月～３月 櫛田　正夫

中央-軍事行政その他-591 視察メモ　その２（濠洲．南太平洋諸島）　昭和１２年３月～４月 櫛田　正夫

中央-軍事行政その他-592
視察メモ　その３（蘭領．印度．ジャワ．スマトラ．ボルネオ）　昭和１
２年４月～６月

櫛田　正夫

中央-軍事行政その他-593 視察メモ　その４（中支那）　昭和１２年７月～１３年１２月 櫛田　正夫

中央-軍事行政その他-594 視察メモ　その５（北支．蒙疆）　昭和１３年１２月～１４年１月 櫛田　正夫

中央-軍事行政その他-595 視察メモ　その６（支那．満洲）　昭和１４年１２月～１５年１２月 櫛田　正夫

中央-軍事行政その他-596 視察メモ　その７（泰．仏印）　昭和１６年１月～６月 櫛田　正夫

中央-軍事行政その他-597 視察メモ　その８（中支．南方）　昭和１６年７月～１２月 櫛田　正夫

中央-軍事行政その他-598 視察メモ　その９（馬来．ビルマ）　昭和１８年３月～２２年１２月 櫛田　正夫

中央-軍事行政その他-599 軍事郵便（合冊） 裏田　稔

中央-軍事行政その他-600 支那派遣第６方面軍野戦局と軍事郵便の検討報告 裏田　稔

中央-軍事行政その他-601 占領軍の郵便検閲と郵趣 裏田稔著

中央-軍事行政その他-602 砲兵学校の碑建立記念帖　昭和４０年４月４日
四街道町史蹟保存会　佐倉市
教育委員会

中央-軍事行政その他-603 未教育補充兵手簿　大正８年５月１日 帝国在郷軍人会名古屋支部

中央-軍事行政その他-604 部隊歌（佗美部隊）　昭和１４年５月 -

中央-軍事行政その他-605 明治３７～３８年　日露戦役中に於ける　東奥日報　号外（２７枚） -

中央-軍事行政その他-606 陸軍省調査班パンフレット　昭和６年～９年 陸軍省調査班

中央-軍事行政その他-607 陸軍省新聞班パンフレット　昭和９年～１２年 陸軍省新聞班

中央-軍事行政その他-608 陸軍省情報部パンフレット　昭和１４年～１５年 陸軍省情報部

中央-軍事行政その他-608_2 国家総力戦の戦士に告ぐ　聖戦２年有半の回顧 陸軍省情報部

中央-軍事行政その他-609 防諜　昭和１４年 陸軍省

中央-軍事行政その他-610 恩給診断證書並現認證書例　明治３８年５月 陸軍省　医務局

中央-軍事行政その他-611 在郷軍人須知　昭和７年６月 帝国在郷軍人会本部

中央-軍事行政その他-612 現役兵証書　明治３３年８月 杉本　要

中央-軍事行政その他-613 金原節三業務日誌（１）　昭和１２年８月３日～９月２８日 -

中央-軍事行政その他-614 金原節三業務日誌（２）　昭和１４年３月１０日～６月１９日 -

中央-軍事行政その他-615 金原節三業務日誌（３）　昭和１４年６月２０日～１２月末 -

中央-軍事行政その他-616 金原節三業務日誌（４）　昭和１５年１月４日～７月２４日 -

中央-軍事行政その他-617 金原節三業務日誌（５）　昭和１５年７月１３日～１６年１月２９日 -

中央-軍事行政その他-618 金原節三業務日誌（６）　昭和１６年２月１２日～７月４日 -
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中央-軍事行政その他-619 金原節三業務日誌（７）　昭和１６年６月２２日～７月３１日 -

中央-軍事行政その他-620 金原節三業務日誌（８）　昭和１６年８月１日～９月１０日 -

中央-軍事行政その他-621 金原節三業務日誌（９）　昭和１６年９月１１日～１１月１９日 -

中央-軍事行政その他-622 金原節三業務日誌（１０）　昭和１６年１１月２０日～１２月１１日 -

中央-軍事行政その他-623 金原節三業務日誌（１１）　昭和１６年１２月１２日～１７年２月２４日 -

中央-軍事行政その他-624 金原節三業務日誌（１２）　昭和１７年２月２５日～４月末日 -

中央-軍事行政その他-625 金原節三業務日誌（１３）　昭和１７年５月２日～８月２９日 -

中央-軍事行政その他-626 金原節三業務日誌（１４）　昭和１７年９月１日～１８年１月２４日 -

中央-軍事行政その他-627 金原節三業務日誌（１５）　昭和１８年１月２５日～４月１２日 -

中央-軍事行政その他-628 金原節三業務日誌（１６）　昭和１８年４月１３日～８月３日 -

中央-軍事行政その他-629 金原節三業務日誌（１７）　昭和１８年９月１日～９月１３日 -

中央-軍事行政その他-630 金原節三業務日誌摘録　昭和１６年１１月３０日～１７年１月３１日
陸軍省医事課長　金原節三軍
医大佐

中央-軍事行政その他-631 大東亜戦争陣中私日誌　昭和１９年１０月～２０年８月 金原節三軍医大佐

中央-軍事行政その他-632 筑紫中将　戦時欧米視察報告　第２編　大正７年１０月 筑紫　熊七

中央-軍事行政その他-633 化学戦研究史（案）　昭和３１年７月 小柳津政雄　元陸軍中将

中央-軍事行政その他-634 化学戦研究史　昭和３１年９月 小柳津政雄　元陸軍中将

中央-軍事行政その他-635 「化学戦研究史」及び関係史料綴　大正７年～終戦 厚生省引揚援護局史料室

中央-軍事行政その他-636 時局宣伝資料　昭和１２年 -

中央-軍事行政その他-637 時局宣伝資料　昭和１４年 -

中央-軍事行政その他-638 祝節祭服装　明治４０年３月１８日 陸軍省

中央-軍事行政その他-639 野砲兵第５連隊関係史料綴　昭和８年～１２年頃 -

中央-軍事行政その他-640 野砲兵第５連隊事務規定　昭和１１年１１月３０日 野砲兵第５連隊

中央-軍事行政その他-641 野砲兵第５連隊補充隊状況報告　昭和１２年８月２２日 野砲兵第５連隊補充隊

中央-軍事行政その他-642 憲兵志願手引　昭和１１年４月２９日 日本国防協会

中央-軍事行政その他-643 野砲兵第５連隊関係史料綴　昭和６年～１２年
野砲兵第５連隊及び隷下中隊
等

中央-軍事行政その他-644 武功明細書綴　明治２８年５月～７月
第６師団後備工兵第１中隊長
今澤義雄大尉

中央-軍事行政その他-645 徴兵に関する諸件綴　明治８年５・８・９月
茨城県信太郡大和田村　村長
等

中央-軍事行政その他-646 水戸連隊区管内民情風俗の概況　大正９年頃 水戸連隊区司令部

中央-軍事行政その他-647 徴兵年令失踪御届　明治１７年３月
茨城県新冶郡石岡町　高城善
右衛門

中央-軍事行政その他-648 功績関係書類綴　明治３７年６月～３９年３月 攻城工兵廠　第３軍工兵部

中央-軍事行政その他-649 改正　陸軍服制図　明治８年１１月 太政官布告第１７４号

中央-軍事行政その他-650 ５・１５事件　陸軍軍法会議公判記事　１ -

中央-軍事行政その他-651 ５・１５事件　陸軍軍法会議公判記事　２ -

中央-軍事行政その他-652 ５・１５事件　陸軍軍法会議公判記事　３ -

中央-軍事行政その他-653 陸軍在郷軍人願届書式 千葉県

中央-軍事行政その他-654 戦史研究録 神谷中尉
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中央-軍事行政その他-655 軍歴関係辞令書等一式 陸軍歩兵少佐守田利貞

中央-軍事行政その他-656
陸軍将官人事資料（一式）　池田純久陸軍中将　内閣総合計画局
長官

-

中央-軍事行政その他-657
東京聯隊区将校団規約　附．東京聯隊区将校団共有金保管出納
規定　昭和１７年４月１日

東京聯隊区将校団

中央-軍事行政その他-658 羽生俊助宛書簡 日高　要次郎

中央-軍事行政その他-659 羽生俊助少佐書簡 -

中央-軍事行政その他-660
列強軍（独逸を除く）調査資料綴　兵器視察団　昭和１０年１１月～
１１年１月　高嶋少将史料

兵器視察団

中央-軍事行政その他-661
航空視察団報告　第２巻　昭和１１年１０月～昭和１２年２月　高嶋
少将史料

航空視察団

中央-軍事行政その他-662 軍事視察報告　同附録　別冊 陸軍少将　大島　浩

中央-軍事行政その他-663 海外差遣者報告（第８３号）　昭和７年　高嶋少将史料 -

中央-軍事行政その他-664 昭和１７年　勲章佩用便覧 陸軍省

中央-軍事行政その他-665 祈願武運長久双六　森川史料 三興社

中央-軍事行政その他-666 状況報告　森川史料 第５、６及び８陸軍技術研究所

中央-軍事行政その他-667 海洋作戦に関係する兵器の研究実施に関する意見　森川史料 -

中央-軍事行政その他-668 行政機構改革一論森川史料 陸軍省調査部

中央-軍事行政その他-669 支那事変政史業務詳報（自昭和15年1月至同12月）　森川史料 工政課

中央-軍事行政その他-670 徴兵令発布６０周年に当りて　昭和６年 静岡連隊区司令部

中央-軍事行政その他-671 陸軍技術本部発刊書類綴 陸軍技術本部

中央-軍事行政その他-672 資源対策懇談会記録
電気学術研究審議会　熱帯資
料調査委員会　社団法人電気
通信協会

中央-軍事行政その他-673 成人用「日本語教本」に就て 馬来軍政監部文教科

中央-軍事行政その他-674 日本語教本（巻一） 馬来軍政監部

中央-軍事行政その他-675 日本語教本（巻ニ） 馬来軍政監部

中央-軍事行政その他-676 普通公学校用　日本語　三 馬来軍政監部文教科

中央-軍事行政その他-677 ニッポンゴ　トクホン　マキ一 馬来軍政監部宗教教育科

中央-軍事行政その他-678 仮名遣指導書 馬来軍政監部文教科

中央-軍事行政その他-679 国語読本　巻一 軍政監部国語学校編

中央-軍事行政その他-680 日緬会話 軍宣伝部

中央-軍事行政その他-681 日本語　巻三 爪哇軍政監部編

中央-軍事行政その他-682 日本語　巻四 ジャワ軍政監部編

中央-軍事行政その他-683 ニッポンゴ　一 ジャワグンセイカンブ

中央-軍事行政その他-684 軍事上の見地より染料工業の保護奨励に就て 吉田陸軍砲兵大佐

中央-軍事行政その他-685 陸地測量部発行地図区域一覧表 陸地測量部地図元買捌所組合

中央-軍事行政その他-686 経研資料調第３０号南方諸地域兵要経済資料 陸軍省主計課別班

中央-軍事行政その他-687
抗戦力判断資料第２号（其１）経済的抗戦要素としての印度及緬
甸

陸軍省主計課別班

中央-軍事行政その他-688
抗戦力判断資料第２号（其２）経済的抗戦要素としての印度及緬
甸

陸軍省主計課別班

中央-軍事行政その他-689
抗戦力判断資料第２号（其３）経済的抗戦要素としての印度及緬
甸

陸軍省主計課別班

中央-軍事行政その他-690
抗戦力判断資料第２号（其４）経済的抗戦要素としての印度及緬
甸

陸軍省主計課別班
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中央-軍事行政その他-691
経研資料訳第４２号アドルフ・フライシャー著　総力戦下に於ける
戦時財政

陸軍省主計課別班

中央-軍事行政その他-692 経研資料訳第２５号イ・イェ・スラヴィン著　戦争論－軍事諸問題－ 陸軍省主計課別班

中央-軍事行政その他-693 ソ連経済抗戦力判断研究関係書綴 陸軍省主計課別班

中央-軍事行政その他-694 三浦忠次郎陸軍中将勲記、辞令、履歴綴 三浦忠次郎

中央-軍事行政その他-695 紀元二千六百年記念　集印帖 盛岡市聖戦博覧会

中央-軍事行政その他-696 官途必携　巻之九 外史局

中央-軍事行政その他-697 昭和７年３月１０日　国際時局漫画集 第２７回陸軍記念日祝賀会 陸軍省

中央-軍事行政その他-698 昭和１２年６月　点呼参会者の為に 陸軍省

中央-軍事行政その他-699 第１４師団事務取扱手続 第１４師団

中央-軍事行政その他-700 経研報告第１号（中間報告）　経済戦争の本義　昭和１６年３月 陸軍省主計課別班

中央-軍事行政その他-701 重要記事索引作作製上の準拠項目一覧表 不詳

中央-軍事行政その他-702 列国国勢要覧　昭和１１年 内閣統計局


