
令和５年１月１２日

登録番号 史料名 部署等

南西-全般-1
南方軍の作戦準備　（石井史料第３５号）　昭和１６．９．１０～１６．
１２．２

南方軍総司令部

南西-全般-2 南方軍命令訓令綴　昭１６．１２．２～１７．６．１４ 南方軍総司令部

南西-全般-3 南方軍戦闘序列及び軍隊区分　昭１６．１１．６ 大本営　陸軍部

南西-全般-4
第２５軍司令官．南遣艦隊司令長官．第１５軍司令官．第２２航空
戦隊司令官．第３飛行集団長間合同協定覚書　昭和１６．１１．１８

南方軍総司令部

南西-全般-5 大東亜戦争南方軍祝電及び総司令官訓示綴　昭１６～１７ 南方軍総司令部

南西-全般-6 南方軍上奏．訓示等綴　昭１６．１１．１０～１７．７．２５ 南方軍総司令部　石井正美

南西-全般-7 南方軍作戦関係資料綴　昭１６．１０．７～１７．２．２２ 南方軍総司令部　石井正美

南西-全般-8 南方軍作戦関係資料綴　昭１６．１１．２５～１８．２．２１ 南方軍総司令部　石井正美

南西-全般-10
南方作戦　開戦初期に於ける重要書類綴　昭１６．９．１８～１７．
２．１６

南方軍総司令部　石井正美

南西-全般-11
南方作戦　開戦初期に於ける重要書類綴　昭１７．１．１～１７．１．
２６

南方軍総司令部　石井正美

南西-全般-12
南方作戦　開戦初期に於ける重要書類綴　昭１７．２．８～１７．２．
２８

南方軍総司令部　石井正美

南西-全般-13 南方作戦　大陸命抜粋　昭１７．１０．９～１８．６．１２ 南方軍総司令部　石井正美

南西-全般-14
南方作戦　開戦初期に於ける重要書類綴　昭和１７．３．３～１７．
３．１０

南方軍総司令部　石井正美

南西-全般-15
南方作戦　開戦初期に於ける重要書類綴　昭和１７．４．１～１７．
５．２０

南方軍総司令部　石井正美

南西-全般-16 南方作戦間資料綴　昭１７．２．１４～１７．３．１５ 南方軍総司令部　石井正美

南西-全般-17 南方作戦関係資料綴　（一段落後）　昭１７．６．２３～１７．６．２９ 南方軍総司令部　石井正美

南西-全般-18 南方軍作戦概史．兵站関係参考資料　自開戦前　至昭和１７．１０ 南方軍参謀　重野誠雄

南西-全般-19 南方作戦関係資料　（石井資料補遺） 石井　正美

南西-全般-20 戦史に基く方面軍統帥の研究　昭和１７．２ 陸軍大学校

南西-全般-21 昭南参謀会名簿　昭１８．１　現在 南方軍総司令部

南西-全般-22 大陸命　抜粋　昭１７．２．２７～１７．９．２６ 石井　正美

南西-全般-23 第２３軍作戦命令綴　昭１６．７．８～１６．９．１６ 第２３軍司令部

南西-全般-24 南方軍作戦関係資料　昭１６．１２．末～１７．１２．末 南方軍総司令部

南西-全般-25
大東亜戦争(12月8日以降）に於ける航空戦史　講義録　昭和１７
年３月第2学年三好大佐　講述

陸軍大学校　三好康之

南西-全般-26 南方作戦間陸海軍協同関係綴　昭１６．１１～１７．２ 南方軍総司令部

南西-全般-27 南方軍各方面作戦計画等綴　昭和１７年 南方軍総司令部

南西-全般-28 南方軍特報綴　昭和１６．１２．８～１７．２．１ 南方軍総司令部

南西-全般-29 南方軍各方面軍作戦計画等綴　　昭和１６．１２～１７．５ 南方軍総司令部

南西-全般-30 南方軍特報綴　其の２　昭１７．２．２１～１７．４．３ 南方軍総司令部

南西-全般-31 南方軍特報綴　其の３　昭１７．４．１～１７．５．１５ 南方軍司令部

南西-全般-32 陸軍少将　岡田菊三郎　法廷口供書　資料綴　昭和１１～１８年 岡田　菊三郎

南西-全般-33 機密作戦日誌資料　南方総軍の統帥（進攻作戦期）　昭３１．４記
元作戦主任参謀　元陸軍中佐
荒尾興功

南西-全般-34 荒尾興功日記　抜粋
元南方軍参謀　陸軍大佐　荒尾
興功

南西-全般-35 南方作戦のための兵要地誌収集について　昭３３．１１．１４記 杉田　一次

南西-全般-36 南方作戦に伴う船腹検討諸図表　昭１６．１２　作製 上野　滋



令和５年１月１２日

南西-全般-37 陸軍船舶部隊作戦記録　其の１　昭１６．１１．２３～１７．７．１７ 馬渕　新治

南西-全般-39 石井秋穂大佐日記　其の１　昭和１６．１１．２７～１７．５．３０ 石井　秋穂

南西-全般-40 石井秋穂大佐日記　其の２　昭和１７．５．３１～１８．１．１８ 石井　秋穂

南西-全般-41 南方軍主要職員表　昭１６．１１～２０．７ 南方軍総司令部

南西-全般-42 南方軍主要職員表　昭１６．１１～２０．７ 南方軍総司令部

南西-全般-44 昭和１７年　南方に関する書類綴　昭１７．５．１５～１８．２．１９ 陸軍第１研究所

南西-全般-45 南方の気象　第２．第９号　気象調査報告　昭２０．４作成 南方軍総司令部

南西-全般-46
昭和2１年4月24日附　G-2　参謀副長発終連宛　「東南アジア地区
の情報に関する件」回答

第１復員局

南西-全般-47 南方作戦部隊兵器に関する意見蒐録　其の１　昭１８．７．１９ 兵器行政本部

南西-全般-48
比島方面作戦に関する南方軍命令（威作命甲第１７８号）　昭１９．
８．２４

南方軍総司令部

南西-全般-50 昭和１９年後期に於ける南方軍作戦指導大綱　昭和１９．８．５ 南方軍総司令部

南西-全般-51 昭和１９年後期に於ける南方軍作戦指導大綱　昭和１９．８．５ 南方軍総司令部

南西-全般-52 南方地域長期気象判断　昭和１７．２．４ 西村文官

南西-全般-53 南方要域に於ける飛行場設定の参考　昭和１９．１．１１ 第１９軍　参謀部

南西-全般-61 南方作戦の経験に基く教訓の一部　昭１７．８ 大本営陸軍部

南西-全般-62 南方軍特報綴（常報）　昭２０．２．１１～２０．５．３１ 参謀本部

南西-全般-63 南方軍給養兵額並集積現況表　昭２０．３ 南方軍総司令部

南西-全般-66 南方軍作戦概要（比島作戦を除く）　昭１７．７～２０．８ 南方軍総司令部

南西-全般-67
歩兵第５５連隊の行動（草稿）　（ウインゲート旅団進入時頃）　昭１
８．２～１８．５

歩兵第５５連隊長　木庭大

南西-全般-68 東南アジア精図　１／２００万 綾部　橘樹

南西-全般-69 大陸打通作戦の終結　昭１９．９．１０～２０．１．２２ 西浦　進

南西-全般-70 南方軍兵力配置要図　昭和２１．５．７ 第１復員局　中国復員監部

南西-全般-71 岡集団兵力配置要図　昭２０．５．３１ 第７司令部　岡集団　（第７軍）

南西-全般-72
南方攻略作戦の進展　（第３篇第４章）　昭和１６．１２．８～１７．
５．５

第１復員局　服部卓四郎

南西-全般-73 南方軍関係史実調査要領　昭２０．８．１５ 第１復員局　南方軍総司令部

南西-全般-74 東南アジア要覧　１／４　昭３４．４（１９５９．４） 総理府　調査室

南西-全般-75 東南アジア要覧　２／４　昭３４．４ 総理府　調査室

南西-全般-76 東南アジア要覧　３／４　昭３４．４ 総理府　調査室

南西-全般-77 東南アジア要覧　４／４　昭３４．４ 総理府　調査室

南西-全般-78 南方作戦参考資料　昭１６～１８年 大本営　陸軍部

南西-全般-80 南方軍輸送部隊の始末記　昭１９．８．下～２０．８．１５
元第３船舶輸送司令官　渡辺三
郎

南西-全般-81 南方軍輸送部隊の始末記　昭１９．８．下～２０．８．１５ 渡辺　三郎

南西-全般-82 南方の森林資源と造船用材　昭１８．５ 南洋経済研究所

南西-全般-83 俘虜墓地の写真集（２５軍）　昭２１．６．７ 第２５軍

南西-全般-85 マニラの物価問題　昭１９．８．２６ 南方軍報道部

南西-全般-86 船舶砲兵第２連隊　日々命令録　昭１９．１．２～１９．１２．４ 船舶砲兵第２連隊
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南西-全般-87 第２野戦船舶廠第４支廠復員名簿　昭２１年 第２船舶廠　第４支廠

南西-全般-88 南方第９陸軍病院復員名簿　１／２　昭２１．１１．８～２２．２ 南方軍総司令部

南西-全般-89 南方第９陸軍病院復員名簿　２／２　昭２１．１１．８～２２．２ 南方軍総司令部

南西-全般-90 南方軍通信隊戦史資料　昭２１．８ 南方軍総司令部

南西-全般-91 南方軍作戦記録　１／５　昭１６．１１．６～２０．８．１５ 第１復員局

南西-全般-92 南方軍作戦記録　２／５　昭１６．１１．６～２０．８．１５ 第１復員局

南西-全般-93 南方軍作戦記録　３／５　昭１６．１１．６～２０．８．１５ 第１復員局

南西-全般-94 南方軍作戦記録　４／５　昭１６．１１．６～２０．８．１５ 第１復員局

南西-全般-95 南方軍作戦記録　５／５　昭１６．１１．６～２０．８．１５ 第１復員局

南西-全般-96
南方軍関係資料　南方軍作戦計画大綱　昭和１９．５．１～２０．
６．中

南方軍総司令部

南西-全般-97 南方軍の開戦準備　昭１６．９．１９ 陸軍大佐　荒尾興功

南西-全般-98 南方軍作戦計画　昭１９．５．１ 南方軍総司令部

南西-全般-99
水をもとめて幾山河　方面：南支那．馬来半島．南部仏印．スマト
ラ　昭１３．１０．１２～１８．３．２９

防疫給水部長　渡辺廉

南西-全般-100
南方軍軍医部長　青木九一郎日記　１／５
昭１６．１１．１３～１７．１．１８

青木　吉和

南西-全般-101
南方軍軍医部長　青木九一郎日記　２／５
昭和１７．１．１９～１７．５．１３

青木　吉和

南西-全般-102
南方軍軍医部長　青木九一郎日記　３／５　昭１７．５．１４～１８．
９．１５

青木　吉和

南西-全般-103
南方軍軍医部長　青木九一郎日記　４／５　昭１８．９．１６～１８．
１２．１

青木　吉和

南西-全般-104 南方軍軍医部長　青木九一郎日記　５／５　昭１９．１．１～３．１１ 青木　吉和

南西-全般-105 南方軍輸送部の始末記　１／２　昭２０．４．末～８．１５ 昭南交通司令官　渡辺三郎

南西-全般-106 南方軍輸送部の始末記　２／２　昭２０．４．末～８．１５ 昭南交通司令官　渡辺三郎

南西-全般-107 南方軍直轄衛生部職員表　昭１９．１．３１ 南方軍軍医部

南西-全般-108
東南亜細亜連合軍管理下地区に残置されたる１０万名の作業隊
昭２１．８

南方軍総司令部

南西-全般-109 旅人椰子（第２師団参謀部）　昭１６～２０ 第２師団参謀部

南西-全般-110 南方の回顧　昭１８．８～２０．８ 今岡　豊

南西-全般-111 阿波丸事件に関する記録　昭２０．８．７ 陸軍省軍務局

南西-全般-112 戦犯思い出の記 ３７師団参謀部　長谷川新吾

南西-全般-113 歩兵第２９連隊第１大隊　戦病死傷者名簿 歩兵第２９連隊第１大隊

南西-全般-114 岡集団兵力配置図　１／２　昭２０．５．３１　現在 岡集団司令部　（第７軍）

南西-全般-115 岡集団兵力配置図　２／２　昭２０．５．３１　現在 岡集団司令部　（第７軍）

南西-全般-116 戦没者遺体分散状況調書 全ビルマ戦友団体連絡協議会

南西-全般-117 暦日簿　昭１８～２０年 不破　博

南西-全般-118 南方軍作戦記録 第１復員局

南西-全般-119 南方軍作戦記録 第１復員局

南西-全般-120 南方軍作戦記録 第１復員局

南西-全般-121 南方軍作戦記録　比島．緬甸．濠北．ボルネオ 第１復員局

南西-全般-122 南方軍作戦記録　比島．緬甸．濠北．ボルネオ 第１復員局
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南西-全般-123 緬甸作戦記録　１９４４年の怒江作戦　昭和１９．４～２０．１ 第１復員局

南西-全般-124 西濠洲「パース」を中心とせる食糧資源に関して　昭和１９．２ 治集団司令部

南西-全般-125 スマトラ地図　１／１７５万 -

南西-全般-126
戦争経済遂行上より観たる資源を中心とする研究　－タイ国（暹
羅）－

第１復員局　（高嶋史料）

南西-全般-127 南方軍作戦指導大綱　南方軍航空作戦指導大綱　昭和１９．８．５ 南方軍総司令部

南西-全般-128 南方軍作戦計画大綱　昭和１９．５．１ 南方軍総司令部

南西-全般-129 第２５軍「スマトラ」戦史資料　昭和１７．２．１４～２０．４．３０ 第１復員局　（服部資料）

南西-全般-130 南方総軍関係作命綴　昭１９．４．１４～２０．１．７ -

南西-全般-131 南方軍視察報告 荒川中佐

南西-全般-132 南方軍兵団配置要図 南方軍総司令部

南西-全般-134 留守業務管理（担当）変更及人員調査の件　通牒　昭１９．７．２３ 第３船舶輸送副官

南西-全般-135 治集団技術関係　取締規定　第２号 治集団司令部

南西-全般-136 大東亜戦争　南西方面　思い出の資料　昭３７．１２．２ 独速会

南西-全般-137 独立速射砲第６中隊資料　昭１６．８．２～２２．６．２５ 独立速射砲　第６中隊独速会

南西-全般-138 陸軍南方進攻作戦要図　昭１６．１２．８～１７．３．１１ 陸軍省

南西-全般-139 応召の回顧録　昭５７．９．１３　満８０歳記念 古谷　清之助

南西-全般-140 南方軍作戦記録　昭１６．１１～２０．８ 第１復員局

南西-全般-141 南方関係雑書類綴 第１復員局

南西-全般-142 第７方面軍戦史資料　食糧　昭１９ 南方軍総司令官

南西-全般-143 第３８軍履歴．編成　作戦行動の概要　昭１７．１２～２０．８ 第３８軍司令部

南西-全般-144 第１８師団　メークテラ付近における対機甲作戦 牛山　将補

南西-全般-145 戦犯処刑者遺言書綴 南方軍総司令部

南西-全般-147 「泰国の総力戦的研究」報告要旨　昭和１４～１５年 -

南西-全般-148 南方軍月報　第１号　昭和１７．３ 南方軍総司令部

南西-全般-149 諸図面　昭和１７．３ 牧史料

南西-全般-150 セイロン島鉄道旅客列車時間表　昭和１７．３ 満鉄東亜経済調査局

南西-全般-151 ゴムの乾溜油に就て　昭和１８．６ 馬来軍政監部

南西-全般-152 公報綴　昭和１７．１１～１８．６ 富集団．昭南軍政監

南西-全般-153 発来翰綴　昭和１９．６ -

南西-全般-154 諸件綴　昭和１９年 南方班

南西-全般-155 泰国及びビルマ関係資料　昭和１５年 高嶋少将史料

南西-全般-156 民族の夢　昭和１７．１１ 総務部総務科

南西-全般-157 昭南防空実施規定　昭和１７．１２ -

南西-全般-158 大東亜戦争資料　南方軍の兵站と軍政産業　昭和１７～２０年 総務局資材課

南西-全般-159 兵補　印度兵に関する規定綴　昭和１８．８～２０．７ 富集団司令部

南西-全般-160 諸規定綴　昭和１７．２～１８．７ 高第９９１４部隊
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南西-全般-161 「東南アジヤ地区の情報に関する件」回答　昭和２１．７ -

南西-全般-162 「東南アジヤ地区の情報に関する件」回答　昭和２１．７ -

南西-全般-163 昭和１６年より２０年に至る期間中　東南アジヤ作戦に関する回答 第１復員局

南西-全般-164
昭和１６年より２０年に至る期間中　東南アジヤ作戦に関する回答
昭和２３．１２

第１復員局

南西-全般-165 東部印度地方兵要地誌資料　昭和１７．６ 参謀本部

南西-全般-166 来翰書類綴　昭和１９．１～８ 南方軍報道部映画班

南西-全般-167
昭和１６年より２０年に至る期間中　東南アジヤ作戦に関する回答
昭和２３．１２

第１復員局

南西-全般-168 泰．緬甸連接鉄道建設に伴う俘虜使用状況調書 俘虜関係中央調査委員会

南西-全般-169 泰．緬甸連接鉄道建設に伴う俘虜使用状況調書 俘虜関係中央調査委員会

南西-全般-170 終戦時に於ける南方陸軍軍政地域　事業記録表　昭和２１．６ 第１復員省資材課

南西-全般-171 最後の南方軍命令 南方軍司令部

南西-全般-172 英領馬来情報記録 参謀本部

南西-全般-173 インドネシアへの日本軍の置土産　（ジャバ貨物廠）　昭和４５年 桜井　純一

南西-全般-174 別冊　其の９　「ビルマ」の独立及独立後の状況　（素案の一部） 史実部

南西-全般-175 和蘭の東印度経略の概要　昭和２０年１月 河村　辨治

南西-全般-176 戦闘記録　昭和１６年７月１７日～１７年２月１５日 近衛野砲兵連隊第２大隊

南西-全般-177 征旅　１／２　（インドネシア関係新聞切抜き） 近衛歩兵第５連隊　藤田正義

南西-全般-178 征旅　２／２　（インドネシア関係新聞切抜き） 近衛歩兵第５連隊　藤田正義

南西-全般-179 ○○○統治対策要綱（稿）　高嶋少将史料 -

南西-全般-180 南洋資源要覧　住谷悌史資料 参謀本部

南西-全般-181 南洋に於ける列国経済勢力の概要　住谷悌史資料 参謀本部

南西-ビルマ-1 緬甸日記抄録　河辺正三回想手記　昭１８．３．１８～１９．１０．５
ビルマ方面軍　司令官　河辺正
三

南西-ビルマ-2 ビルマ方面軍より観たるインパール作戦　其の１　昭１９．９．１０ ビルマ方面軍　参謀部

南西-ビルマ-3 ビルマ方面軍より観たるインパール作戦　其の２　昭１９．９．１０ ビルマ方面軍　参謀部

南西-ビルマ-8 緬甸派遣軍作戦経過の概要　昭１６．１２．中旬～２０．８．中旬 ビルマ派遣軍司令部

南西-ビルマ-9 緬甸派遣軍作戦経過の概要　昭１６．１２．中旬～２０．８．中旬 ビルマ派遣軍司令部

南西-ビルマ-10 緬甸派遣軍作戦経過の概要　昭１６．１２．中旬～２０．８．中旬 ビルマ派遣軍司令部

南西-ビルマ-11 南方軍緬甸作戦史　１／５　昭１８．９～２０．８ 南方軍総司令部

南西-ビルマ-12 南方軍緬甸作戦史　２／５　昭１８．９～２０．８ 南方軍総司令部

南西-ビルマ-13 南方軍緬甸作戦史　３／５　昭１８．９～２０．８ 南方軍総司令部

南西-ビルマ-14 南方軍緬甸作戦史　４／５　昭１８．９～２０．８ 南方軍総司令部

南西-ビルマ-15 南方軍緬甸作戦史　５／５　昭１８．９～２０．８ 南方軍総司令部

南西-ビルマ-17 前緬甸方面軍司令官　河辺正三上奏　昭１９．９．２９ 河辺　正三

南西-ビルマ-18 ビルマ作戦関係の質問に対する回答　昭２５．６．２８ 第１復員局　資料整理部

南西-ビルマ-19 河野公一参謀メモ（ビルマ作戦）　昭２０．１．１１～２１．８ 緬甸方面軍参謀　河野公一

南西-ビルマ-20 スバス・チャンドラ・ボースと日本　昭和３．１．８ 外務省　アジア局
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南西-ビルマ-21
沢本理吉郎少将回想録　第１部　（ビルマ軍事顧問及ラングーン
防衛司令官時代）　昭和１８．１１～２０．１

元ビルマ軍事顧問　沢本理吉郎

南西-ビルマ-22
沢本理吉郎小将回想録　第１部　（ビルマ軍事顧問及ラングーン
防衛司令官時代）　昭１８．１１～２０．１

元ビルマ軍事顧問　沢本理吉郎

南西-ビルマ-23
飯田祥二郎戦塵日録　第１部南支警備　昭１６．２．２８～１６．６．
３０

飯田　祥二郎

南西-ビルマ-24
飯田祥二郎戦塵日録　第２部仏印進駐　昭１６．７．１～１６．１１．
３０

飯田　祥二郎

南西-ビルマ-25
飯田祥二郎戦塵日録　第３部大東亜戦争　昭和１６．１２．１～１
８．３．１７

飯田　祥二郎

南西-ビルマ-26 ビルマ作戦末期従軍の回想　（山口貞男大佐）　昭２０．４～２０．６ 元第１５軍参謀　山口貞男

南西-ビルマ-27 ビルマ戡定作戦　上巻　昭１６．７～１７．６．１５ 元第２５軍司令官　飯田祥二郎

南西-ビルマ-28 ビルマ戡定作戦　下巻　昭１６．７～１７．６．１５ 元第２５軍司令官　飯田祥二郎

南西-ビルマ-29 林集団．第１５軍情報記録　昭１７．５．７～１７．７．２４ 第１５軍司令部　竹下正彦

南西-ビルマ-30 緬甸作戦経過の概要　昭１７．６．１５ 第１５軍　参謀部

南西-ビルマ-31 緬甸作戦より得たる教訓　昭和１７．８ 第１５軍司令部

南西-ビルマ-32 緬甸作戦経過の概要別冊　昭１７．６．１５ 第１５軍参謀部

南西-ビルマ-33 緬甸方面戦闘経過要図 第１復員局

南西-ビルマ-34 緬甸方面作戦経過要図　昭１７．２．１～１７．２．２０ 第１復員局

南西-ビルマ-35 ビルマ方面作戦経過要図　昭１７．２．１～１７．２．２０ 第１復員局

南西-ビルマ-36 第５５師団緬甸進攻作戦記録 第５５師団主任参謀　福井義介

南西-ビルマ-37 ビルマ進攻作戦の構想　昭１７．１～１７．１２ 第１５軍参謀　吉田元久

南西-ビルマ-38
ｕ作戦船舶輸送処理要領　船舶現況報告　（ラングーン上陸）　昭
１７．２．１２

船舶輸送司令部　西貢照海

南西-ビルマ-39 ビルマ作戦経過概要　参考　昭１６．１１．２０～１７．５．５ 田島憲邦史料

南西-ビルマ-40 ビルマ．アンダマン攻略作戦　昭１７．３．１５～１７．４．２５ 第１復員局

南西-ビルマ-41 ?緬公路関係資料　昭和１６．１．９ チャイナ．ウイクリ．レビゥ等

南西-ビルマ-42
第５６師団歩兵１４６連隊　死傷一覧表　昭１６．１０．２３～２１．５．
１２

第１４６連隊

南西-ビルマ-43 南機関外史（ビルマ軍事顧問部）　昭１９．５．３１ 沢本　理吉郎

南西-ビルマ-44 インパール作戦回想録　其の１　昭１７．５．１８～１８．５．４
第１５軍司令官　陸軍中将　牟
田口廉也

南西-ビルマ-45 インパール作戦回想録　其の２　昭１７．５．１８～１８．５．４
第１５軍司令官　陸軍中将　牟
田口廉也

南西-ビルマ-46 ビルマ方面日本人戦没者遺骨　分布図　昭１７．１～２０．８ -

南西-ビルマ-47 インパール作戦の概要と所懐
第１５軍高級参謀　陸軍大佐
木下秀明

南西-ビルマ-48 第１５軍行動略歴　昭１６．１１．１３～２０．８．５ 第１５軍司令部

南西-ビルマ-49
インパール南街道　トルボン隘路口付近の戦闘記録　昭和１９．
４．２１～１９．５．２５

輜重兵第３３連隊　逸見文彦

南西-ビルマ-50 インパール作戦についての若干の所見 木下　秀明

南西-ビルマ-51 インパール．チラチャンプール隘路口の戦闘 木下　秀明

南西-ビルマ-52 インパール山本支隊の戦闘 第２１３連隊　伊藤又左ェ門

南西-ビルマ-53 米軍に提出したビルマ作戦　関係資料　昭和１８～１９年 牟田口廉也・河辺正三

南西-ビルマ-54 緬甸部隊史実資料（１５A・15D)　昭和１６．１１．１４～２０．８．１５ 第１復員局

南西-ビルマ-55 将校経歴概要 第１復員局　資料整理部

南西-ビルマ-56 第２８軍戦史資料　昭１９．１．２９～２０．４．下 土屋　英一
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南西-ビルマ-57 或る情報勤務者の記録　昭１８．１２．３１～２１．６．２１
第２８軍情報主任参謀　土屋英
一

南西-ビルマ-58 第２８軍戦史資料　昭１９．１．２９～２０．４．下 第２８軍参謀　土屋英一

南西-ビルマ-59 第２８軍戦史資料　昭１９．１．２９～２０．４．下
第２８軍参謀　陸軍中佐　土屋
英一

南西-ビルマ-60 ビルマ作戦間における第２８軍戦闘回顧（南窓） シツタン会　土屋英一

南西-ビルマ-61
第２８軍作戦記録（緬甸作戦末期　シツタン河）
昭１９．１．１７～１９．５．２（上）

第２８軍参謀　土屋英一

南西-ビルマ-62
第２８軍作戦記録（緬甸作戦末期　シツタン河）
昭１９．４．１５～２０．８．１８（下）

第２８軍参謀　土屋英一

南西-ビルマ-63 第２８軍戦史資料（アキャブ方面　第２８軍の作戦） 第２８軍司令部

南西-ビルマ-64
第２８軍戦史資料（ビルマ作戦記録補遺　アキャブ方面　第２８軍
の作戦）

第２８軍司令部

南西-ビルマ-65 第２８軍戦史資料　（連合軍司令部への提出の控） 第２８軍司令部

南西-ビルマ-66 第２８軍戦史資料　（連合軍司令部への提出控） 第２８軍司令部

南西-ビルマ-67 第２８軍司令部発．来翰綴　昭和２０．５．２３～２１．１．１ 第２８軍司令部

南西-ビルマ-68 第３３軍作戦記録　昭１９．４．２９～２０．８．１５ 第３３軍司令官　本田政材

南西-ビルマ-69 沢本理吉郎回想録（第１～３部）　昭１８．１１～２２．８．３ 沢本　理吉郎

南西-ビルマ-72 第３３軍戦史資料　昭１９．４．２９～２２．５．１９ 第１復員局　資料整理部

南西-ビルマ-73 天国から地獄　其の１
第１６軍参謀長　陸軍中将　岡
崎清三郎

南西-ビルマ-74 天国から地獄　其の２
第１６軍参謀長　陸軍中将　岡
崎清三郎

南西-ビルマ-75 天国から地獄　其の３　昭２１．秋～２４．２．１８
第１６軍参謀長　陸軍中将　岡
崎清三郎

南西-ビルマ-76 歩兵第２９連隊歴史　昭１８．３～２０．２ 歩兵第２９連隊

南西-ビルマ-77 歩兵第２９連隊歴史資料　昭１７．２．１１～２０．３．２２ 歩兵第２９連隊

南西-ビルマ-78 第２師団隷下部隊戦史資料　昭１６．１０．２６～２０．８．１６ 第２師団司令部

南西-ビルマ-79 第２師団隷下部隊戦史資料 第２師団

南西-ビルマ-80
断作戦における第２師団の戦闘概況　昭１８．１２．３１～２０．１．
下

第２師団長　岡崎清三郎

南西-ビルマ-81 歩兵第４連隊歴史資料　昭１９．１．１～２０．８．２４ 歩兵第４連隊

南西-ビルマ-82 歩兵第４連隊歴史年表　明治４．６～２０．８．３０ 重陽会

南西-ビルマ-83 第２師団歩兵第１６連隊　部隊略歴　昭和１７．１．１７～２１．５．１ 第１６連隊中隊長　亀岡隆雄

南西-ビルマ-84 イラワジ河畔作戦（写）　昭２０．２．１０～２０．５．３１ 歩兵第１６連隊

南西-ビルマ-85 第４師団死没者名簿　昭１８～２１年 第４師団　淀第４０５部隊

南西-ビルマ-86
山内正文中将日記　１／２　（新らしき任務をうけて緬甸勤務の回
顧．印度に入る）　昭１８

山内　正文

南西-ビルマ-87 山内正文中将日記　２／２　昭１９年 山内　正文

南西-ビルマ-88 第１５師団戦史資料　昭１３．７～２１．５．１ 第１５師団司令部

南西-ビルマ-89 インパール作戦の回顧　昭１８～１９年
第６０連隊長　松村弘祭．第７３
６８部隊

南西-ビルマ-90 第１５師団各部隊　部隊略歴　昭１３．８．５～２０．８．１５ 第１５師団

南西-ビルマ-91
第１５師団（祭兵団）戦史資料　調査表　昭１３．４．２０～２０．８．１
５

南方軍　復員本部

南西-ビルマ-92 第１５師団隷下部隊略歴　昭１３．８．５～２０．８．１５ 第１５師団司令部

南西-ビルマ-93 第１５師団戦史資料　昭２１．６．１７
第１５師団司令部　祭第７３７９
部隊

南西-ビルマ-94 第１５師団各部隊略歴　昭１３．８．５～２１．６．１７ 第１５師団司令部



令和５年１月１２日

南西-ビルマ-102 第１８師団戦史資料　昭１２．９．１９～２０．８．１５
南方軍復員本部復員課　第１復
員局

南西-ビルマ-105
第１８師団歩兵第５５連隊長　山崎四郎大佐口述　フーコン作戦
バーモ救援作戦　昭１８．１０上～１９．上

第５５連隊長　山崎四郎

南西-ビルマ-106
第１８師団歩兵第１１４連隊　ビルマ作戦記録　昭和　１７．４．１７
～１７．５．１

連隊長　小久久

南西-ビルマ-107
第１８師団歩兵第１１４連隊の戦闘　ビルマ後半戦　昭和１２．９．１
０～２０．８．２５

陸軍大佐　大塚宏

南西-ビルマ-108 歩兵第５６連隊第８中隊　陣中日誌　昭１６．１１．２２～１７．６．２３ 歩兵第５６連隊　第８中隊

南西-ビルマ-109
歩兵第１１２連隊　第３大隊陣中日誌　昭１６．９．２６～１６．１０．３
１

歩兵第１１２連隊第３大隊

南西-ビルマ-110 第１８師団戦史資料調査表　昭１２．９．１９～２１．７．２７ 第１８師団　第１復員局

南西-ビルマ-111
第１８師団参謀長　横山明大佐従軍日誌　昭１７．１２．６～１８．
６．２６

第１８師団参謀長　横山明

南西-ビルマ-112
「インパール」作戦における烈兵団作戦概要　昭１９．３．１５～１
９．６．２２

烈兵団第３１師団長　陸軍中将
佐藤幸徳

南西-ビルマ-112_2
「インパール」作戦に於ける烈兵団作戦概要　昭１９．３．１５～６．
２２日

当時烈兵団（３１Ｄ）長　陸軍中
将　佐藤幸徳

南西-ビルマ-113 第３１師団戦史資料　昭１８．５．上～２０．８．１５ 第３１師団　山木峯一郎

南西-ビルマ-114 第３１師団行動略歴　昭１８．５．１０～２１．４．２０ 第３１師団　山木峯一郎

南西-ビルマ-115 佐藤幸徳資料　１／５（インパール作戦の真相） 陸軍中将　佐藤幸徳

南西-ビルマ-116

コヒマに到る迄の第３１師団の行動離任の辞　ロンシャンに於ける
佐藤．久野村．両中将の問答　ラングーンに向う途中の佐藤中将
の発電　ジャワ着任後の佐藤中将の挨拶状　（佐藤資料５部中其
２）

佐藤　幸徳

南西-ビルマ-117
インパール作戦開始時の訓示　第１５軍首脳部策謀の真相　イン
パール作戦に関する意見　第３１師団作命第６４．第７２号　（佐藤
資料５部中其３）

佐藤　幸徳

南西-ビルマ-118
佐藤幸徳資料　４／５（独断退却事件に関する佐藤幸徳中将聴取
書）

陸軍中将　佐藤幸徳

南西-ビルマ-119 佐藤幸徳資料　５／５　皇道派．統制派について論す 佐藤　幸徳

南西-ビルマ-120 第３１師団戦史資料　昭１９．１２．中～２０．１．２８ 第３１師団

南西-ビルマ-122 第３１師団戦史資料　付図　昭１９．１２．上～２０．１．１７ 第１３師団　河田槌太郎

南西-ビルマ-123
第３３師団略歴　（編成－支那－緬甸．インパール作戦．泰国への
転進）　昭１４．３．２５～２０．８．１４

第３３師団

南西-ビルマ-124 第３３師団行動略歴 第３３師団長　田中信男

南西-ビルマ-126 第３３師団盤作戦記録　（付図）　昭２０～ 第３３師団参謀　三浦祐造

南西-ビルマ-127 第３３師団盤作戦記録　昭１９．７．１６～２０．３．３１ 第３３師団参謀　三浦祐造

南西-ビルマ-128 第３３師団盤作戦記録　昭１９．７．１６～２０．３．３１ 戦史室複写

南西-ビルマ-129 インパール作戦史的観察　昭和１９
元第３３師団長　元陸軍中将田
中信男

南西-ビルマ-130
第３３師団長　田中信男中将戦陣日記　１／４　昭和１９．５．１０～
１９．７．５

田中　信男

南西-ビルマ-131
第３３師団長　田中信男中将戦陣日記　２／４　昭和１９．７．７～１
９．９．３０

第３３師団　田中信男

南西-ビルマ-132
第３３師団長　田中信男中将戦陣日記　３／４　昭和１９．１０．１～
２０．２．１７

第３３師団　田中信男

南西-ビルマ-133
第３３師団長　田中信男中将戦陣日記　４／４　昭和２０．２．１８～
２０．５．９

第３３師団　田中信男

南西-ビルマ-134 歩兵第２１４連隊略歴　昭和１６．１２．１４～２０．１０．２０
歩兵第２１４連隊　厚生省引揚
援護局

南西-ビルマ-135
戦友　（第３３師団　歩兵２１４連隊　第２中隊）　昭１７．１中～２０．
８．１５

歩兵第２１４連隊　厚生省引揚
援護局

南西-ビルマ-136
ビルマの土１５３　第４９師団　勝部隊の戦闘　昭和１９．６．１３～２
０．５．２６

第４９師団　歩兵第１５３連隊

南西-ビルマ-137 ビルマ戦線回顧　森田保造少佐　昭１９．６．２１～２０．８．１
第４９師団第１５３連隊　第３大
隊長　森田保造

南西-ビルマ-138
第４９師団歩兵第１５３連隊のビルマ戦記　昭和１９．６．１３～２０．
９．４

第４９師団歩兵第１５３連隊　森
田保造

南西-ビルマ-139 第５３師団作戦記録　昭１８．１２．２５～２０．８．１５ 第５３師団　戦史室複写



令和５年１月１２日

南西-ビルマ-140 第５３師団作戦記録　昭１８．１２．２５～２０．８．１５ 第５３師団　戦史室複写

南西-ビルマ-141
第５３師団参謀長　芦川春雄大佐の回想　昭１９．６．５～２０．２．
２５

第５３師団参謀長　芦川春雄

南西-ビルマ-142 対空挺作戦間における第５３師団　戦闘の回答　昭１９．３上～ 第５３師団

南西-ビルマ-143 山本支隊安部部隊行動記録　昭１９．３．１～１９．８．３１ 山本支隊　安部部隊

南西-ビルマ-144 第４９師団史実資料　昭１９．５．２７～２１．６．１８ 第４９師団

南西-ビルマ-146 第５４師団戦史梗概　昭１５．８～２０．７．５ 第５４師団　村田稔

南西-ビルマ-147 第５４師団行動記録　昭１８．２．１７～２０．８．３１ 第５４師団　復員局資料整理課

南西-ビルマ-149 ビルマにおける第５４師団の戦闘　昭１８．２．１７～２２．６．２３ 第５４師団　杉本正六

南西-ビルマ-150 ラムレ島戦の戦史的考察　（長沢貫一少将）
第５４師団歩兵第１２１連隊　長
沢貫一

南西-ビルマ-151 木庭知時少将戦陣日誌　第３号　昭２０．２．１４～２０．４．３
第５４歩兵団長　陸軍少将　木
庭知時

南西-ビルマ-152 木庭知時少将戦陣日誌　第４号　昭２０．４．４～２０．５．２７
第５４歩兵団長　陸軍少将　木
庭知時

南西-ビルマ-153 木庭知時少将戦陣日誌　第５号　昭２０．５．２８～２０．７．２６
第５４歩兵団長　陸軍少将　木
庭知時

南西-ビルマ-154 木庭知時少将戦陣日誌　第６号　昭２０．７．２７～２０．９．１
第５４歩兵団長　陸軍少将　木
庭知時

南西-ビルマ-155 木庭知時少将戦陣日誌　第７号　昭２０．９．１～２０．１２．３１
第５４歩兵団長　陸軍少将　木
庭知時

南西-ビルマ-156 ビルマ作戦の回顧（終戦）
第５４歩兵団長　陸軍少将　木
庭知時

南西-ビルマ-157
野砲兵第５４連隊第２大隊長　杉本正六手記　昭１８．２．１７～２
２．６．２３

野砲兵第５４連隊　第２大隊長
杉本正六

南西-ビルマ-158 第５４師団第１１１連隊　ビルマ戦記　昭２１．６．７起
第５４師団第１１１連隊　木庭知
時大佐

南西-ビルマ-159 歩兵第１２１連隊歴史　昭１８．２．１７～２２．５．１７ 歩兵第１２１連隊

南西-ビルマ-160 歩兵第１２１連隊歴史　付録 歩兵第１２１連隊

南西-ビルマ-162 歩兵第１５４連隊戦史略 歩兵第１５４連隊

南西-ビルマ-163 陸軍機秘密書類に関する綴　昭和８～１９年
第５４師団　歩１０１０９部隊　経
理部

南西-ビルマ-164 第５５師団戦史資料　昭１６．１０．８～２１．６．中 第５５師団

南西-ビルマ-165 第５５師団後方主任参謀　河内稔行動メモ 第５５師団参謀　河内稔

南西-ビルマ-166
アキャブ方面における櫻井兵団の戦闘　１／４　昭１９．１．１～８．
１７

櫻井徳太郎　５５Ｄ

南西-ビルマ-167
アキャブ方面における櫻井兵団の戦闘　（４巻中第２巻）　昭和１
９．１．１～８．１７

櫻井　徳太郎

南西-ビルマ-168
アキャブ方面における櫻井兵団の戦闘　（４巻中第３巻）　昭和１
９．３．２９～６．１１

陸軍少将　櫻井徳太郎

南西-ビルマ-169
アキャブ方面における櫻井兵団（５５歩兵旅団）の戦闘（写）　昭和
１９．６．１２～８．１７

当時５５歩兵旅団長　陸軍少将
櫻井徳太郎

南西-ビルマ-170
ビルマ軍顧問時代における櫻井徳太郎少将日記　昭２０．３．１５
～４．５

櫻井徳太郎　５５Ｄ

南西-ビルマ-171
アキャブ方面に於ける櫻井兵団（５５歩兵旅団）の戦闘　昭和１９．
１１．６～２０．３．１５

当時５５歩兵旅団長　櫻井徳太
郎

南西-ビルマ-172
第２１３連隊第３大隊　トンベイク付近の戦闘　昭和１８．１．４～３．
３

第２１３連隊第３大隊　伊藤新作

南西-ビルマ-173 緬印国境「アキャブ」方面の作戦　昭３６．１１．４講話 第５５師団長　古閑健

南西-ビルマ-174 ビルマ作戦における第５５師団に関する随想　昭１６．９．１６～ 古閑健・佐久間亮三

南西-ビルマ-175 第５５師団の作戦に関する回想（其の１） ５５師団長　久保宗治

南西-ビルマ-178 歩兵第１４３連隊征跡　昭１６．１２．８～ 歩兵第１４３連隊

南西-ビルマ-179 緬甸部隊史実資料（完）　昭１６．１１．１５～２０．８．１４ 第１復員局　第５６師団

南西-ビルマ-180 マン作戦経過概要（第５６師団）　昭　３月２８日～５月１４日 第５６師団



令和５年１月１２日

南西-ビルマ-181 第５６師団戦史資料　昭１６．１２．１５～２０．７．２２ 復員局資料整理課　第１復員局

南西-ビルマ-182 第５６師団作戦実施の概況　昭１８．２．上～１９．１２．中 第１復員局

南西-ビルマ-183 ビルマ方面克第２期作戦　昭２０．５．３０～２０．８．１４
風集団　（第１５師団　第５６師
団）

南西-ビルマ-184 南方軍関係電報写（ビルマ関係）　昭和１７．３～１７．５ 石井　正美

南西-ビルマ-185 捜索第５６連隊　“我等欺く戦えり”　昭１６．１１．１５～２１．６．１２ 捜索第５６連隊

南西-ビルマ-186 捜索第５６連隊　“我等欺く戦えり”　昭１６．１１．１５～２１．６．１２ 捜索第５６連隊

南西-ビルマ-187 独立混成第２４旅団戦史資料　昭１９．１．８～２０．８．１４ 復員局資料　整理課

南西-ビルマ-188 独立混成第７２旅団戦史資料　昭２０．１．下～２１．６．２５ 復員局資料　整理課

南西-ビルマ-189 独立混成第１０５旅団戦史資料　昭２０．３．１０～２０．８．３ 復員局資料　整理課

南西-ビルマ-190 緬甸部隊史実資料　３／３　昭２１．８　調製 南方軍復員本部

南西-ビルマ-191 緬甸部隊史実資料　１／３　昭２１．８　調製 南方軍復員本部

南西-ビルマ-192 緬甸部隊史実資料　２／３　昭２１．８　調製 南方軍復員本部

南西-ビルマ-193 ビルマ・インド独立運動の記　思い出と反省　昭和１７．５～２０．８ 北部　邦雄

南西-ビルマ-194 泰緬鉄道関係裁判書類綴　昭４１．３．７　調 -

南西-ビルマ-196 日本で観たビルマ軍の生立　其２ 陸軍少将　沢本理吉郎

南西-ビルマ-197 日本で観たビルマ軍の生立　其３ 陸軍少将　沢本理吉郎

南西-ビルマ-198
第５工兵隊司令部戦史資料　第５工兵隊司令部のウ号及９号作戦
イラワジ河畔の会戦等　昭１８．９．２０～２０．８．１３

第５工兵隊

南西-ビルマ-199
第５工兵隊司令部戦史資料　第５工兵隊司令部のウ号及９号作戦
イラワジ河畔の会戦等　昭１８．９．２０～２０．８．１３

第５工兵隊

南西-ビルマ-200 戦車第１４連隊戦史資料　上
戦車第１４連隊　中隊長　中村
達夫

南西-ビルマ-201 戦車第１４連隊戦史資料　下
戦車第１４連隊　中隊長　中村
達夫

南西-ビルマ-202
ビルマにおける戦車第１連隊の戦歴の概要　昭１７．４．１～１７．
８．２３

戦車第１連隊　中隊長　久保田
徳夫

南西-ビルマ-203 ビルマ戦陣記録　昭１９．３～１９．６
第３３師団山砲兵　大隊長陸軍
少佐　三沢錬一

南西-ビルマ-204
泰．緬甸連接鉄道建設に伴う俘虜使用状況調書　昭１７．６～２
０．８

俘虜関係　中央調査委員会

南西-ビルマ-205 泰緬鉄道建設　１９４２末～１９４３．１０中旬
当時第２鉄道監陸軍中将　石田
榮熊

南西-ビルマ-205_2 泰緬鉄道建設　１９４２末～１９４３．１０中旬
当時第２鉄道監陸軍中将　石田
榮熊

南西-ビルマ-207
泰緬鉄道建設に使用した現地人労働者の状況　昭３８．１０．３０
調

法務省参与　井上忠男

南西-ビルマ-208
終戦時におけるビルマ方面軍　各部隊人名簿　昭２０．９．２０　現
在

ビルマ方面軍　司令部

南西-ビルマ-209 蘭印情報図 参謀本部

南西-ビルマ-210 英領馬来情報記録 参謀本部

南西-ビルマ-211 セイロン島道路図付重要都市　市街図　昭１８．３ 満鉄東亜　経済調査局

南西-ビルマ-212 印度国境問題 三田市太郎翻訳

南西-ビルマ-213 印度国境論 参謀本部

南西-ビルマ-214
ビルマ方面日本人戦没者遺骨送還及び現地追悼に関する派遣団
報告書　（別冊～行動記録及び資料）

厚生省引揚援護局

南西-ビルマ-215
第５４師団ビルマ作戦に関する回想手記　宮崎繁三郎中将の英軍
将校との問答

第５４．３４師団　宮崎繁三郎

南西-ビルマ-216 第５工兵隊司令部戦史資料　昭和１８．９．２０～２０．８．１３ 第５工兵隊司令部　第１復員局

南西-ビルマ-217 第５工兵隊司令部戦史資料　昭１８．９．２０～２０．８．１３ 第５工兵隊司令部　第１復員局



令和５年１月１２日

南西-ビルマ-218 ビルマ北兵站地区隊　輸送隊軍隊区分
北兵站地区隊　第２野戦輸送司
令部

南西-ビルマ-219
昭１６年より２０年に至る日本陸軍の諸作戦に関する質疑　１９４１
～１９４５

第１復員局

南西-ビルマ-220 ビルマ作戦参加大隊　独自５５回想記 独自５５回想記　刊行会

南西-ビルマ-221
ビルマ関係　支那戦域における指揮問題　第９章支那軍攻勢をと
る

第１復員局

南西-ビルマ-222 昭１６年より２０年に至る日本陸軍東南アジア作戦に関する解答 第１復員局

南西-ビルマ-223 作戦行動概要　英第２師団　印第２０師団 第１復員局

南西-ビルマ-224 低下せる軍の志気を如何にして昂揚し勝利に導いたか
ビルマ英１４軍司令官　スリム．
西浦進訳

南西-ビルマ-225
英．米．支連合軍．ミイトキーナ進攻作戦　（支那．ビルマ．印度．
第５章）　昭１９．３．３１

-

南西-ビルマ-226 支那．緬甸．印度．戦域の終止　（第１２章） -

南西-ビルマ-227 インパール作戦崩壊の動因 第１５軍参謀　藤原岩市

南西-ビルマ-228 インパール作戦崩壊の動因 第１５軍参謀　藤原岩市

南西-ビルマ-229
ビルマ関係支那戦域に於ける指揮問題　第１０章（指揮問題に直
面）

第１復員局

南西-ビルマ-230
ビルマ関係支那戦域に於ける指揮問題　第１１章（１９４４年の支
那危機）

第１復員局

南西-ビルマ-231 支那及びビルマ日本軍戦史資料補遺　１９３７～１９４５
防衛研修所戦史室　西浦進・藤
原岩市

南西-ビルマ-232 支那及びビルマ日本軍戦史資料補遺　１９３７～１９４５
防衛研修所戦史室　西浦進・藤
原岩市

南西-ビルマ-233 ビルマ作戦関係の質問に対する回答　昭１７．１～２０．８ 第１復員局　資料整理部

南西-ビルマ-234 ビルマ兵要地誌調査報告　昭１８．１１．３～１８．１１．２６ 兵１０１１５　捜索第５４連隊

南西-ビルマ-235 第１船舶工作廠陣中日誌　昭１６．１２．１～１７．６．３０ 第１船舶工作廠

南西-ビルマ-236 第１船舶工作廠陣中日誌　昭１７．７ 第１船舶工作廠

南西-ビルマ-237
第３３師団「マグエ」「エナンジョン」　攻略水路戦闘詳報　昭和１７．
４．１～１７．４．２７

独立工兵第２６連隊　第２中隊

南西-ビルマ-238
ビルマ第５５旅団関係部隊　陣中日誌　昭和１９．１２．１～１９．１
２．３１

ビルマ第５５旅団　鎌田隊

南西-ビルマ-239
ビルマ南部プレイダン地区　警備隊陣中日誌　昭和１９．６．１２～
１９．８．１７

南部プレイタン地区警備隊

南西-ビルマ-240 第１８師団司令部陣中日誌　昭１７．１２．１～１７．１２．３１ 第１８師団司令部

南西-ビルマ-241 第１８師団管理部陣中日誌　昭和１７．１．１～１８．６．３０ 第１８師団司令部

南西-ビルマ-242 第１８師団管理部隷属輜重　陣中日誌　昭１７．４．１～１７．５．３１ 第１８師団司令部

南西-ビルマ-243
第３８軍輸送隊　ケーサラ輸送統制連絡所陣中日誌　昭１９．７．１
～１９．９．３

ケーサラ輸送統制　連絡所

南西-ビルマ-244 第１８師団管理部陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１．３１ 第１８師団司令部

南西-ビルマ-245 歩兵第１５１連隊陣中日誌　昭２０．１．１～２０．３．８ 第５３師団　第１５１連隊

南西-ビルマ-246 第５４師団第４野戦病院　陣中日誌　昭２０．４．１～２０．４．１１ 第５４師団　第４野戦病院

南西-ビルマ-247 歩兵第１３８連隊第３大隊　陣中日誌　昭１８．６．２５～１８．９．３０ 第１３８連隊　第３大隊本部

南西-ビルマ-248
歩兵第１３８連隊第３大隊　陣中日誌　昭和１８．１０．１～１８．１
２．３１

第１３８連隊　第３大隊本部

南西-ビルマ-249 歩兵第６０連隊陣中日誌　昭和１８．５．１～１８．１０．３１ 歩兵第６０連隊本部

南西-ビルマ-250 野戦自動車廠陣中日誌 野戦自動車廠

南西-ビルマ-251 策（第２８軍）部隊　陣中日誌 策（２８軍）　司令部

南西-ビルマ-252
兵「プローム」集成自動車隊　陣中日誌　昭１８．１１．２３～１９．
１．２０

第５４師団　兵集成自動車隊

南西-ビルマ-253 ロレンゴウ分遺隊（橋分隊）　陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 橋分隊本部
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南西-ビルマ-254
ビルマアレチャン支部「ケーサラ」　出張所陣中日誌　昭１９．８．１
～１９．８．３１

策（第２８軍）　輸送隊　ケーサラ
貨物廠

南西-ビルマ-255
「ケーサラ」輸送統制連絡所　陣中日誌　昭１９．５．１～１９．５．３
１

「ケーサラ」　輸送統制連絡所

南西-ビルマ-256 架橋材料第２１中隊陣中日誌　昭１７．９．１～１８．１１．３０ 架橋材料第２１中隊

南西-ビルマ-257
印度国民軍第４遊撃連隊　陣中日誌　昭１９．１１．１～１９．１１．３
０

印度国民軍　第４遊撃隊

南西-ビルマ-258
野砲兵第２連隊第１大隊段列　陣中日誌　昭１９．７．１～１９．１
２．３１

野砲兵第２連隊　第１大隊段列

南西-ビルマ-259
独立自動車第１０１大隊　第２中隊陣中日誌　昭１９．１２．１～１
９．１２．３１

独立自動車第１０１大隊　第２中
隊陣中日誌

南西-ビルマ-260 輜重兵第４９連隊第１中隊　陣中日誌　昭２０．２．１～２０．２．２８ 輜重兵第４９連隊　第１中隊

南西-ビルマ-261
独立混成第７２旅団通信隊　陣中日誌　昭１９．１２．１１～２０．３．
３１

独立混成第７２旅団　通信隊

南西-ビルマ-262 捜索第５３連隊通信小隊　陣中日誌　昭１９．３．１～１９．５．３１ 捜索第５３連隊　通信小隊

南西-ビルマ-263 捜索第５４連隊　陣中日誌　昭１８．３．２５～１８．１１．３０ 捜索第５４連隊本部

南西-ビルマ-264 捜索第５４連隊第１中隊　陣中日誌　昭１８．３．２５～１８．９．３０ 捜索第５４連隊　第１中隊

南西-ビルマ-265 捜索第５４連隊第１中隊　陣中日誌　昭和１９．４．１～１９．４．３０ 捜索第５４連隊　第１中隊

南西-ビルマ-266 捜索第５４連隊第１中隊　陣中日誌　昭１８．１０．１～１９．９．３０ 捜索第５４連隊　第１中隊

南西-ビルマ-267 捜索第５４連隊第２中隊　陣中日誌　昭１８．３．２５～１９．８．３１ 捜索第５４連隊　第２中隊

南西-ビルマ-268 捜索第５４連隊第２中隊　参考綴　昭和１８．４．５～１８．１１ 捜索第５４連隊　第２中隊

南西-ビルマ-269 捜索第５４連隊第３中隊　陣中日誌　昭１８．３．２５～１８．１０．３１ 捜索第５４連隊　第３中隊

南西-ビルマ-270 捜索第５４連隊第３中隊　陣中日誌　昭１８．１１．１～１９．９．３０ 捜索第５４連隊　第３中隊

南西-ビルマ-271 捜索第５４連隊第３中隊　陣中日誌　昭１９．７．１～１９．７．３１ 捜索第５４連隊　第３中隊

南西-ビルマ-272 捜索第５４連隊第４中隊　陣中日誌　昭１８．３．２５～１８．１０．３１ 捜索第５４連隊　第４中隊

南西-ビルマ-273 捜索第５４連隊第４中隊　陣中日誌　昭１８．１１．１～１９．４．３０ -

南西-ビルマ-274 捜索第５４連隊第４中隊　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 捜索第５４連隊　第４中隊

南西-ビルマ-275 捜索第５４連隊第４中隊　陣中日誌　昭１９．５．１～１９．９．３０ 捜索第５４連隊　第４中隊

南西-ビルマ-276 捜索第５４連隊通信小隊　陣中日誌　昭１８．３．２５～１９．１．３１ 捜索第５４連隊　通信小隊

南西-ビルマ-277 捜索第５４連隊通信小隊　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．４．３０ 捜索第５４連隊　通信小隊

南西-ビルマ-278 捜索第５４連隊通信小隊　陣中日誌　昭１９．５．１～１９．７．３１ 捜索第５４連隊　通信小隊

南西-ビルマ-279 捜索第５４連隊通信小隊　陣中日誌　昭１９．８．１～１９．９．３０ 捜索第５４連隊　通信小隊

南西-ビルマ-280 捜索第５４防諜経理検査講評　昭１８．１０ 捜索第５４連隊

南西-ビルマ-281 野戦高射砲第５１大隊　陣中日誌　昭１６．１２．１～１８．１２．３１ 野戦高射砲　第５１大隊

南西-ビルマ-282 野戦高射砲第５１大隊　陣中日誌　昭１９．１．１～１９．７．３１ 野戦高射砲　第５１大隊

南西-ビルマ-283 野戦高射砲第５１大隊　陣中日誌　昭１９．５．１～１９．９．２ 野戦高射砲　第５１大隊

南西-ビルマ-284
野戦高射砲第５１大隊段列　陣中日誌　昭１６．１２．１～１７．５．３
１

野戦高射砲　第５１大隊段列

南西-ビルマ-285
野戦高射砲第５１大隊段列　陣中日誌　昭１７．６．１～１７．１２．３
１

野戦高射砲　第５１大隊段列

南西-ビルマ-286 野戦高射砲第５１大隊段列　陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１．３１ 野戦高射砲　第５１大隊段列

南西-ビルマ-287
野戦高射砲第５１大隊　第１中隊陣中日誌　昭和１９．１２．１～１
９．１２．３１

野戦高射砲　第５１大隊第１中
隊

南西-ビルマ-288
野戦高射砲第５１大隊　第２中隊資料　昭和１７．１１．１～１８．７．
３１

野戦高射砲　第５１大隊第２中
隊

南西-ビルマ-289
野戦高射砲第５１大隊　第３中隊資料　昭和１７．１２．１～１７．１
２．３１

野戦高射砲　第５１大隊　第３中
隊
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南西-ビルマ-290 野戦高射砲第３５大隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３１ 野戦高射砲　第３５大隊

南西-ビルマ-291 野戦高射砲第３５大隊　陣中日誌　昭２０．２．１～２０．２．２８ 野戦高射砲　第３５大隊

南西-ビルマ-292
野戦高射砲第３５大隊　第２中隊陣中日誌　昭２０．２．５～２０．
２．２０

野戦高射砲　第３５大隊第２中
隊

南西-ビルマ-293
野戦重砲兵第５連隊第４中隊　陣中日誌　昭１９．９．１～１９．９．
３０

野戦重砲兵　第５連隊第４中隊

南西-ビルマ-294
野戦重砲兵第５連隊第４中隊　陣中日誌　昭１９．１１．１～１９．１
１．３０

野戦重砲兵第５連隊　第４中隊

南西-ビルマ-295 歩兵第２１５連隊第２中隊　陣中日誌　昭１８．１．１～１８．８．３１ 歩兵第２１５連隊　第２中隊

南西-ビルマ-296
歩兵第２１５連隊第１０中隊　陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．１０．
３１

歩兵第２１５連隊　第１０中隊

南西-ビルマ-297 野戦重砲兵第２連隊　日命綴　昭２０．１．２～２０．１．３１ 野戦重砲兵　第２連隊

南西-ビルマ-298 捜索第５４連隊内務関係資料　昭１８．９ 捜索第５４連隊

南西-ビルマ-299 「サンドウェー」地区防衛隊　命令綴　昭１９．１．３１～１９．３．１２ 「サンドウェー」地区　防衛隊

南西-ビルマ-300_2 安部部隊（Ⅱ／３３ＢＡ）命令　昭和１９．３．８～１９．８末 当時Ｃ／３３ＢＡ管頭隊

南西-ビルマ-301 歩兵第１４４連隊第８中隊　陣中日誌　昭１８．１０．１～１９．４．３０ 歩兵第１４４連隊　第８中隊

南西-ビルマ-302 歩兵第１４４連隊第８中隊　陣中日誌　昭１９．５．１～１９．８．３１ 歩兵第１４４連隊　第８中隊

南西-ビルマ-303 第１５師団医務関係記録　昭１８．５．２９～１８．１１．８ 第１５師団司令部

南西-ビルマ-304 第１８師団命令　昭２０．８．１８～２０．９．２８ 第１８師団司令部

南西-ビルマ-305 第３１師団長訓示　昭１９．１２．１１ 第３１師団長　河田槌太郎

南西-ビルマ-306 第１５軍通信隊通信詳報　１／３　昭１７．３．１１～１７．６．１０ 第１５軍通信隊

南西-ビルマ-307 第１５軍通信隊通信詳報　２／３　昭１７．３．１１～１７．６．１０ 第１５軍通信隊

南西-ビルマ-308 第１５軍通信隊通信詳報　３／３　昭１７．３．１１～１７．６．１０ 第１５軍通信隊

南西-ビルマ-309
第５３師団独立混成第２４旅団　野戦高射砲第５１大隊　作命綴
昭１９．３～１９．１２

第５３師団司令部

南西-ビルマ-310
第５４師団臨時移動治療班　陣中日誌　昭２０．１．１０～２０．２．２
８

第５４師団司令部

南西-ビルマ-311 第５４師団作戦命令（乙）綴　昭２０．１．１４～２０．３．３０ 第５４師団司令部

南西-ビルマ-312 第５４師団作戦命令（丁）綴　昭２０．１．３～２０．４．１５ 第５４師団司令部

南西-ビルマ-313 第５５師団命令綴　昭２０．１．４～２０．３．２７ 第５５師団司令部

南西-ビルマ-314 輜重兵第３３連隊機密書類綴　昭１８．７．１～１９．１２．３１ 輜重兵第３３連隊　第２中隊

南西-ビルマ-315 歩兵第５６連隊日命綴　昭和１８．６．６～１８．９．２５ 第５６連隊本部

南西-ビルマ-316 歩兵第２３連隊西地区　警備隊命令 第２３連隊本部

南西-ビルマ-317 ビルマ方面軍砲兵隊命令 野戦重砲兵第５連隊

南西-ビルマ-318
ビルマ「サラワデイ」地区管内　情勢報告　昭和１８．９．２７～１８．
１１．１０

サラワデイ地区防衛本部　（捜
索第５４連隊）

南西-ビルマ-319 マニプールインド人の行方調査 -

南西-ビルマ-320 歩兵第１１４連隊防衛月報　昭１８．２～１８．１０ 歩兵第１１４連隊

南西-ビルマ-321
歩兵第２１４連隊山川政徳戦陣日記　昭和１９．１．２２～１９．５．２
３

第２１４連隊　山川政徳

南西-ビルマ-322 第１４野戦輸送司令部　来翰綴　昭２０．９．８～２０．１０．２６ 第１４野戦輸送司令部

南西-ビルマ-323
歩兵第１０６連隊．連隊砲中隊　陣中日誌　昭２０．２．１～２０．２．
２８

第４９師団　歩兵第１０６連隊

南西-ビルマ-324
山砲兵第５５連隊　第１中隊陣中日誌　昭１９．９．１～１９．１１．３
０

山砲兵５５連隊　第１中隊

南西-ビルマ-325 山砲兵第３１連隊長　陸軍中佐大矢部省三訓示　昭１９．１２．２８ 山砲兵第３１連隊　大矢部省三
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南西-ビルマ-326 第５３兵站地区隊命令　昭和１９．３．１～１９．３．６ 第５３兵站地区隊

南西-ビルマ-327 独立工兵第７中隊陣中日誌　昭１９．１２．１７
独立工兵第７中隊　森１２２９部
隊

南西-ビルマ-328 第３３師団訓令訓示綴　昭和１８．３．２３～１８．８．２９ 第３３師団　第２１４連隊

南西-ビルマ-329 第３３師団戦闘の教訓　昭１９．１２．２５ 第３３師団　司令部

南西-ビルマ-330 第５５師団戦訓　昭１９．８ 第５５師団　司令部

南西-ビルマ-331
捜索第５４連隊サンドウェー地区防衛隊作命綴　昭和２０．２．７～
３．１６

捜索第５４連隊　サンドウェー地
区防衛隊

南西-ビルマ-332 第２５軍森口隊兵籍記載事項　通報者名簿　昭２０年 第２５軍森口隊

南西-ビルマ-333
第２８軍（策）輸送隊　アキャブ支部来電綴　昭２０．７．３１～２０．
９．６

第２８軍　輸送隊

南西-ビルマ-334 歩兵第５６連隊日命綴　昭２０．５．５～２０．９．２９ 歩兵第５６連

南西-ビルマ-335 歩兵第１５１連隊戦場訓　昭２０．１．１ 歩兵第１５１連隊本部

南西-ビルマ-336 第２野戦輸送司令部来翰綴　昭２０．１．１７～２．１６ 第２野戦輸送司令部

南西-ビルマ-337
ミエンボン派遣憲兵隊　警務書類発来翰綴　昭和１９．６．３～１２．
１

ミエンボン派遣憲兵隊

南西-ビルマ-338 民防衛団報告書類綴　昭和１９．７．２７～８．１０
ボロンガ地区警備隊　民政指導
班

南西-ビルマ-339 「タラワディ」地区防衛隊　情報記録報告　昭１８．１０．１～１０．１８ タワラディ地区　防衛隊

南西-ビルマ-340 イラワジ河畔の会戦（１５軍） １復

南西-ビルマ-341 「アキャブ」付近作戦経験に基く教訓　昭１８．７．２５ 大本営　陸軍部

南西-ビルマ-342 緬甸方面軍将校名簿　昭２０．９．２５ 緬甸方面軍司令部

南西-ビルマ-343 山砲兵第１８連隊馬事教育資料　１／３　昭１７．６～１８．２
菊（１８師団）８９０８部隊　山砲
兵第１８連隊

南西-ビルマ-344 山砲兵第１８連隊馬事教育資料　２／３　昭１７．６～１８．２
菊（１８師団）８９０８部隊　山砲
兵第１８連隊

南西-ビルマ-345 山砲兵第１８連隊馬事教育資料　３／３　昭１７．６～１８．２
菊（１８師団）８９０８部隊　山砲
兵第１８連隊

南西-ビルマ-348 櫻井省三中将回想録 厚生省引揚援護局　櫻井省三

南西-ビルマ-349 櫻井省三中将回想録 厚生省引揚援護局　櫻井省三

南西-ビルマ-350 櫻井省三中将回想録 厚生省引揚援護局　櫻井省三

南西-ビルマ-351 櫻井省三中将回想録 厚生省引揚援護局　櫻井省三

南西-ビルマ-352 櫻井省三中将回想録 厚生省引揚援護局　櫻井省三

南西-ビルマ-353 櫻井省三中将回想録 厚生省引揚援護局　櫻井省三

南西-ビルマ-354 中永太郎中将回想録　第１編（現代の陸戦） 厚生省引揚援護局　中永太郎

南西-ビルマ-355 中永太郎中将回想録　第１編（現代の陸戦） 厚生省引揚援護局　中永太郎

南西-ビルマ-356 中永太郎中将回想録　第１編（現代の陸戦） 厚生省引揚援護局　中永太郎

南西-ビルマ-357 中永太郎中将回想録　第１編（現代の陸戦） 厚生省引揚援護局　中永太郎

南西-ビルマ-358 中永太郎中将回想録　第１編（現代の陸戦） 厚生省引揚援護局　中永太郎

南西-ビルマ-359 中永太郎中将回想録　第１編（現代の陸戦） 厚生省引揚援護局　中永太郎

南西-ビルマ-360 中永太郎中将回想録　第２編 厚生省引揚援護局　中永太郎

南西-ビルマ-361 中永太郎中将回想録　第２編 厚生省引揚援護局　中永太郎

南西-ビルマ-362 中永太郎中将回想録　第２編 厚生省引揚援護局　中永太郎

南西-ビルマ-363 中永太郎中将回想録　第２編 厚生省引揚援護局　中永太郎



令和５年１月１２日

南西-ビルマ-364 中永太郎中将回想録　第２編 厚生省引揚援護局　中永太郎

南西-ビルマ-365 中永太郎中将回想録　第２編 厚生省引揚援護局　中永太郎

南西-ビルマ-366 後勝少佐回想録　（緬甸戦史） 厚生省引揚援護局　後勝少佐

南西-ビルマ-367 後勝少佐回想録　（緬甸戦史） 厚生省引揚援護局　後勝少佐

南西-ビルマ-368 後勝少佐回想録　（緬甸戦史） 厚生省引揚援護局　後勝少佐

南西-ビルマ-369 後勝少佐回想録　（緬甸戦史） 厚生省引揚援護局　後勝少佐

南西-ビルマ-370 後勝少佐回想録　（緬甸戦史） 厚生省引揚援護局　後勝少佐

南西-ビルマ-371 大東亜戦争ビルマ関係　那須義雄少将回想録 厚生省引揚援護局　那須義雄

南西-ビルマ-372 大東亜戦争ビルマ関係　那須義雄少将回想録 厚生省引揚援護局　那須義雄

南西-ビルマ-373 大東亜戦争ビルマ関係　那須義雄少将回想録 厚生省引揚援護局　那須義雄

南西-ビルマ-374 大東亜戦争ビルマ関係　那須義雄少将回想録 厚生省引揚援護局　那須義雄

南西-ビルマ-375 大東亜戦争ビルマ関係　那須義雄少将回想録 厚生省引揚援護局　那須義雄

南西-ビルマ-376 大東亜戦争ビルマ関係　那須義雄少将回想録 厚生省引揚援護局　那須義雄

南西-ビルマ-377 磯田三郎中将回想録　光機関（南方軍遊撃隊司令部）について 厚生省引揚援護局　磯田三郎

南西-ビルマ-378 磯田三郎中将回想録　光機関（南方軍遊撃隊司令部）について 厚生省引揚援護局　磯田三郎

南西-ビルマ-379 磯田三郎中将回想録　光機関（南方軍遊撃隊司令部）について 厚生省引揚援護局　磯田三郎

南西-ビルマ-380 磯田三郎中将回想録　光機関（南方軍遊撃隊司令部）について 厚生省引揚援護局　磯田三郎

南西-ビルマ-381
磯田三郎中将回想録　光機関（南方軍遊撃隊司令部）について
（原稿）

厚生省引揚援護局　磯田三郎

南西-ビルマ-382 磯田三郎中将回想録　光機関（南方軍遊撃隊司令部）について 厚生省引揚援護局　磯田三郎

南西-ビルマ-383 緬甸作戦記録　第１期 第１復員局調製

南西-ビルマ-384 緬甸作戦記録　第１期 第１復員局調製

南西-ビルマ-385 緬甸作戦記録　第１期 第１復員局調製

南西-ビルマ-386 緬甸作戦記録　第１期 第１復員局調製

南西-ビルマ-387 緬甸作戦記録　第１期 第１復員局調製

南西-ビルマ-388 緬甸作戦記録　第１期 第１復員局調製

南西-ビルマ-390 緬甸作戦記録　付図　第１期 第１復員局調製

南西-ビルマ-392 緬甸作戦記録　第１期　付図 第１復員局調製

南西-ビルマ-393 緬甸作戦記録　第１期　付図 第１復員局調製

南西-ビルマ-394 緬甸作戦記録　第１期　付図 第１復員局調製

南西-ビルマ-395 緬甸作戦記録　第２期 第１復員局調製

南西-ビルマ-396 緬甸作戦記録　第２期 第１復員局調製

南西-ビルマ-397 緬甸作戦記録　第２期 第１復員局調製

南西-ビルマ-398 緬甸作戦記録　第２期 第１復員局調製

南西-ビルマ-399 緬甸作戦記録　第２期 第１復員局調製

南西-ビルマ-400 緬甸作戦記録　付録第２期付図 第１復員局調製

南西-ビルマ-401 緬甸作戦記録　第２期付図 第１復員局調製



令和５年１月１２日

南西-ビルマ-402 緬甸作戦記録　付録第２付図 第１復員局調製

南西-ビルマ-403 緬甸作戦記録　付録第２付図 第１復員局調製

南西-ビルマ-404 緬甸作戦記録　第２期付図 第１復員局調製

南西-ビルマ-405 緬甸作戦記録　第２期付図 第１復員局調製

南西-ビルマ-406 緬甸作戦記録　第２期付図 第１復員局調製

南西-ビルマ-407 緬甸作戦記録　付録第２期付図 第１復員局調製

南西-ビルマ-408 緬甸作戦記録　第２期付図 第１復員局調製

南西-ビルマ-409 緬甸作戦記録　第２期付図 第１復員局調製

南西-ビルマ-410 緬甸作戦記録　付録第２期付図 第１復員局調製

南西-ビルマ-411 緬甸作戦記録　第３期 第１復員局調製

南西-ビルマ-412 緬甸作戦記録　第３期 第１復員局調製

南西-ビルマ-413 緬甸作戦記録　第３期 第１復員局調製

南西-ビルマ-414 緬甸作戦記録　第３期 第１復員局調製

南西-ビルマ-415 緬甸作戦記録　第３期 第１復員局調製

南西-ビルマ-416 緬甸作戦記録　第３期補遺 第１復員局調製

南西-ビルマ-417 緬甸作戦記録　第３期補遺 第１復員局調製

南西-ビルマ-418 緬甸作戦記録　第３期補遺 第１復員局調製

南西-ビルマ-419 緬甸作戦記録　第３期補遺 第１復員局調製

南西-ビルマ-420 緬甸作戦記録　第３期補遺 第１復員局調製

南西-ビルマ-421 緬甸作戦記録　緬甸方面軍兵站の概要 第１復員局調製

南西-ビルマ-422 緬甸作戦記録　緬甸方面軍兵站の概要 第１復員局調製

南西-ビルマ-423 緬甸作戦記録　緬甸方面軍兵站の概要 第１復員局調製

南西-ビルマ-424 緬甸作戦記録　緬甸方面軍兵站の概要 第１復員局調製

南西-ビルマ-425 緬甸作戦記録　緬甸方面軍兵站の概要 第１復員局調製

南西-ビルマ-426 緬甸作戦記録　インパール方面第１５軍の作戦 第１復員局調製

南西-ビルマ-427 緬甸作戦記録　インパール方面第１５軍の作戦 第１復員局調製

南西-ビルマ-428 緬甸作戦記録　インパール方面第１５軍の作戦 第１復員局調製

南西-ビルマ-429 緬甸作戦記録　インパール方面第１５軍の作戦 第１復員局調製

南西-ビルマ-430 緬甸作戦記録　インパール方面第１５軍の作戦 第１復員局調製

南西-ビルマ-431 金原節三　ビルマ作戦　陸軍衛生大佐　口演 金原　節三

南西-ビルマ-432 第１５軍行動略歴
第１５軍司令部　厚生省引揚援
護局

南西-ビルマ-433 第１５軍行動略歴
第１５軍司令部　厚生省引揚援
護局

南西-ビルマ-434 第２８軍戦史資料 第２８軍　第１復員局

南西-ビルマ-435 第２８軍戦史資料 第２８軍　第１復員局調製

南西-ビルマ-436 第２８軍戦史資料 第２８軍　第１復員局調製

南西-ビルマ-437 第２８軍戦史資料 第２８軍　第１復員局調製
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南西-ビルマ-438 第２８軍戦史資料 第２８軍　第１復員局調製

南西-ビルマ-439 第２８軍戦史資料　別冊 第２８軍　第１復員局調製

南西-ビルマ-440 緬甸作戦記録　アキャブ方面　第２８軍の作戦 第２８軍　第１復員局

南西-ビルマ-441 緬甸作戦記録　アキャブ方面　第２８軍の作戦 第２８軍　第１復員局

南西-ビルマ-442 緬甸作戦記録　アキャブ方面　第２８軍の作戦 第２８軍　第１復員局

南西-ビルマ-443 緬甸作戦記録　アキャブ方面　第２８軍の作戦 第２８軍　第１復員局

南西-ビルマ-444 緬甸作戦記録　アキャブ方面　第２８軍の作戦 第２８軍　第１復員局

南西-ビルマ-445 緬甸作戦記録　北緬方面第３３軍の作戦 第３３軍　第１復員局

南西-ビルマ-446 緬甸作戦記録　北緬方面第３３軍の作戦 第３３軍　第１復員局

南西-ビルマ-447 緬甸作戦記録　北緬方面第３３軍の作戦 第３３軍　第１復員局

南西-ビルマ-448 緬甸作戦記録　北緬方面第３３軍の作戦 第３３軍　第１復員局

南西-ビルマ-449 緬甸作戦記録　北緬方面第３３軍の作戦 第３３軍　第１復員局

南西-ビルマ-450 第３３軍戦史資料 復員局資料整理課

南西-ビルマ-451
第３３軍戦史資料　第３３軍司令部　独立輜重兵第２連隊　第２通
信隊司令部　野戦重砲兵第２１大隊

第１復員局

南西-ビルマ-452
第３３軍戦史資料　第３３軍司令部　独立輜重兵第２連隊　第２通
信隊司令部　野戦重砲兵第２１大隊

第１復員局

南西-ビルマ-453
第３３軍戦史資料　第３３軍司令部　独立輜重兵第２連隊　第２通
信隊司令部　野戦重砲兵第２１大隊

第１復員局

南西-ビルマ-454
第３３軍戦史資料　第３３軍司令部　独立輜重兵第２連隊　第２通
信隊司令部　野戦重砲兵第２１大隊

第１復員局

南西-ビルマ-455
第２師団戦史資料　（歩兵第２９連隊　工兵第２連隊　第２師団通
信隊）

復員資料整理課

南西-ビルマ-456 第２師団戦史資料　（第２９連隊　工兵第２連隊　第２師団通信隊） 復員資料整理課

南西-ビルマ-457 第２師団戦史資料　（第２９連隊　工兵第２連隊　第２師団通信隊） 復員資料整理課

南西-ビルマ-458
インパール作戦間における山内正文中将日記　昭１８．１２．９～１
９．５．２２

第１５師団長　山内正夫

南西-ビルマ-459 緬甸方面　徳永八郎中佐　作戦手簿 徳永　八郎

南西-ビルマ-460 第１５師団（祭兵団）　戦史資料調査表 第１５師団他各隊

南西-ビルマ-461 第１５師団（祭兵団）　戦史資料調査表 第１５師団他各隊

南西-ビルマ-462 第１５師団（祭兵団）　戦史資料調査表 第１５師団他各隊

南西-ビルマ-463 第１５師団（祭兵団）　戦史資料調査表 第１５師団他各隊

南西-ビルマ-465 第１８師団　戦史資料調査表 第１８師団　第１復員省

南西-ビルマ-466 第１８師団　戦史資料調査表 第１８師団　第１復員局

南西-ビルマ-467 第１８師団　戦史資料調査表 第１８師団　第１復員局

南西-ビルマ-468 第１８師団　戦史資料調査表 第１８師団　第１復員局

南西-ビルマ-470 緬甸作戦記録　フーコン方面第１８師団の作戦 第１８師団　第１復員局

南西-ビルマ-471 緬甸作戦記録　フーコン方面第１８師団の作戦 第１８師団　第１復員局

南西-ビルマ-472 緬甸作戦記録　フーコン方面第１８師団の作戦 第１８師団　第１復員局

南西-ビルマ-473 緬甸作戦記録　フーコン方面第１８師団の作戦 第１８師団　第１復員局

南西-ビルマ-474 緬甸作戦記録　フーコン方面第１８師団の作戦 第１８師団　第１復員局

南西-ビルマ-475
自．緬甸進駐　至．ウ号作戦末期　第３１師団戦史資料　昭１８．６
～１９．８

第３１師団
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南西-ビルマ-476
自．緬甸進駐　至．ウ号作戦末期　第３１師団戦史資料　昭１８．６
～１９．８

第３１師団

南西-ビルマ-477
自．緬甸進駐　至．ウ号作戦末期　第３１師団戦史資料　昭１８．６
～１９．８

第３１師団

南西-ビルマ-478
自．緬甸進駐　至．ウ号作戦末期　第３１師団戦史資料　昭１８．６
～１９．８

第３１師団

南西-ビルマ-479
自．緬甸進駐　至．ウ号作戦末期　第３１師団戦史資料　昭１８．６
～１９．８

第３１師団

南西-ビルマ-480
自．緬甸進駐　至．ウ号作戦末期　第３１師団戦史資料　昭１８．６
～１９．８

第３１師団

南西-ビルマ-481 第３１師団作戦の概要　昭１９．１０．２９～２０．５．３０ 第３１師団　第１復員局

南西-ビルマ-482 第３１師団作戦の概要　昭１９．１０．２９～２０．５．３０ 第３１師団　第１復員局

南西-ビルマ-483 第３１師団作戦の概要　昭１９．１０．２９～２０．５．３０ 第３１師団　第１復員局

南西-ビルマ-484 第３１師団作戦の概要　昭１９．１０．２９～２０．５．３０ 第３１師団　第１復員局

南西-ビルマ-485 第３１師団作戦の概要　昭１９．１０．２９～２０．５．３０ 第３１師団　第１復員局

南西-ビルマ-486 第３１師団行動略歴
内地歸還後関係者作成　第１復
員局

南西-ビルマ-488 第３３師団歩兵第２１４連隊略歴　（弓兵団）
第３３師団第２１４連隊　第１復
員局

南西-ビルマ-489 第３３師団歩兵第２１４連隊略歴　（弓兵団）
第３３師団第２１４連隊　第１復
員局

南西-ビルマ-490 第３３師団歩兵第２１４連隊略歴　（弓兵団）
第３３師団第２１４連隊　第１復
員局

南西-ビルマ-491 第３３師団歩兵第２１４連隊略歴　（弓兵団） 第３３師団第２１４連隊

南西-ビルマ-492 第３３師団行動略歴　（内地歸還後作成） 第３３師団　第１復員局

南西-ビルマ-493 第３３軍戦史　（本多政材） 陸軍中将　本多政材

南西-ビルマ-494 第４９師団史実調査資料 第４９師団　第１復員局

南西-ビルマ-495 第４９師団史実調査資料 第４９師団　第１復員局

南西-ビルマ-496 第４９師団史実調査資料 第４９師団　第１復員局

南西-ビルマ-497 第４９師団史実調査資料 第４９師団　第１復員局

南西-ビルマ-498 第４９師団史実調査資料 第４９師団　第１復員局

南西-ビルマ-499 第５４師団行動記録 第５４師団　復員局資料整理課

南西-ビルマ-500 第５４師団行動記録 第５４師団　復員局資料整理課

南西-ビルマ-501 第５４師団戦史資料 第５４師団　復員局資料整理課

南西-ビルマ-502 第５４師団行動記録 第５４師団　復員局資料整理課

南西-ビルマ-503 第５４師団行動記録 第５４師団　復員局資料整理課

南西-ビルマ-504 第５５師団戦史資料 第５５師団　復員局資料整理課

南西-ビルマ-505 第５５師団戦史資料 第５５師団　復員局資料整理課

南西-ビルマ-506 第５５師団戦史資料 第５５師団　復員局資料整理課

南西-ビルマ-507 第５５師団戦史資料 第５５師団　復員局資料整理室

南西-ビルマ-508 第５５師団戦史資料 第５５師団　復員局資料整理課

南西-ビルマ-509 第５５師団戦史資料 第５５師団　復員局資料整理課

南西-ビルマ-510 第５６師団作戦実施の概況　昭１８．２．上～１９．１２．中 第５６師団

南西-ビルマ-511 第５６師団作戦実施の概況　昭１８．２．上～１９．１２．中旬 第５６師団

南西-ビルマ-512 第５６師団作戦実施の概況　昭１８．２．上～１９．１２．中旬 第５６師団
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南西-ビルマ-513 第５６師団作戦実施の概況　昭１８．２．上～１９．１２．中旬 第５６師団

南西-ビルマ-514 第５６師団作戦実施の概況　昭１８．２．上～１９．１２．中旬 第５６師団

南西-ビルマ-515 第５６師団作戦実施の概況　昭１８．２．上～１９．１２．中旬 第５６師団

南西-ビルマ-516 第５６師団作戦実施の概況　昭１８．２．上～１９．１２．中旬 第５６師団

南西-ビルマ-517 第５６師団作戦実施の概況　昭１８．２．上～１９．１２．中旬 第５６師団

南西-ビルマ-518 緬甸作戦記録　付録第２　（１９４４年の怒江作戦記録） 第１復員局

南西-ビルマ-519 緬甸作戦記録　付録第２　（１９４４年の怒江作戦記録） 第１復員局

南西-ビルマ-520 緬甸作戦記録　付録第２　（１９４４年の怒江作戦記録） 第１復員局

南西-ビルマ-521 緬甸作戦記録　付録第２　（１９４４年の怒江作戦記録） 第１復員局

南西-ビルマ-522 緬甸作戦記録　付録第２　（１９４４年の怒江作戦記録） 第１復員局

南西-ビルマ-523 緬甸作戦記録　付録第１　（１９４３年の怒江作戦記録） 第１復員局

南西-ビルマ-524 緬甸作戦記録　付録第１　（１９４３年の怒江作戦記録） 第１復員局

南西-ビルマ-525 緬甸作戦記録　付録第１　（１９４３年の怒江作戦記録） 第１復員局

南西-ビルマ-526 緬甸作戦記録　付録第１　（１９４３年の怒江作戦記録） 第１復員局

南西-ビルマ-527 緬甸作戦記録　付録第１　（１９４３年の怒江作戦記録） 第１復員局

南西-ビルマ-528 第５６師団作戦実施の概要　（別冊．感状写） 第５６師団　第１復員局

南西-ビルマ-529 第５６師団作戦実施の概要　（別冊．感状写） 第５６師団　第１復員局

南西-ビルマ-530 第５６師団作戦実施の概要　（別冊．感状写） 第５６師団　第１復員局

南西-ビルマ-531 第５６師団作戦実施の概要　（別冊．感状写） 第５６師団　第１復員局

南西-ビルマ-532
第５６師団作戦実施の概況　昭和１８．２．上～１９．１２．中旬　（別
冊　感状写）

第５６師団　第１復員局

南西-ビルマ-533
第５６師団作戦実施の概要　昭１８．２．上～１９．１２．中旬　（別冊
感状写）

第５６師団　第１復員局

南西-ビルマ-534
第５６師団作戦実施の概要　昭１８．２．上～１９．１２．中旬　（別冊
感状写）

第５６師団　第１復員局

南西-ビルマ-535 第５６師団戦史資料 復員局資料整理課

南西-ビルマ-536 第５６師団戦史資料 復員局資料整理課

南西-ビルマ-537 第５６師団戦史資料 復員局資料整理課

南西-ビルマ-538 第５６師団戦史資料 復員局資料整理課

南西-ビルマ-539 第５６師団戦史資料 復員局資料整理課

南西-ビルマ-540 第５６師団戦史資料 復員局資料整理課

南西-ビルマ-541 独立混成第２４旅団戦史資料
独立混成第２４旅団　復員局資
料整理課

南西-ビルマ-542 独立混成第２４旅団戦史資料
独立混成第２４旅団　復員局資
料整理課

南西-ビルマ-543 独立混成第２４旅団戦史資料
独立混成第２４旅団　復員局資
料整理課

南西-ビルマ-544 独立混成第２４旅団戦史資料
独立混成第２４旅団　復員局資
料整理課

南西-ビルマ-545 独立混成第２４旅団戦史資料
独立混成第２４旅団　復員局資
料整理課

南西-ビルマ-546 独立混成第７２旅団戦史資料
独立混成第２４旅団　復員局資
料整理課

南西-ビルマ-547 独立混成第７２旅団戦史資料
独立混成第７２旅団　復員局資
料整理課

南西-ビルマ-548 独立混成第７２旅団戦史資料
独立混成第７２旅団　復員局資
料整理課
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南西-ビルマ-549 独立混成第７２旅団戦史資料
独立混成第７２旅団　復員局資
料整理課

南西-ビルマ-550 独立混成第７２旅団戦史資料
独立混成第７２旅団　復員局資
料整理課

南西-ビルマ-551 独立混成第１０５旅団戦史資料
独立混成第１０５旅団　復員局
資料整理課

南西-ビルマ-552 独立混成第１０５旅団戦史資料
独立混成第１０５旅団　復員局
資料整理課

南西-ビルマ-553 独立混成第１０５旅団戦史資料
独立混成第１０５旅団　復員局
資料整理課

南西-ビルマ-554 独立混成第１０５旅団戦史資料
独立混成第１０５旅団　復員局
資料整理課

南西-ビルマ-555 ビルマ伝単集（ビルマ方面軍伝単班）　昭１７～２０年 ビルマ方面軍

南西-ビルマ-556 第５５師団のビルマにおける行動の一部　（仏印関係） 第５５師団本部

南西-ビルマ-557
ビルマ戦線メイクテーラの失陥　岩原寛一回想手記　昭２０．２．２
７～３．４

第２野戦輸送司令部　岩原寛一

南西-ビルマ-558 歩兵第１１１連隊戦史梗概　第５４師団　昭１５．９．２７～２０．９．３
第１１１連隊　戦史編纂委員会
編

南西-ビルマ-559 第３１師団（コヒマ）　撤退作戦
久野村桃代第１５軍参謀長　陸
軍中将

南西-ビルマ-560
ビルマ戦域　感状　第３３軍独立自動車第６１大隊（昭和２０．２．１
１）　第２８軍第１４野戦輸送司令部（昭和２０．７．５）　賞詞　第１５
軍船舶工兵第１連隊黒田小隊（昭和１９．８．２９）　第３３軍独立自

-

南西-ビルマ-561 ビルマ戦記　イラワジの誓 八江　正吉

南西-ビルマ-562 歩兵第６０連隊　ビルマ作戦回想記　昭１９．１２．３１～２０．６
歩兵第６０連隊　陸軍大尉竹ノ
谷秋男

南西-ビルマ-563 南機関外史（写） 緬甸国軍事顧問部

南西-ビルマ-564 緬甸方面作戦（討伐）に基く教訓　昭１８．１１．３０ 大本営陸軍部

南西-ビルマ-565 緬甸経済調査　第５部 野村合名海外事業部

南西-ビルマ-566 第５５師団ビルマ戦記　（戦死） 週刊朝日　高木俊朗

南西-ビルマ-567 第５工兵隊司令部戦史資料　昭和１８．９．２０～２０．８．１３ 第５工兵隊司令部

南西-ビルマ-568 大石頭付近戦闘詳報　昭和１９．３．３０ 歩兵第１１３連隊　第５中隊

南西-ビルマ-569 陣中ビルマ新聞綴 -

南西-ビルマ-570 シッタン河突破作戦　昭２０．７．２８～２０．８．２２ 第５４師団参謀長　倉沢勤三郎

南西-ビルマ-571 インパール作戦　牟田口廉也手記 牟田口　廉也

南西-ビルマ-572 インパール作戦　座談会　（牟田口廉也．宮崎繁三郎．戸川幸夫） 文芸春秋

南西-ビルマ-573 インパール作戦談話　（宮崎繁三郎．牟田口廉也．三国直福） 文芸春秋

南西-ビルマ-574 インパール作戦座談会　（古思．山木．戸川） 文芸春秋

南西-ビルマ-575 インパール作戦資料　（インパール作戦の真相　牟田口廉也書簡） 牟田口　廉也

南西-ビルマ-576 歩兵第１１９連隊　ビルマ戦域における行動概要 歩兵第１１９連隊

南西-ビルマ-577 ビルマ作戦　第１０７兵站病院　ビルマ従軍記
第１０７兵站病院　安成維良軍
医大尉

南西-ビルマ-578 ビルマ派遣軍作戦経過の概要 ビルマ方面軍

南西-ビルマ-579 ビルマ作戦感状　昭１９．９．１６ 野砲兵第５６連隊　金光惠次郎

南西-ビルマ-580 インパール作戦の回想
第３３歩兵団長　山本募陸軍中
将

南西-ビルマ-581 ビルマ作戦の回顧（長沼三郎）
野戦重砲兵第３．第１８連隊　陸
軍大佐　長沼三郎

南西-ビルマ-582 第１８師団のビルマ作戦回想 第５５連隊３大隊長　榊原義章

南西-ビルマ-583 ラングーン攻略戦回想手記　昭１６．１２～１７．２．２３　１／４ 塩坪辰実　第２１４連隊

南西-ビルマ-584 ラングーン攻略戦回想手記　２／４　昭１７．３．３～１７．３．１６
第３３師団第２１４連隊　塩坪辰
実
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南西-ビルマ-585
インパール作戦敗退回想手記　４／４　昭１８．１０．１～１９．９．１
２

第３３師団第２１４連隊　塩坪辰
実

南西-ビルマ-586
北部ビルマ戡定作戦回想手記　３／４　昭和１７．３．１６～１７．６．
２５

第３３師団第２１４連隊　塩坪辰
実

南西-ビルマ-587
歩兵第６７連隊文集　第１巻　（噫独り我唯１人　其１）　昭１８．４～
２０．１

６７会　岡田栄藏

南西-ビルマ-588
歩兵第６７連隊文集　第１巻　（噫独り我唯１人　其２）　昭１８．４～
２０．１

６７会　岡田栄藏

南西-ビルマ-589 歩兵第６７連隊文集　第２巻　（純血の雄叫び）　昭１８．４～２０．８ ６７会　岡田栄藏

南西-ビルマ-590
歩兵第６７連隊文集　第３巻　（噫々万陀礼之里其の１）　昭１９．１
～２０．６

６７会　岡田栄藏

南西-ビルマ-591
歩兵第６７連隊文集　第３巻　（噫々万陀礼之里其の２）　昭１９．１
～２０．６

６７会　岡田栄藏

南西-ビルマ-592 歩兵第１０６連隊　イロハ名簿
第４９師団歩兵１０６連隊　第１
中隊長　鈴木敏（保管）

南西-ビルマ-593 拉孟．騰越．玉砕の実相　１／２部中 雲龍会

南西-ビルマ-594 拉孟．騰越．玉砕の実相　２／２部中 雲龍会

南西-ビルマ-595 慰霊ビルマ戦跡慰霊巡拝団の記録 -

南西-ビルマ-596 第４９師団歩兵第１０６連隊資料　昭２０．３～２０．６
第４９師団　歩兵１０６連隊　鈴
木敏（保管）

南西-ビルマ-597 人間性の限界を体験して　昭１９．１．中～２０．８．１２ 岩畔　豪雄

南西-ビルマ-598 第３１師団後方関係書類綴　昭１８．８．１５ 第３１師団兵器部　烈兵団

南西-ビルマ-599 ビルマ散華　ビルマ派遣　独立速射砲第１１中隊　第１４大隊 独立速射砲第１４大隊

南西-ビルマ-600
歩兵第１６連隊第１機関銃中隊戦記　遠きビルマよ（亡き戦友に捧
ぐ）

第１６連隊　越村隊

南西-ビルマ-601
山砲兵第５５連隊第３中隊小史　（戦車．マラリア．餓え．泥濘）　昭
１６．１１．１５～２１．５．２１

山砲兵第５５連隊　第３中隊

南西-ビルマ-602 第３３師団戦史資料　昭１６．１１．６～２０．８．１０ 岩田　正孝

南西-ビルマ-603 インパール方面写真　昭４７．１．２６～４７．２．１３　１／２部中 松村　弘

南西-ビルマ-604 インパール方面写真　昭４７．１．２６～４７．２．１３　２／２部中 松村　弘

南西-ビルマ-605 独立工兵第４連隊行動概要並に略図 陸軍大佐　今坂郁二

南西-ビルマ-606 歩兵第１１３連隊怒江方面　作戦手記　昭１９．４．３～１９．９．１４ 第１１３連隊付　続敞

南西-ビルマ-607 独立野砲兵第１大隊略歴　昭１８．９．１６～２２．１２．２
独立野砲兵第１大隊長　坂上繁
雄

南西-ビルマ-610 チャンドラ・ボース関係資料 外務省　アジア局第４課

南西-ビルマ-611 第４９師団歩兵第１０６連隊　留守名簿　昭１９．６～２０．８
第４９師団歩兵１０６連隊　（鈴
木敏氏保管）

南西-ビルマ-612 歩兵第６７連隊作命綴 歩兵第６７連隊

南西-ビルマ-613 第１８師団戦時月報　（４月）　昭１８．４ 第１８師団司令部　（菊）

南西-ビルマ-614 第１８師団防衛月報　（５月）　昭和１８．５ 第１８師団司令部　（菊）

南西-ビルマ-615 第１８師団防衛月報　（６月）　昭和１８．６．３０ 第１８師団司令部　（菊）

南西-ビルマ-619
歩兵第６７連隊文集　第３巻別冊　（戦没者連名簿）　昭１９．１．１
～２１．６．２１

第６７連隊会　岡田栄藏

南西-ビルマ-620 第５６師団戦時旬報　甲　昭１７．５．２１～１７．５．３１ 第５６師団司令部

南西-ビルマ-621 ビルマ作戦資料　昭１８．１０～２０．初 第１５軍参謀　藤原岩市

南西-ビルマ-622 第１１８兵站病院関係　昭和１８．４．１９～２１．１０．１２ 第１１８兵站病院　笠原六郎編

南西-ビルマ-623 悲風ビルマの土　１／２
福島県ビルマ方面　遺骨収集協
力会

南西-ビルマ-624 悲風ビルマの土　２／２
福島ビルマ方面　遺骨収集協力
会

南西-ビルマ-625 第５６師団将校職員表　昭１９．３．１０～２１．３．１５ 第５６師団
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南西-ビルマ-626 第５６師団戦時月報　甲　昭１７．６．１～１７．６．３０ 第５６師団

南西-ビルマ-627
工兵第５６連隊長　小室連隊長戦死の状況　昭和１９．６．５～１
９．９．１８

石田　徳二郎

南西-ビルマ-628 イラワジ　シツタン作戦における捜索第５６連隊　関係資料 陸軍大尉　村野新一

南西-ビルマ-629 ミートキーナ防禦戦に於ける鉄道隊　昭１９．５．１７～１９．８．上 鉄道第５連隊　第１大隊　５１会

南西-ビルマ-630 ミートキーナ防禦戦に於ける鉄道隊　昭１９．５．１７～１９．８．上 鉄道第５連隊　第１大隊　５１会

南西-ビルマ-631 歩兵第２１３連隊第１中隊の行動記録　昭１９．３ 歩兵第２１３連隊　鴨志田信義

南西-ビルマ-632 第３３師団　歩兵第２１３連隊第１大隊　第１中隊ビルマ戦史録 歩兵第２１３連隊　鴨志田信義

南西-ビルマ-633 歩兵第２１３連隊第２大隊　アキャブ作戦史 歩兵第２１３連隊　鴨志田信義

南西-ビルマ-634 歩兵第２１３連隊　鴨志田中隊長の随想　昭１８年～１９年 歩兵第２１３連隊　鴨志田信義

南西-ビルマ-636 緬甸方面軍司令部状況報告書　昭２０．８．８ 緬甸方面軍司令部

南西-ビルマ-637 歩兵第２１４連隊乗馬小隊　名簿綴　昭２０．８．１５ 歩兵第２１４連隊　塩坪辰実

南西-ビルマ-638 バーモ守備隊戦闘記録　（原好三大佐手記） 不破　博

南西-ビルマ-639 テグノパール周辺戦闘要図及び写真　昭１９．４．上～１９．６．上 -

南西-ビルマ-640 元ビルマ派遣竜６７４２部隊回顧録　（輜重兵第５６連隊） 輜重兵第５６連隊　森田滿編

南西-ビルマ-641 ビルマ関係重要来翰綴 不破　博

南西-ビルマ-642 緬甸方面軍復員関係資料綴　昭２１．７．２０ ビルマ方面軍参謀部

南西-ビルマ-643 第２８軍戦史資料　昭１９．２～２０．４ 第１復員局

南西-ビルマ-644 第５４師団緬甸方面行動．概要摘記　昭２１．１．１０ 小林　茂本

南西-ビルマ-645 歩兵第６１連隊第１大隊戦史　昭１８．９．２２～１９．１１．１７ 歩兵第６１連隊　第１大隊

南西-ビルマ-646 歩兵第１４８連隊　騰越城を巡る血戦　昭１９．６．２０～１９．９．１２
歩兵第１４８連隊大尉　脇田正
一

南西-ビルマ-647 独立歩兵第５４２大隊戦史　昭４５．２．１１ 独立歩兵第５４２大隊

南西-ビルマ-648 インパール作戦における烈兵団長の精神鑑定 山下　實六

南西-ビルマ-649 インパール作戦における烈兵団長の精神鑑定 山下　實六

南西-ビルマ-650 インパール作戦における烈兵団長の精神鑑定 山下　實六

南西-ビルマ-651 益田不可止大尉日記　巻１　昭１６．９．１２～１９．１２．３１
ビルマ独立自動車　第５５大隊
益田不可止

南西-ビルマ-652 益田不可止大尉日記　巻２　昭和２０．１．１～２０．６．１１
ビルマ独立自動車　第５５大隊
益田不可止

南西-ビルマ-653 益田不可止大尉日記　巻３
ビルマ独立自動車　第５５大隊
益田不可止

南西-ビルマ-654 アキャブ憲兵分隊発来翰綴　昭１９．２．２６～１９．７．１８ アキャブ憲兵分隊

南西-ビルマ-655 名将　櫻井将軍　１　（旧部下将兵の随想） -

南西-ビルマ-656 第５６師団「マン」作戦経過概要 第５６師団司令部

南西-ビルマ-657
「アキャブ方面における渡河作戦」と「渡河材料第１０中隊」　昭１
６．７～１８．５

（陸軍曹長）　遠藤秀男

南西-ビルマ-658 西ボロンガ島警備隊書類綴 -

南西-ビルマ-659 ビルマ戦没者名簿　（熊本ビルマ会）　昭４０．８ 熊本ビルマ会

南西-ビルマ-660 「メークテラ」付近における第１８師団の対機甲作戦 富士学校機甲科部

南西-ビルマ-661
緬甸軍政の概要（素案）別冊　「シャン」連合州軍政実施概況その
６（２）　Ｓ２０．８

第１復員局

南西-ビルマ-662 緬甸軍政の概要（素案）　全般の状況（別冊その６）（１）　Ｓ２０．８ 第１復員局



令和５年１月１２日

南西-ビルマ-663 第１５軍作戦記録目次試案　Ｓ１８．３～１９．１ -

南西-ビルマ-664 ビルマに祈る　英霊よ安らかに 山西会ビルマ戦跡　巡拝団

南西-ビルマ-665 盤作戦　第１～２期関係史料　Ｓ２０．１ １復

南西-ビルマ-666
「ラングーン部隊」に高倉中隊あり　モシトワ高地の英軍陣地攻撃
戦　Ｓ２０．６．４

-

南西-ビルマ-667
第５３兵站警備隊長．独立歩兵第４５１大隊長　「戸倉中佐陣中日
記」昭和１８．１２～昭和２１．５

ビルマ美林会

南西-ビルマ-668 緬甸作戦記録　フーコン方面第１８師団の作戦 第１復員局

南西-ビルマ-669 緬甸戦記　Ｓ１９．５
光機関　桐工作班　陸軍中尉
長瀬浩基

南西-ビルマ-670 緬甸作戦記録　（第３期）　Ｓ２１．８ 第１復員局

南西-ビルマ-671 緬甸作戦記録　（第３期）　Ｓ２２年 １復

南西-ビルマ-672 緬甸作戦記録　第３期　Ｓ１９年秋以降 第１復員局

南西-ビルマ-673 緬甸作戦記録　第２期　Ｓ２１．７ 第１復員局

南西-ビルマ-674 緬甸作戦記録　第２期　Ｓ２１．７ 第１復員局

南西-ビルマ-675 緬甸作戦記録　第１期　Ｓ２１．８ 第１復員局

南西-ビルマ-676 緬甸作戦記録　第１期　Ｓ２１．８ 第１復員局

南西-ビルマ-677 緬甸作戦記録　第１期別紙付図付表 第１復員局

南西-ビルマ-678 緬甸作戦記録　第１期別紙付図付表 第１復員局

南西-ビルマ-679 緬甸作戦記録　別紙付図付表　Ｓ２０．８ 第１復員局

南西-ビルマ-680 緬甸作戦記録　緬甸方面軍兵站の概要　昭和２４年 第１復員局

南西-ビルマ-681 インパール作戦資料　（第３１師団の行動）　Ｓ１８．３．２７ -

南西-ビルマ-682 緬甸作戦記録　インパール方面第１５軍の作戦　Ｓ２０．８ 第１復員局

南西-ビルマ-683 緬甸作戦記録　第３期　Ｓ２１．７ 第１復員局

南西-ビルマ-684 緬甸作戦記録　第３期　Ｓ２１．７ 第１復員局

南西-ビルマ-685 緬甸作戦記録　第１期付図　Ｓ２１．８調整 第１復員局

南西-ビルマ-686 第２８軍戦史資料　昭２１．１０ 第１復員局

南西-ビルマ-687 雲南龍陵付近要図 -

南西-ビルマ-688 河辺大将　「ビルマ日記」に関する考察　昭５５．４．６ 不破　博

南西-ビルマ-689 宮崎繁三郎中将回想　（２）（３） -

南西-ビルマ-690 宮崎繁三郎中将回想　（４） -

南西-ビルマ-691 緬甸作戦記録　（第１期）　昭２１．８ 第１復員局

南西-ビルマ-692 緬甸作戦記録　（第２期要図）　昭１７～１９ 第１復員局調整

南西-ビルマ-693 第４９師団　合同慰霊祭弔辞（写）　昭２０．８．５
於ビルマ国タトン　第４９師団長
竹原三郎

南西-ビルマ-694 戦史叢書　インパール作戦　訂正資料　歩兵第１３８連隊 -

南西-ビルマ-695
「ビルマ」の独立及独立後の状況　（素案の一部）　別冊その９　昭
２０．８

第１復員局

南西-ビルマ-696 魂　輜重隊　輜重兵第５６連隊 大山勘治編集

南西-ビルマ-697 緬甸方面軍関係将校名簿　昭２０．９．２０ -

南西-ビルマ-698 吾が輩はチビ公である 陸軍中将　宮崎繁三郎



令和５年１月１２日

南西-ビルマ-699 第２８軍戦史資料　連合軍総司令部（提出の分）　昭和２１．１１．１
第２８軍司令部高級参謀　陸軍
大佐　岡村愛一

南西-ビルマ-700
ビルマ作戦第５飛行師団管下　航空修理廠の活動状況記事　昭
和１７．３～１９．８

陸軍少佐　彦坂佐太郎

南西-ビルマ-701 イラワジムデ戦参考綴　昭和２０年 高橋中尉

南西-ビルマ-702 月刊「空征かば」　昭和１７年 第５飛行集団報道班

南西-ビルマ-703 緬甸作戦資料　昭和１８．２～５ -

南西-ビルマ-704 第２章　インパール作戦　昭和１９～２０年 -

南西-ビルマ-706 緬甸作戦記録　北緬地区第３３軍の作戦　昭和１９年 -

南西-ビルマ-707
戦史資料調査表　ビルマ作戦参加諸部隊履歴表　昭和１３．４～２
１．３

-

南西-ビルマ-708
緬甸「ワローバン」及「カマイン」付近　日本軍第１８師団戦闘記録
昭和２０．５

-

南西-ビルマ-709 ビルマ北部１／５０万集成図（９枚）　昭和１９年製 -

南西-ビルマ-710 ビルマ作戦関係に対する質問 -

南西-ビルマ-712 綜合貿易年表（ビルマ）　昭和１７年 陸軍省主計課別班

南西-ビルマ-713 作業隊員名簿　昭和２２．４ 北海道

南西-ビルマ-714 緬甸航空作戦　昭和１７～１８年 第５飛行集団

南西-ビルマ-715 作業隊員名簿　昭和２２．２ 三重県

南西-ビルマ-716 作業隊員名簿　昭和２２．４ 島根県　鳥取県　高知県

南西-ビルマ-717 作業隊員名簿　昭和２２．２ 青森県

南西-ビルマ-718 作業隊員名簿　昭和２２．２ 岩手県

南西-ビルマ-719 作業隊員名簿　昭和２２．２ 秋田県

南西-ビルマ-720 作業隊員名簿　昭和２２．４ 宮城県

南西-ビルマ-721 作業隊員名簿　昭和２２．２ 山形県

南西-ビルマ-722 作業隊員名簿　昭和２２．２ 福島県

南西-ビルマ-723 作業隊員名簿　昭和２２．２ 茨城県

南西-ビルマ-724 作業隊員名簿　昭和２２．２ 栃木県

南西-ビルマ-725 作業隊員名簿　昭和２２．２ 群馬県

南西-ビルマ-726 作業隊員名簿　昭和２２．２ 千葉県

南西-ビルマ-727 作業隊員名簿　昭和２２．２ 埼玉県

南西-ビルマ-728 作業隊員名簿　昭和２２．２～４ 東京都

南西-ビルマ-729 作業隊員名簿　昭和２２．２ 神奈川県

南西-ビルマ-730 作業隊員名簿　昭和２２．２ 山梨県

南西-ビルマ-731 作業隊員名簿　昭和２２．２ 長野県

南西-ビルマ-732 作業隊員名簿　昭和２２．２ 新潟県

南西-ビルマ-733 作業隊員名簿　昭和２２．２ 静岡県

南西-ビルマ-734 作業隊員名簿　昭和２２．２ 愛知県

南西-ビルマ-735 作業隊員名簿　昭和２２．２ 岐阜県

南西-ビルマ-736 作業隊員名簿　昭和２２．２ 富山県



令和５年１月１２日

南西-ビルマ-737 作業隊員名簿　昭和２２．２．４ 福井県

南西-ビルマ-738 作業隊員名簿　昭和２２．２ 石川県

南西-ビルマ-739 作業隊員名簿　昭和２２．２ 滋賀県

南西-ビルマ-740 作業隊員名簿　昭和２２．２ 奈良県

南西-ビルマ-741 作業隊員名簿　昭和２２．２ 京都府

南西-ビルマ-742 作業隊員名簿　昭和２２．２ 和歌山県

南西-ビルマ-743 作業隊員名簿　昭和２２．２ 兵庫県

南西-ビルマ-744 作業隊員名簿　昭和２２．２ 岡山県

南西-ビルマ-745 作業隊員名簿　昭和２２．２ 広島県

南西-ビルマ-746 作業隊員名簿　昭和２２．２ 山口県

南西-ビルマ-747 作業隊員名簿　昭和２２．２ 徳島県

南西-ビルマ-748 作業隊員名簿　昭和２２．２ 愛媛県

南西-ビルマ-749 作業隊員名簿　昭和２２．２ 香川県

南西-ビルマ-750 作業隊員名簿　昭和２２．４ 大分県

南西-ビルマ-751 作業隊員名簿　昭和２２．２ 宮崎県

南西-ビルマ-752 作業隊員名簿　昭和２２．２ 長崎県

南西-ビルマ-753 作業隊員名簿　昭和２２．２ 熊本県

南西-ビルマ-754 作業隊員名簿　昭和２２．２ 鹿児島県

南西-ビルマ-755 作業隊員名簿　昭和２２．４ 追加雑

南西-ビルマ-756 教育書類綴　昭和１７．８～１２月 -

南西-ビルマ-757 教育に関する書類綴　昭和１８年 烈１０５３部隊乗馬小隊

南西-ビルマ-758 米英機撃墜虎の巻　其の２　昭和１８．９ 雪部隊本部

南西-ビルマ-759 英国から見たビルマ戦線（写真） -

南西-ビルマ-760 「インパール」作戦に関する意見 烈兵団長　陸軍中将　佐藤幸徳

南西-ビルマ-761 「マン」作戦に関する書類綴　昭和１７年３月～４月 第１挺進団司令部他

南西-ビルマ-762
捜索第５４連隊第１中隊　戦闘記録　昭和２０年１月１２日～７月２
９日

捜索第５４連隊　山根大尉

南西-ビルマ-763 MEMO on Demobilization 月田隆三

南西-ビルマ-764 発来簡簿　第３３師団経理部 第３３師団経理部

南西-ビルマ-765 森１８７０６部隊　川畑隊命令録
山砲４９聯隊（森１８７０６部隊）
川畑隊

南西-ビルマ-767
陣中日誌３（野田毅　日記）昭和１６．２．１５～１６．１０．１８　野田
毅陸軍少佐関連資料

野田毅

南西-ビルマ-768
陣中日誌４（野田毅　日記）昭和１６．１０．１９～１７．４．２０　野田
毅陸軍少佐関連資料

野田毅

南西-ビルマ-769
陣中日誌５（野田毅　日記）昭和１７．４．２１～１７．１０．２０　野田
毅陸軍少佐関連資料

野田毅

南西-ビルマ-770
陣中日誌６（野田毅　日記）昭和１７．１０．２２～１８．４．２４　野田
毅陸軍少佐関連資料

野田毅

南西-ビルマ-771
陣中日誌７（野田毅　日記）昭和１８．４．２５～１８．１０．１１　野田
毅陸軍少佐関連資料

野田毅

南西-ビルマ-772
アルバム・写真類（ビルマ独立戦支援（２））　野田毅陸軍少佐関連
史料

野田毅

南西-ビルマ-773 第１５３独立整備隊留守名簿 第１５３独立整備隊



令和５年１月１２日

南西-ビルマ-774 ビルマ語日英対訳単語帳　野田毅陸軍少佐関連資料 方面軍指導部

南西-ビルマ-775 ビルマ軍養成訓練　教宣本　野田毅陸軍少佐関連資料 方面軍林宣伝部

南西-ビルマ-776 ビルマ独立義勇軍　秘話　野田毅陸軍少佐関連資料 広野道太郎

南西-ビルマ-777 ビルマの太陽　野田毅陸軍少佐関連資料 田中公平

南西-ビルマ-778 田中博厚中佐関係史料（１）　第３３軍作戦記録（案）他 田中博厚中佐

南西-ビルマ-779 田中博厚中佐関係史料（２）　復員関係文書等 田中博厚中佐

南西-ビルマ-780 田中博厚中佐関係史料（３）　付図・付表等 田中博厚中佐

南西-マレー・ジャワ-1 馬来上陸作戦について　昭１６．１１．６ 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-2 馬来上陸作戦について　昭１６．１１．６ 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-3 馬来上陸作戦について　昭１６．１１．６ 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-4 馬来作戦関係資料　昭和２１～２２ 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-5 山下奉文大将御進講草案　昭１６．１２ 第２５軍司令官　山下奉文

南西-マレー・ジャワ-6 馬来攻略計画 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-7 第２５軍戦闘序列　人員．馬匹．自動車数料記入 第２５軍　橋詰参謀

南西-マレー・ジャワ-8
馬来攻略作戦経過概要　除新嘉坡攻略作戦　昭１６．１２．８～１
７．１．３１

第２５軍司令部

南西-マレー・ジャワ-10 新嘉坡守備軍に対する降伏勤告並に処理要領 第２５軍司令部

南西-マレー・ジャワ-11 これだけ読めば戦は勝てる 辻　政信

南西-マレー・ジャワ-12 馬来戦記　（国武輝人） 国武　輝人

南西-マレー・ジャワ-13 馬来戦記　（別冊）　（国武輝人） 国武　輝人

南西-マレー・ジャワ-15 近衛師団略歴 近衛第２師団

南西-マレー・ジャワ-16 馬来作戦回顧録　（ヒース中将手記） 第２５軍富集団　司令部

南西-マレー・ジャワ-17 馬来作戦の回顧　第１編　敵前上陸編　昭和１６．１２～１７．１ 元侘美支隊長　少将侘美浩

南西-マレー・ジャワ-18 馬来作戦の回顧　第２編　シンガポール攻略戦 侘美　浩

南西-マレー・ジャワ-19 第７方面軍南西方面作戦記録 第７方面軍

南西-マレー・ジャワ-20 第７方面軍南西方面作戦記録 第７方面軍

南西-マレー・ジャワ-21 侘美支隊馬来作戦記録　１／２　昭１６．９末～１６．１２．８ 侘美支隊

南西-マレー・ジャワ-22 侘美支隊馬来作戦記録　２／２　昭１６．１２．８～１７．２．１ 侘美支隊

南西-マレー・ジャワ-23 歩兵第２３旅団緬甸作戦　行動概要　昭１７．４～１７．８ 歩兵第２３旅団

南西-マレー・ジャワ-24 第４９碇泊場司令部戦闘詳報　昭１６．１１．１６～１６．１２．１２ 第４９碇泊場司令部

南西-マレー・ジャワ-25
第４９碇泊場司令部戦闘詳報　（マライ東岸コタパル付近上陸作
戦）　昭１６．１１．１６～１６．１２．１２

第４９碇泊場司令部

南西-マレー・ジャワ-26 第１揚陸隊関係資料綴　１／２　昭１６．１１．１４～１６．１２．８ 第１揚陸隊

南西-マレー・ジャワ-27 第１揚陸隊関係資料綴　２／２　昭１６．１２．９～１６．１２．１７ 第１揚陸隊

南西-マレー・ジャワ-28 第３揚陸隊陣中日誌　昭１９．３．１～１９．３．３１ 第３揚陸隊

南西-マレー・ジャワ-29 馬来侘美支隊長宛辻参謀書翰　昭１７．１ 辻参謀

南西-マレー・ジャワ-30 近衛歩兵第３連隊戦記　昭１５．６～２２．４
近衛歩兵第３連隊　生沼吉郎・
藤岡政義

南西-マレー・ジャワ-31 近衛歩兵第４連隊第１中隊戦史　昭１５．６．４～１７．９．２９ 近衛歩兵第４連隊　第１中隊



令和５年１月１２日

南西-マレー・ジャワ-32
近衛歩兵第４連隊馬来作戦　戦闘詳報　１／４　昭和１６．１２．９
～１７．１．１１

近衛歩兵第４連隊

南西-マレー・ジャワ-33
近衛歩兵第４連隊馬来作戦　戦闘詳報　２／４　昭和１７．１．１８
～１７．２．２２

近衛歩兵第４連隊

南西-マレー・ジャワ-34
近衛第４連隊馬来作戦　戦闘詳報　３／４　昭１７．２．１～１７．２．
１６

近衛第４連隊

南西-マレー・ジャワ-35
近衛歩兵第４連隊馬来作戦　戦闘詳報　４／４　昭和１７．１．２１
～１７．２．１

近衛歩兵第４連隊

南西-マレー・ジャワ-36 近衛歩兵第４連隊馬来作戦の回想　昭１６．１２．８～１７．２．１４ 近衛歩兵第４連隊　国司憲太郎

南西-マレー・ジャワ-37 近衛歩兵第５連隊戦史資料　昭和１５．１２．４～１６．１２．１２ ５ＧｉⅡ長　児島義徳

南西-マレー・ジャワ-38 近衛歩兵第５連隊の行動概要　昭１７．２～２０．８ 近衛歩兵第５連隊長

南西-マレー・ジャワ-39 近衛歩兵第５連隊戦没者名簿　昭３９．１２ 近衛歩兵第５連隊会

南西-マレー・ジャワ-40
近衛歩兵第５連隊　世紀の進軍　付図付表　昭１６．１２．８～１７．
２．１５

近衛歩兵第５連隊本部　岩畔豪
雄

南西-マレー・ジャワ-41 近衛捜索連隊戦史資料 近衛捜索連隊

南西-マレー・ジャワ-42
第５師団馬来上陸作戦戦闘詳報　同附録附表　昭和１６．１１．１５
～１６．１２．８

第５師団

南西-マレー・ジャワ-43
第５師団北部馬来攻略戦　戦闘詳報　昭１６．１２．９～１６．１２．２
５

第５師団

南西-マレー・ジャワ-44
第５師団中部馬来攻略戦　戦闘詳報　昭１６．１２．２６～１７．１．１
２

第５師団

南西-マレー・ジャワ-45 第５師団南部馬来攻略戦　戦闘詳報　昭１７．１．３～１７．２．１ 第５師団

南西-マレー・ジャワ-46
第５師団　シンガポール攻略作戦　戦闘詳報　昭１７．２．２～１７．
２．１５

第５師団

南西-マレー・ジャワ-47 第５師団馬来作戦戦闘詳報　昭１６．１１．１５～１７．２．１５ 第５師団

南西-マレー・ジャワ-48 馬来作戦戦闘詳報　付録　戦闘の教訓　昭和１７．２ 第５師団

南西-マレー・ジャワ-49 第５師団上陸作戦　研究事項　昭１７．４ 第５師団

南西-マレー・ジャワ-50 馬来軍政概要　（藤村益藏） 藤村　益藏

南西-マレー・ジャワ-51 歩兵第１１連隊第１大隊戦闘詳報　昭１６．１２．１３～１６．１２．１９ 歩兵第１１連隊　第１大隊

南西-マレー・ジャワ-52
歩兵第１１連隊第２大隊戦闘詳報　馬来上陸作戦　北部馬来攻略
作戦

歩兵第１１連隊　第２大隊

南西-マレー・ジャワ-53
歩兵第１１連隊第２大隊戦闘詳報　馬来上陸作戦　北部馬来攻略
作戦

歩兵第１１連隊　第２大隊

南西-マレー・ジャワ-54 歩兵第１１連隊第３中隊　陣中日誌　昭１６．１．１～１６．５．３１ 歩兵第１１連隊　第３中隊

南西-マレー・ジャワ-55 歩兵第１１連隊第３中隊　陣中日誌　昭１６．６．１～１６．１０．３１ 歩兵第１１連隊　第３中隊

南西-マレー・ジャワ-56
歩兵第１１連隊第３中隊　陣中日誌　昭和１６．１１．１～１６．１２．
３１

歩兵第１１連隊　第３中隊

南西-マレー・ジャワ-57 歩兵第１１連隊第３中隊　陣中日誌　昭１７．１．１～１７．５．３１ 歩兵第１１連隊　第３中隊

南西-マレー・ジャワ-58 歩兵第１１連隊第３中隊　陣中日誌　昭１７．６．１～１７．１２．３１ 歩兵第１１連隊　第３中隊

南西-マレー・ジャワ-59 歩兵第１１連隊第３中隊　陣中日誌　昭１９．７．１～２０．４．３０ 歩兵第１１連隊　第３中隊

南西-マレー・ジャワ-61 歩兵第１１連隊第７中隊　陣中日誌　昭１７．１．１～１７．６．３０ 歩兵第１１連隊　第３中隊

南西-マレー・ジャワ-62 歩兵第１１連隊第７中隊　陣中日誌　昭１７．７．１～１７．１２．３１ 歩兵第１１連隊　第７中隊

南西-マレー・ジャワ-63
歩兵第１１連隊第１大隊砲小隊　陣中日誌　昭１６．１．１～１６．
５．３１

歩兵第１１連隊　第１大隊砲小
隊

南西-マレー・ジャワ-64
歩兵第１１連隊第１大隊砲小隊　陣中日誌　昭１６．６．１～１６．１
０．３１

歩兵第１１連隊　第１大隊砲小
隊

南西-マレー・ジャワ-65
歩兵第１１連隊第１大隊砲小隊　陣中日誌　昭１７．１．１～１７．
１．３１

歩兵第１１連隊　第１大隊砲小
隊

南西-マレー・ジャワ-66
歩兵第１１連隊第１大隊砲小隊　陣中日誌　昭１７．２．１～１７．
５．３１

歩兵第１１連隊　第１大隊砲小
隊

南西-マレー・ジャワ-67
歩兵第１１連隊第１大隊砲小隊　陣中日誌　昭１７．７．１～１７．１
２．３１

歩兵第１１連隊　第１大隊砲小
隊

南西-マレー・ジャワ-68 歩兵第１１連隊第２大隊　戦闘詳報　昭１６．１２．２６～１７．２．１ 歩兵第１１連隊　第２大隊



令和５年１月１２日

南西-マレー・ジャワ-69 歩兵第１１連隊　戦闘詳報　昭１８．２．２１ 歩兵第１１連隊

南西-マレー・ジャワ-70 歩兵第１１連隊　第５中隊　戦闘詳報 歩兵第１１連隊　第５中隊

南西-マレー・ジャワ-71
歩兵第１１連隊歩兵砲中隊　戦闘行動詳報　昭１６．１２．８～１７．
２．１５

歩兵第１１連隊　歩兵砲中隊

南西-マレー・ジャワ-72 馬来作戦部隊兵器関係意見蒐録　昭１８．３．１０ 陸軍兵器　行政本部

南西-マレー・ジャワ-73 パレンバン防衛司令部戦史資料　昭２１．７．１ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-74
戦史編纂資料　パレンバン防衛司令部　昭和１９年初頭より終戦
まで

パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-75
戦史編纂資料　パレンバン防衛司令部　昭和１９年初頭より終戦
まで

パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-76
戦史編纂資料　パレンバン防衛司令部　昭和１９年初頭より終戦
まで

パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-77 英領馬来情報記録　昭１６．９．２０ 参謀本部

南西-マレー・ジャワ-78 マライ総観　昭１８．７．２０ 陸軍省報道部

南西-マレー・ジャワ-79 第２５軍司令部　森口隊将校名簿　昭２１．６．３０ 第２５軍

南西-マレー・ジャワ-80 第２５軍窪田隊部隊略歴　昭２０．７．１ 第２５軍

南西-マレー・ジャワ-81
捜索第５連隊泰馬来国境　陣地突破戦闘　昭１６．１０．１５～１６．
１２．８

捜索第５連隊

南西-マレー・ジャワ-82
牟田口中将回想録　１．アレキサンダー病院虐殺事件　２．師団長
時代　昭３４．５記

牟田口　廉也

南西-マレー・ジャワ-83 シンガポール攻略作戦に関する所見　昭３４．３．１０記 第１８師団長　牟田口廉也

南西-マレー・ジャワ-84 スマトラ作戦記録　１／５　昭１７．２～２０．８．１５ 復員局　第２５軍

南西-マレー・ジャワ-85 スマトラ作戦記録　２／５　昭１７．２～２０．８．１５ 復員局　第２５軍

南西-マレー・ジャワ-86 スマトラ作戦記録　３／５　昭１７．２～２０．８．１５ 復員局　第２５軍

南西-マレー・ジャワ-87 スマトラ作戦記録　４／５　昭１７．２～２０．８．１５ 復員局　第２５軍

南西-マレー・ジャワ-88 スマトラ作戦記録　５／５　昭１７．２～２０．８．１５ 復員局　第２５軍

南西-マレー・ジャワ-89 シンガポール攻略作戦　戦闘詳報補遺　昭３４．２．１記
第１８師団　歩１１４連隊第３大
隊長　亀本哲

南西-マレー・ジャワ-90 新波坡攻略作戦　戦闘詳報　昭１７．２．１～１７．２．１５
第１８師団　歩１１４連隊第３大
隊長　亀本哲

南西-マレー・ジャワ-91 南西方面作戦記録　昭１９．４～２０．８．１５ 第７方面軍

南西-マレー・ジャワ-92 南西方面作戦記録　昭１９．４～１９．１２ 第１復員局　第７方面軍

南西-マレー・ジャワ-93 南西方面作戦記録 第７方面軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-94 南西方面作戦記録 第７方面軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-95 南西方面作戦記録 第７方面軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-96 「ジャバ」攻略戦行動詳報　昭１７．１５～１７．３．１４ 独立速射砲　第５大隊

南西-マレー・ジャワ-100 近衛第２師団長上奏文　昭２１．１１．１５ 近衛第２師団長　久野村桃代

南西-マレー・ジャワ-101
独立自動車第４２大隊第１中隊　行動詳報　昭１６．１０．１４～１
６．１２．２８

独立自動車第４２大隊　第１中
隊

南西-マレー・ジャワ-102
独立自動車第４２大隊第１中隊　行動詳報　昭１７．１．１～１７．
２．２８

独立自動車第４２大隊　第１中
隊

南西-マレー・ジャワ-103
独立自動車第４２大隊第１中隊　行動詳報　昭１７．４．１～１７．
４．３０

独立自動車第４２大隊　第１中
隊

南西-マレー・ジャワ-104
独立自動車第４２大隊第１中隊　行動詳報　昭１７．５．１～１７．
６．３０

独立自動車第４２大隊　第１中
隊

南西-マレー・ジャワ-105
独立自動車第４２大隊第１中隊　行動詳報　昭１７．６．１～１７．
６．３０

独立自動車第４２大隊　第１中
隊

南西-マレー・ジャワ-106
独立自動車第４２大隊第１中隊　行動詳報　昭１７．７．１～１７．
７．３１

独立自動車第４２大隊　第１中
隊

南西-マレー・ジャワ-107
独立自動車第４２大隊第１中隊　行動詳報　昭１７．８．１～１７．
９．３０

独立自動車第４２大隊　第１中
隊
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南西-マレー・ジャワ-108
独立自動車第４２大隊第１中隊　行動詳報　昭１７．１０．１～１７．
１０．３１

独立自動車第４２大隊　第１中
隊

南西-マレー・ジャワ-109
独立自動車第４２大隊第１中隊　行動詳報　昭１７．１１．１～１７．
１１．３０

独立自動車第４２大隊　第１中
隊

南西-マレー・ジャワ-110
独立自動車第４２大隊第１中隊　行動詳報　昭１７．１２．１～１７．
１２．３１

独立自動車第４２大隊　第１中
隊

南西-マレー・ジャワ-111
独立自動車第４２大隊第１中隊　行動詳報　昭１８．１．１～１８．
２．２８

独立自動車第４２大隊　第１中
隊

南西-マレー・ジャワ-112
独立自動車第４２大隊第１中隊　陣中日誌　昭１８．３．１～１８．
５．３１

独立自動車第４２大隊　第１中
隊

南西-マレー・ジャワ-113 独立自動車第４２大隊　陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．１０．３１ 独立自動車第４２大隊

南西-マレー・ジャワ-114
独立自動車第３９大隊第４中隊　陣中日誌　昭１７．２．１～１７．
８．３１

独立自動車第３９大隊　第４中
隊

南西-マレー・ジャワ-115
独立自動車第３９大隊第４中隊　陣中日誌　昭１７．９．１～１８．
９．３０

独立自動車第３９大隊　第４中
隊

南西-マレー・ジャワ-116 昭南憲兵隊連名簿
独立自動車第３９大隊　第４中
隊

南西-マレー・ジャワ-117 メダン憲兵分隊命令綴　昭２０．８．１４～２０．９．１２ メダン憲兵分隊

南西-マレー・ジャワ-118 特設自動車第１２中隊　陣中日誌　昭１８．６．１～１８．８．３１ 特設自動車　第１２中隊

南西-マレー・ジャワ-119 南方第９陸軍病院予備役編入　願書綴　昭２０．８．１５ 南方第９陸軍病院

南西-マレー・ジャワ-120 「シンガポール」に於ける敵軍戦闘　指導要領要図　昭１７．２ 第２５軍　（富）司令部

南西-マレー・ジャワ-121 Ｆ機関長の手記（１） 藤原　岩市

南西-マレー・ジャワ-122 Ｆ機関長の手記（２） 藤原　岩市

南西-マレー・ジャワ-123 Ｆ機関の馬来工作に関する報告　昭和１７．３．１５ Ｆ機関　（藤原）

南西-マレー・ジャワ-124 パレンバン防衛司令部内地帰還綴　昭２１．５．２４～２１．１１．４ パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-125 パレンバン防衛司令部部隊略歴　昭２１．６．１５調製 パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-126 パレンバン防衛司令部軍属名簿 パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-127 印度兵に関する綴　昭２０．９．２０ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-128 南スマトラ燃料工廠名簿 パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-129 パレンバン防衛司令部人員表　（その１） パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-129_2 パレンバン防衛司令部人員表　（その２） パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-130 パレンバン防衛司令部復員名簿　昭２１．１０．２８ パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-131 独立工兵第１１連隊ベラワン港状況　昭１７．３ 独立工兵第１１連隊

南西-マレー・ジャワ-132 富南部貨物廠　死没者戦傷病者証拠書類　昭２１年 富南部貨物廠

南西-マレー・ジャワ-133 富南部自動車廠処刑者連名簿　昭２１年 富南部自動車廠

南西-マレー・ジャワ-134 富南部貨物廠兵名簿　昭２１．７．３１ 富南部貨物廠

南西-マレー・ジャワ-135 富南部貨物廠死没者に関する書類綴 富南部貨物廠

南西-マレー・ジャワ-136
南方第９陸軍病院離隊者報告　参考　昭２０．９．１０～２０．１０．１
６

南方第９陸軍病院

南西-マレー・ジャワ-137 朝鮮出身雇傭人連名票　昭２０．１２．１ 馬来俘虜　収容所

南西-マレー・ジャワ-138 馬来俘虜収容所将校名簿 馬来俘虜収容所

南西-マレー・ジャワ-139 病院船衛生第５４班　業務詳報　昭１６．１１．１３～１６．１２．２３ 病院船第５４班

南西-マレー・ジャワ-140 病院船衛生第５４班　業務詳報　昭１６．１１．１３～１６．１２．２３ 病院船第５４班

南西-マレー・ジャワ-141 富南部自動車廠部隊略歴　昭２０．８．１ 富南部自動車廠

南西-マレー・ジャワ-142 特設自動車第１２中隊　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ 特設自動車　第１２中隊



令和５年１月１２日

南西-マレー・ジャワ-143 パレンバン防衛司令部編成表　昭２０．８．１５ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-144 パレンバン防衛司令部将校名簿　昭２１．９．１ パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-145
独立工兵第２６連隊第２中隊　第１小隊戦闘詳報　昭１７．２．９～
３．３

独立工兵第２６連隊　第２中隊
第１小隊

南西-マレー・ジャワ-146 南方第９陸軍病院部隊略歴　昭１７．１０．１～２１．３．１９ 南方第９陸軍病院

南西-マレー・ジャワ-147 在スマトラ方面部隊史実資料綴 厚生省　引揚援護局集録

南西-マレー・ジャワ-149 パレンバン防衛司令部自動車隊人名簿　昭２０．１２．１ パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-150 パレンバン防衛司令部自動車隊遺骨に関する綴　昭１９～２０ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-151 パレンバン防衛司令部　留守名簿　昭２０．１０．１ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-154
パレンバン防衛司令部　靖国神社合祀名簿　昭２１．５．１３～２
１．９．１

パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-155 パレンバン防衛司令部自動車隊　賞与給与に関する書類 パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-156
パレンバン防衛司令部自動車隊人馬異動録　昭２０．８．１８～２
２．２．５

パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-157 パレンバン防衛司令部自動車隊　復員名簿　昭２０．８～２１．１１ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-158 パレンバン防衛司令部自動車隊　復員名簿　昭２０．８～２１．１１ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-160 パレンバン防衛司令部　還送者名簿 パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-161 パレンバン防衛司令部　抑留者に関する書類 パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-162
パレンバン防衛司令部自動車隊留守名簿　異動（訂正）通報　昭
和21年

パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-164 パレンバン防衛司令部　軍属兵籍異動通報綴 パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-165 パレンバン防衛司令部　部隊人員調査一覧表 パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-166 パレンバン防衛司令部　「タイレア」号乗船名簿 パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-167 パレンバン防衛司令部　ＶＨ－３号乗船名簿 パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-168 パレンバン防衛司令部　人員調査表綴 パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-169 復員船乗船名簿　昭和２１．７ 南方諸部隊

南西-マレー・ジャワ-170 パレンバン防衛司令部　人名簿 パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-171 パレンバン防衛司令部　兵籍異動通報綴 パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-172 連合軍に提出せし人員所在に関する綴　１／２ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-172_2 連合軍に提出せし人員所在に関する綴　２／２ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-173 第１６軍　爪哇部隊史実資料 第１６軍

南西-マレー・ジャワ-175 パレンバン防衛司令部　「ポコダ」丸乗船名簿　昭２１．１０．９ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-176 軍人．軍属．邦人．人員調査　関係書類 パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-177 パレンバン防衛司令部　人事に関する書類綴　昭２１年 パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-178
パレンバン防衛司令部　自動車　人事に関する書類綴　昭和２０
年

パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-179 パレンバン防衛司令部　参考書類綴 パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-180 パレンバン防衛司令部　自動車隊　人事に関する書類綴 パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-181 南スマトラ燃料工廠　隊属貨物明細表 南スマトラ　燃料工廠

南西-マレー・ジャワ-182 独立自動車第３９大隊　第４中隊陣中日誌　昭１７．３～１７．９ 独立自動車第３９大隊

南西-マレー・ジャワ-183 馬来作戦資料 -



令和５年１月１２日

南西-マレー・ジャワ-184 歩兵第１３連隊　第２機関銃中隊命令録 第２機関銃中隊

南西-マレー・ジャワ-185 パレンバン防衛司令部　「大安丸」乗船名簿 パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-186
パレンバン防衛司令部　外地事情（南部スマトラ地域）　昭和２０～
２１．１１．初旬

パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-187 第１６軍命令綴　治作命丁第３２号 第１６軍

南西-マレー・ジャワ-188 第１６兵站衛生隊状況報告綴　（鷺第３９９２部隊）　昭１６年 第１６兵站衛生隊

南西-マレー・ジャワ-189
第１６軍混成第５６歩兵団　高射砲第４４大隊戦闘詳報　（バリック
パパン攻略戦闘並バリックパパン付近の防空警備間）　昭１７．１．
１７～１７．２．２３

第１６軍

南西-マレー・ジャワ-190
第１６軍混成第５６歩兵団　高射砲第４４大隊戦闘詳報　（タラカン
島攻略）　昭１７．１．１７～１７．１．１６

第１６軍

南西-マレー・ジャワ-191
第１６軍混成第５６歩兵団　高射砲第４４大隊中部ジャワ攻略　戦
闘詳報　（バタビヤ付近防空警備）　昭１７．２．２４～１７．５．１

第１６軍

南西-マレー・ジャワ-192
橋詰参謀備忘録　（第２３軍第２５軍在職間）　昭１６．２．１５～１
６．１２

橋詰参謀

南西-マレー・ジャワ-193 第４８師団のジャワ攻略戦 第４８師団参謀長　川越守二

南西-マレー・ジャワ-194 野砲兵第２連隊　戦闘詳報（ジャワ攻略）　昭和１７．２～１７．３
野砲兵第２連隊　第３中隊　第１
大隊

南西-マレー・ジャワ-195 「ジャワ」島に於ける鉄道の輸送力判断 参謀本部

南西-マレー・ジャワ-196 第１６軍兵站交通及通信計画 第１６軍

南西-マレー・ジャワ-197
第１６軍兵站関係命令綴　（於龍城．バンドウン．バタビヤ）　昭１
７．２．１１～１７．４．１２

第１６軍

南西-マレー・ジャワ-198
東海林支隊上陸計画　（バタビヤ．ボジョネゴロ．メラク．チカンペ
ク．バンドン）　昭１７．２．３

東海林支隊

南西-マレー・ジャワ-199 東海林支隊場陸作業計画　Ｈ作戦２号方面における　昭１７．２．６ 東海林支隊

南西-マレー・ジャワ-200 ジャワ作戦関係資料 -

南西-マレー・ジャワ-201 土橋兵団特情　昭１７．８ 土橋兵団

南西-マレー・ジャワ-202
第１６軍ジャワ関係資料　１．第１６軍命令　２．野戦高射砲第４５
大隊　第１中隊戦闘計画　３．バタビヤ警備隊

第１６軍

南西-マレー・ジャワ-203 第１６軍終戦処理記　其１ 第１６軍

南西-マレー・ジャワ-204 第１６軍終戦処理記　其２ 第１６軍

南西-マレー・ジャワ-205 第１６軍発来翰綴（軍律関係）　昭１７ 第１６軍　治集団法務部

南西-マレー・ジャワ-218 蘭印軍素質及能力に関する資料　昭１６．８．３１ 参謀本部

南西-マレー・ジャワ-219 蘭印軍素質及能力に関する資料　昭１６．８．３１ 参謀本部

南西-マレー・ジャワ-220 憲兵情報（ジャワ） 爪哇　サクラ山憲兵隊

南西-マレー・ジャワ-222 作命綴　昭１９．２～１９．６ 独立速射砲第２大隊　第３中隊

南西-マレー・ジャワ-224 中華民国国民政府　ビルマにおける中国軍の作戦 中華民国国民政府

南西-マレー・ジャワ-225 第２９軍　馬来作戦記録 第２９軍　復員局

南西-マレー・ジャワ-226 第２９軍　馬来作戦記録 第２９軍　復員局

南西-マレー・ジャワ-227 第２９軍　馬来作戦記録 第２９軍　復員局

南西-マレー・ジャワ-227_2 第２９軍　馬来作戦記録 第２９軍　復員局

南西-マレー・ジャワ-228 第２９軍　馬来作戦記録 第２９軍　復員局

南西-マレー・ジャワ-229 第１６軍　爪哇作戦記録 第１６軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-230 第１６軍　爪哇作戦記録 第１６軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-231 第１６軍　爪哇作戦記録 第１６軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-232 第１６軍　爪哇作戦記録 第１６軍　第１復員局
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南西-マレー・ジャワ-233 第１６軍　爪哇作戦記録 第１６軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-234 第１６軍　爪哇作戦記録 第１６軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-235 第１６軍　爪哇作戦記録　其の２ 第１６軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-236 第１６軍　爪哇作戦記録　其の２ 第１６軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-237 第１６軍　爪哇作戦記録　其の２ 第１６軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-238 第１６軍　爪哇作戦記録　其の２ 第１６軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-239 第１６軍　爪哇作戦記録　其の２ 第１６軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-240 パレンバン及バンカ島　作戦記録 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-241 パレンバン及バンカ島　作戦記録 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-242 パレンバン及バンカ島　作戦記録 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-243 パレンバン及バンカ島　作戦記録 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-244 パレンバン及バンカ島　作戦記録 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-245 パレンバン終戦顛末記
元パレンバン　燃料工廠長　陸
軍少将　淺野剛

南西-マレー・ジャワ-246 仏領印度支那方面作戦記録 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-247 パレンバン州政庁事務引継書 パレンバン州政庁　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-248 報告綴　モロタイ地区憲兵隊　昭１９
モロタイ地区憲兵隊　第１復員
局

南西-マレー・ジャワ-249 編成に関する綴（其の２）　昭和２１年２月以降 正（翔）兵団参謀部

南西-マレー・ジャワ-255 糧秣受払簿　昭１９年 モロタイ地区憲兵隊

南西-マレー・ジャワ-256 陣中日誌　昭１９年 ムアラ現場事務所

南西-マレー・ジャワ-257 特務日誌　昭１９年 モロタイ駐屯部隊　野崎伍長

南西-マレー・ジャワ-258 陣中日誌　第６号　昭１８．８．１～１８．８．３１ 捜索第５４連隊　第１中隊

南西-マレー・ジャワ-263
昭南島及ジャバ島出張報告　（火砲及要塞関係）　昭１７．３～１
７．５

沼口匡隆・秋山克二

南西-マレー・ジャワ-264 特設自動車第１６大隊　第１中隊将校名簿　昭２１．１２．２８
特設自動車第１６大隊　第１中
隊

南西-マレー・ジャワ-265 シンガポール第９部隊連名簿　昭２２．１．２ シンガポール第９部隊

南西-マレー・ジャワ-266 陣中日誌 野戦高射砲第５１大隊

南西-マレー・ジャワ-267 第２５軍　馬来作戦記録 第２５軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-268 第２５軍　馬来作戦記録 第２５軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-269 第２５軍　馬来作戦記録 第２５軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-270 第２５軍　馬来作戦記録 第２５軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-271 第２５軍　馬来作戦記録 第２５軍　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-281
近衛歩兵第４連隊　藤林中尉陣中日誌　（馬来．スマトラ作戦）　昭
１７．１．１～１７．３．２４

藤林中尉

南西-マレー・ジャワ-282 岡方作命甲綴　其の１ 第７方面軍　参謀部

南西-マレー・ジャワ-283 岡方作命甲綴　其の２ 第７方面軍　参謀部

南西-マレー・ジャワ-284 岡方作命甲綴　其の３ 第７方面軍　参謀部

南西-マレー・ジャワ-285 通信綱図綴 パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-286 馬来作戦回顧録　印度軍第１１師団長　「キー」少将 富集団司令部　（２５Ａ）



令和５年１月１２日

南西-マレー・ジャワ-288 馬来作戦に基く兵器に関する調査研究録 -

南西-マレー・ジャワ-290 歩兵第４７連隊戦記　（ジャワ作戦） 歩兵第４７連隊　平松史料

南西-マレー・ジャワ-291
近衛野砲兵連隊泰国進入作戦　戦闘詳報　１／３　昭１６．１２．８
～１６．１２．１５

近衛野砲兵連隊本部

南西-マレー・ジャワ-292
近衛野砲兵連隊南部馬来攻略作戦戦闘詳報　２／３　昭１７．１．
１３～１７．１．３１

近衛野砲兵連隊本部

南西-マレー・ジャワ-293
近衛野砲兵連隊新嘉坡攻略作戦戦闘詳報　３／３　昭１７．２．１
～１７．２．１５

近衛野砲兵連隊本部

南西-マレー・ジャワ-294 近衛師団状況報告書　昭１６．６．１８～１７．４末 近衛師団　陸軍中将西村琢磨

南西-マレー・ジャワ-295
近衛師団馬来半島　新嘉坡島攻略作戦に於ける賞詞（写）集　昭
和１７．２．２３

近衛師団司令部

南西-マレー・ジャワ-296 「パレンバン」終戦顛末記　昭１８．９．１０～２２．５．４ スマトラ燃料工廠　淺野剛

南西-マレー・ジャワ-297 昭南防衛隊作戦経過の概要　昭１９．１０．１９～２０．８．１９ 田坂　專一

南西-マレー・ジャワ-298 これだけ読めば戦は勝てる　１／２ 大本営陸軍部

南西-マレー・ジャワ-299 これだけ読めば戦は勝てる　２／２ 大本営陸軍部

南西-マレー・ジャワ-300 第１８師団　馬来作戦戦闘詳報　昭１６．１２．８～１７．２．１５ 佐藤　不二夫

南西-マレー・ジャワ-301 第２５軍　情報記録　昭１７年 富集団司令部

南西-マレー・ジャワ-302 第７方面軍司令官訓示綴　昭２０．８．１８～２１．７．２０ 第７方面軍

南西-マレー・ジャワ-303
歩兵第４２連隊第６中隊　第１小隊　ジョホール水道敵前渡河の記
昭１７．１．１９

歩兵第４２連隊第６中隊　第１小
隊

南西-マレー・ジャワ-304 ジョホール水道写真　昭１７．２ 東部第７６部隊　（気球連隊）

南西-マレー・ジャワ-305 第７方面軍　戦力概況表　兵力配置要図 第７方面軍

南西-マレー・ジャワ-306 シンガポール通過部隊履歴書　昭２１．１２．３１
シンガポール通過部隊　宿舎司
令部

南西-マレー・ジャワ-308 富南部自動車廠生死不明者名簿 富南部自動車廠

南西-マレー・ジャワ-309 正（翔）兵団命令綴　昭２０．１．７～２１．１．６ 正（翔）兵団司令部

南西-マレー・ジャワ-310 正（翔）兵団命令綴　昭２１．２．１４～２１．３．６ 正（翔）兵団司令部

南西-マレー・ジャワ-311
正（翔）兵団命令綴　（第１号～第１３１号）　昭２１．３．８～２１．７．
９

正（翔）兵団司令部

南西-マレー・ジャワ-312
正（翔）兵団命令綴　（第１３２～２５９号）　昭２１．７．１０～２１．１
１．８

正（翔）兵団司令部

南西-マレー・ジャワ-313 パレンバン防衛司令部　自動車隊兵名簿　昭２１．５．１ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-314 パレンバン防衛司令部残留者連名簿　昭２１．１０．２５ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-315 製油所被害に関する綴　昭２１．７．１２～２１．７．２２ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-316 第４９碇泊場司令部　業務日報　昭１７．９ 第４９碇泊場　司令部

南西-マレー・ジャワ-317 パレンバン防衛司令部復員名簿　其の１～３　昭２２．１．１１ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-318 パレンバン防衛司令部復員名簿　其の１～３　昭２２．１．１１ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-319 パレンバン防衛司令部復員名簿　其の１～３　昭２２．１．１１ パレンバン　防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-320 「シンガポール」の降伏　昭１７．２．８～１７．２．１５ Ａ・Ｅ　パーシヴァル

南西-マレー・ジャワ-321
第２５軍司令官　斉藤弥平太陣中日記　１／２　昭和１７．７．１～１
８．２．２５

第２５軍司令官　斉藤弥平太

南西-マレー・ジャワ-322
第２５軍司令官　斉藤弥平太陣中日記　２／２　昭和１７．７．１～１
８．２．２５

第２５軍司令官　斉藤弥平太

南西-マレー・ジャワ-323
独立混成第２８旅団　独立歩兵第１５６大隊資料　昭２０．８．１５～
２１．７．２７

独立混成第２８旅団　独立歩兵
第１５６大隊　第２中隊　（川崎雪
林）

南西-マレー・ジャワ-324 国武輝人参謀作戦日記　昭１６．１１．１６～１７．４．４ 国武　輝人

南西-マレー・ジャワ-325 スマトラ庶務規程　（昭和１７年度富軍政年報）　昭和１７年度 第２５軍　軍政監部



令和５年１月１２日

南西-マレー・ジャワ-326
南十字星を目指して　（マレー．シンガポール作戦における独立速
射砲第１大隊第２中隊第１小隊の行動記録）

野口　鉱一

南西-マレー・ジャワ-327
独立速射砲第１大隊第２中隊　第１小隊の行動　昭１５．７～１９．
１２

野口　鉱一

南西-マレー・ジャワ-328 第４８師団終戦処理状況報告　昭２１．３．１２～２１．７．５ 第４８師団

南西-マレー・ジャワ-329
近衛歩兵第５連隊　第３大隊感状　（児島義徳氏寄贈）　昭和１７．
２．１５

第２５軍司令官　山下奉文

南西-マレー・ジャワ-330 北スマトラ燃料工廠戦史資料　昭１９．３～２０．８ 北スマトラ　燃料工廠

南西-マレー・ジャワ-331 南スマトラの状況　昭１８．３．２５～２２．１１ -

南西-マレー・ジャワ-332 スマトラ兵要地誌図　昭１９．１０ 富集団司令部　（第２５軍）

南西-マレー・ジャワ-333 ジャワ第１３独立守備隊　独立混成第２７旅団史料 松木秀満収集

南西-マレー・ジャワ-334 ジャワ自動車道図（１／５０）其１～３　昭１７．１ 参謀本部

南西-マレー・ジャワ-335 東部ジャワ敵情地形要図　昭１７．２．下 海第１１　航空隊参謀

南西-マレー・ジャワ-336 第１６軍関係史料　（上巻）　昭和３１～５１収集 松本　秀満

南西-マレー・ジャワ-337 第１６軍（蘭印攻略）史料　（下巻） 松木秀満収集

南西-マレー・ジャワ-338
大東亜戦争　開戦頭初　馬来．シンガポール方面写真帳　其１　昭
１７～１８年

徳川史料

南西-マレー・ジャワ-339
大東亜戦争　開戦頭初　馬来．シンガポール方面写真帳　其２　昭
１７～１８年

徳川史料

南西-マレー・ジャワ-340 歩兵第４７連隊南方転進関係　資料 当時４７ｉ長　柳勇

南西-マレー・ジャワ-341 歩兵第４７連隊「ジャワ」作戦資料 歩兵第４７連隊長　柳勇

南西-マレー・ジャワ-342 歩兵第４７連隊「ジャワ」作戦資料 歩兵第４７連隊長　柳勇

南西-マレー・ジャワ-343 歩兵第４７連隊「リンガエン」から「チモール」まで 歩兵第４７連隊長　柳勇

南西-マレー・ジャワ-344 歩兵第４７連隊終戦資料 歩兵第４７連隊長　柳勇

南西-マレー・ジャワ-345 近衛第２師団将校復員名簿　昭和２１年 -

南西-マレー・ジャワ-346 戦蹟と墓標（馬来島北部地区）　昭１８．２．１５ ケダ州政応

南西-マレー・ジャワ-347 飯村中将メモ 飯村中将

南西-マレー・ジャワ-348
近衛歩兵第４連隊第１大隊　スクゲスプト付近戦闘詳報　第４号
昭１６．１２．２６～１６．１２．２７

近衛歩兵第４連隊　第１大隊

南西-マレー・ジャワ-349
近衛歩兵第４連隊第１大隊　クラン付近戦闘詳報　第５号　昭１７．
１．１０～１７．１．１１

近衛歩兵第４連隊　第１大隊

南西-マレー・ジャワ-350
近衛歩兵第４連隊第１大隊　バッパハット付近戦闘詳報　第６号
昭１７．１．１５～１７．１．２７

近衛歩兵第４連隊　第１大隊

南西-マレー・ジャワ-351
近衛歩兵第４連隊第１大隊　シンガポール島攻略戦闘詳報　昭１
７．２．９～１９．２．１５

近衛歩兵第４連隊　第１大隊

南西-マレー・ジャワ-352 第７方面軍命令綴　昭２０．８．１７ 第７方面軍（岡）　参謀部

南西-マレー・ジャワ-353 第２５軍（富集団）命令綴　昭２０年 第２５軍司令部

南西-マレー・ジャワ-354 第２５軍司令部　森口隊略歴書 第２５軍司令部

南西-マレー・ジャワ-356 馬来東海岸　侘美支隊作戦記録（案）　第１巻 侘美支隊

南西-マレー・ジャワ-357 馬来東海岸　侘美支隊作戦記録（案）　第２巻 侘美支隊

南西-マレー・ジャワ-358
歩兵第４連隊第３大隊　佐々木部隊行動詳報　昭１７．３．１～１
７．３．１２

歩兵第４連隊　第３大隊

南西-マレー・ジャワ-359 第２船舶工作廠陣中日誌　昭１７．５．１～１７．５．３１ 第２船舶工作廠　資材整備隊

南西-マレー・ジャワ-360 第３揚陸隊第１中隊　作業詳報　昭１９ 第３揚陸隊　第１中隊

南西-マレー・ジャワ-361 パレンバン防衛司令部部隊略歴　昭２１．６．１５調 パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-362 電信第１連隊第３中隊　部隊略歴　昭１６．１０．７～２１．１１．７ 電信第１連隊　第３中隊



令和５年１月１２日

南西-マレー・ジャワ-363 爪哇憲兵隊電報受発簿　昭１９年 爪哇憲兵隊

南西-マレー・ジャワ-364 新嘉坡作業隊　昭２０．９．５～２２．３ 新嘉坡作業隊

南西-マレー・ジャワ-365 ムアラ地区建設隊　防諜関係綴　昭１９年度 ムアラ地区建設隊

南西-マレー・ジャワ-366 テマングンの石碑（テマングン抑留所の日々） 笠原　英佐武

南西-マレー・ジャワ-367 国司支隊マレー作戦の従軍日記　昭１７．１月 総山　孝雄

南西-マレー・ジャワ-368 第５師団作戦経過の概要　昭１７．２～１９．１０ 第５師団

南西-マレー・ジャワ-369 侘美支隊戦闘経過要図　昭１６．１２．８ 侘美支隊

南西-マレー・ジャワ-370 爪哇事情　昭１７．１２．２１ 鯉部隊軍医部　（５Ｄ）

南西-マレー・ジャワ-371
独立工兵第１５連隊　支那事変．大東亜戦争体験　昭１５．１～１
８．１末

独立工兵第１５連隊　横山部隊

南西-マレー・ジャワ-372 インドネシア民族運動 -

南西-マレー・ジャワ-373 インドネシア政策指針　昭２０年 -

南西-マレー・ジャワ-374 パレンバン及バンカ島作戦記録　昭２２．１０ 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-375
馬来作戦「コタバル」付近　戦闘経過概要　昭１６．１２．８～１６．１
２．１１

第２５軍司令部

南西-マレー・ジャワ-376 馬来攻略戦経過概要　昭１６．１２．８～１７．１．７ 第２５軍司令部

南西-マレー・ジャワ-377
馬来作戦「スリムリバー」「スリム」付近　戦闘経過概要　昭１７．
１．５～１７．１．７

第２５軍司令部

南西-マレー・ジャワ-378
馬来作戦「バクリ」「パリットスロン」付近　戦闘経過概要　昭和１
７．１．１７～１７．１．２２

第２５軍司令部

南西-マレー・ジャワ-379 馬来作戦新嘉坡攻略作戦　経過概要　昭１７．２．１～１７．２．１ 第２５軍司令部

南西-マレー・ジャワ-380
馬来作戦「ジットラ」付近　戦闘経過概要　昭和１６．２．１１～１６．
２．１２

第２５軍司令部

南西-マレー・ジャワ-381 英軍俘虜－将校の手記（続）　昭１７．５ 富集団司令部

南西-マレー・ジャワ-382
馬来作戦回顧録　（印度軍第１１師団長「キ」少将記）　昭１７．６．
２０

富集団司令部　第１復員局

南西-マレー・ジャワ-383 パレンバン防衛部隊戦史資料 パレンバン防衛部隊

南西-マレー・ジャワ-384 第７方面軍兵力配備要図 -

南西-マレー・ジャワ-385 船舶工兵第１０連隊将校職員表 船舶工兵第１０連隊

南西-マレー・ジャワ-388 交趾支那－マレースマトラ地図　１／２００万　昭１６ 参謀本部

南西-マレー・ジャワ-389 東印度作戦記録　補足（私稿）　昭２１．６．２４ 高嶋　辰彦

南西-マレー・ジャワ-390 侘美支隊長に対する山下奉文中将の書簡　（写） -

南西-マレー・ジャワ-391_1 菊部隊慰霊巡拝団　レポート　マレーシアシンガポール -

南西-マレー・ジャワ-391_2 菊部隊慰霊巡拝団　レポート　マレーシアシンガポール -

南西-マレー・ジャワ-391_3 菊部隊慰霊巡拝団　レポート　マレーシアシンガポール -

南西-マレー・ジャワ-392 馬来作戦記録 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-393 爪哇作戦記録　第１６軍　昭２１．８ 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-394 戦史史料 南方軍下士官　候補者隊

南西-マレー・ジャワ-395 馬来攻略作戦 -

南西-マレー・ジャワ-396 馬来攻略計画　昭和２６．４．２８ 第１復員局

南西-マレー・ジャワ-397 昭南憲兵隊逃亡者名簿　昭２１．１１．２３ 昭南憲兵隊

南西-マレー・ジャワ-398 感状－近衛歩兵第５連隊　第３大隊　昭和１７．２．１５ 第２５軍司令官　山下奉文



令和５年１月１２日

南西-マレー・ジャワ-399
治集団情報記録　（ジャワ攻略作戦経過の概要）　昭和１７．３．３
０

治集団司令部

南西-マレー・ジャワ-400
新嘉坡（シンガポール）　兵力配置並軍事施設図５万分之１　昭和
１６．１０．２

富集団司令部

南西-マレー・ジャワ-402 南方攻略戦に於ける戦闘指揮の特質 歩兵第４７連隊　柳勇大佐

南西-マレー・ジャワ-403 歩４７関係資料 当時４７ｉ長　柳勇

南西-マレー・ジャワ-404 スマトラ自動車道地図（１／１５０万）　昭和１６．４ 山下史料

南西-マレー・ジャワ-405 大東亜戦争開戦当時作戦経過図　昭和１６．１２～１７．２ 第２５軍

南西-マレー・ジャワ-406 シンガポール（昭南島）全図（１／２．５万） 山下大将史料

南西-マレー・ジャワ-407 英領馬来兵要地誌図（１／１００万）　昭１６．１０ 牧史料

南西-マレー・ジャワ-408 バリ島攻略戦とバリ島沖海戦　昭和１７年 石井　三郎

南西-マレー・ジャワ-409
陣中日誌　独立自動車第３９大隊第４中隊　昭和１７．６．１～８．３
１

-

南西-マレー・ジャワ-410 陣中日誌　独立自動車第３９大隊　昭和１７．１１．１～１１．３０ -

南西-マレー・ジャワ-411 ジョホールの歴史　付、年代順による盛衰史図表　昭和１８．１０ 南方軍政総監部調査部

南西-マレー・ジャワ-412 昭南生活必需品小売価格概要　昭和１９．６ 馬来軍政監部調査部

南西-マレー・ジャワ-413
モロタイ島及びジャワ島からの帰還者に対する上陸地における調
査結果の報告　昭和３１．３調

厚生省

南西-マレー・ジャワ-414 ジャワ雑誌綴 -

南西-マレー・ジャワ-415 文教科宗務報告書 -

南西-マレー・ジャワ-416 英領馬来情報記録　昭和１６．９ 参謀本部

南西-マレー・ジャワ-417 シンゴラ港乗船規定　昭和１７年
第４９碇泊場司令部シンゴラ支
部

南西-マレー・ジャワ-418_2
終戦後ジャワ軍主要行事事件一覧表　昭和２０年８月６日～２５年
１２月

-

南西-マレー・ジャワ-419 現認事実証明書綴　昭和２１．１１ 南スマトラ燃料工廠

南西-マレー・ジャワ-420 馬来作戦記録（其の２）　第２９軍　昭和２６．５調製 復員局

南西-マレー・ジャワ-421 大東亜戦史　馬来航空作戦 -

南西-マレー・ジャワ-422 鹵獲火焔壜調査報告　昭和１７．８ 陸軍技術本部

南西-マレー・ジャワ-423 南スマトラ燃料工廠被爆状況調査書　昭和１９．８ 配属築城部員

南西-マレー・ジャワ-424 乗船部隊名簿（帝雄丸．マニラ～昭南）　昭和１９．７ 壮第８４１５部隊

南西-マレー・ジャワ-425 解雇傭者連名簿　昭和２０．９～２１．６ 富南部貨物廠

南西-マレー・ジャワ-426 戦時死亡報告書類　昭和２１．２
パレンバン防衛司令部自動車
隊

南西-マレー・ジャワ-427 解嘱連名簿　昭和２１．３ 南方第９陸軍病院

南西-マレー・ジャワ-428 解嘱連名簿　昭和２１．３ 富南部貨物廠

南西-マレー・ジャワ-429 転属者連名簿　昭和２２．２ 富南部貨物廠

南西-マレー・ジャワ-430 馬来上陸作戦に就て 復員局

南西-マレー・ジャワ-431 兵名簿　昭和２１．１０ 高射砲第１０２連隊残置隊

南西-マレー・ジャワ-432 離隊逃亡者に関する綴　昭和２０．１１ 富南部貨物廠

南西-マレー・ジャワ-435 逃亡者に関する書類綴　昭和２１年 電信第１連隊第３中隊

南西-マレー・ジャワ-436 逃亡者連名簿　昭和２１年 高射砲第１０２連隊残置隊

南西-マレー・ジャワ-437 逃亡者連名簿　昭和２１．１１ 第７方面軍司令部



令和５年１月１２日

南西-マレー・ジャワ-438 遺骨遺留品名簿　昭和２１．８ 南方第９陸軍病院

南西-マレー・ジャワ-439 復員人名表　昭和２２．２ 南方第９陸軍病院

南西-マレー・ジャワ-440 生死不明者名簿　昭和２２．２ 南方第９陸軍病院

南西-マレー・ジャワ-441 生死不明者名簿　昭和２２．２ 高射砲第１０２連隊残置隊

南西-マレー・ジャワ-442 処刑者連名簿 南方第９陸軍病院

南西-マレー・ジャワ-444_2 死亡者連名簿　昭和２１年１１月 第７方面軍野戦自動車廠

南西-マレー・ジャワ-445_2 死亡者連名簿　昭和２１年１１月３０日 第７方面軍司令部

南西-マレー・ジャワ-446 死亡者連名簿　昭和２２．２ 南方第９陸軍病院

南西-マレー・ジャワ-447 逃亡者連名簿　収監者連名簿　昭和２１．１１ 第７方面軍野戦自動車廠

南西-マレー・ジャワ-448 離隊逃亡者に関する綴　昭和２１．６ 機関砲第１０１大隊

南西-マレー・ジャワ-449 離隊逃亡者一連名簿　昭和２２．２ 南方第９陸軍病院

南西-マレー・ジャワ-450 遺骨遺留品名簿　昭和２１．６ 富南部貨物廠

南西-マレー・ジャワ-451 生死不明者連名簿　昭和２１年 パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-452 死没者戦傷病者証拠書類　昭和２１．７ 富南部貨物廠

南西-マレー・ジャワ-453 生死不明者連名簿　昭和２１年 電信第１連隊第３中隊

南西-マレー・ジャワ-454 死没逃亡生死不明者連名簿　昭和２１年 富南部貨物廠

南西-マレー・ジャワ-455 徴用解除者連名簿　昭和２１．８ 南方第９陸軍病院

南西-マレー・ジャワ-456 軍人　身上申告書　昭和２２．２ 南スマトラ燃料工廠

南西-マレー・ジャワ-457 残留者連名簿　昭和２１．１０ 高射砲第１０２連隊

南西-マレー・ジャワ-458 台湾人乗船者名簿　昭和２１．５ パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-459 乗船者名簿　昭和２１．５ パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-460 人名簿 パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-461 事実証明書綴　昭和２１．７ 富南部自動車廠

南西-マレー・ジャワ-462 Ｖ８８乗船名簿（患者）　昭和２１．７ パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-463 戦史資料　連合軍提出資料 パレンバン防衛司令部

南西-マレー・ジャワ-464 身上申告書　昭和２２．２ 馬来憲兵隊

南西-マレー・ジャワ-465 身上申告書　昭和２２年 南方軍憲兵隊

南西-マレー・ジャワ-466 身上申告書　昭和２２年 南方軍憲兵隊

南西-マレー・ジャワ-467 衆議院通過後の日本国憲法条文
馬来南部部隊司令部新聞班刊
行

南西-マレー・ジャワ-470 第３８師団　蘭印攻略戦　昭和１７．１．４～１７．３．１
れんげ（昭和４４．１０～４５．１２
時）

南西-マレー・ジャワ-471 三好武官マレー半島スマトラ島旅行記　（写真集） -

南西-マレー・ジャワ-472
馬来作戦戦闘詳報　第１号　昭和１６年１２月８日～１７年２月１５
日

歩兵第１１連隊

南西-マレー・ジャワ-473
馬来作戦戦闘詳報　第２号　昭和１６年１２月１０日～１６年１２月１
３日

歩兵第１１連隊

南西-マレー・ジャワ-474
馬来作戦戦闘詳報　第３号　昭和１６年１２月１４日～１６年１２月１
７日

歩兵第１１連隊

南西-マレー・ジャワ-475
馬来作戦戦闘詳報　第４号　昭和１６年１２月２０日～１６年１２月２
５日

歩兵第１１連隊

南西-マレー・ジャワ-476
馬来作戦戦闘詳報　第５号　昭和１６年１２月３１日～１７年１月４
日

歩兵第１１連隊



令和５年１月１２日

南西-マレー・ジャワ-477 馬来作戦戦闘詳報　第６号　昭和１７年１月７日～１７年１月１２日 歩兵第１１連隊

南西-マレー・ジャワ-478 馬来作戦戦闘詳報　第７号　昭和１７年１月２３日～１７年２月１日 歩兵第１１連隊

南西-マレー・ジャワ-479 馬来作戦戦闘詳報　第８号　昭和１７年２月９日～１７年２月１５日 歩兵第１１連隊

南西-マレー・ジャワ-480 裁判宣告人名表 -

南西-マレー・ジャワ-481 第２３野戦貨物廠の南方作戦参加資料　昭和１６年～１７年２月頃 第２３野戦貨物廠他

南西-マレー・ジャワ-482 謄写版用原紙の簡易自製並に再製に就いて 第２５軍野戦貨物廠

南西-マレー・ジャワ-483
スマトラ付近地図　スマトラ．マラッカ．アチェー．ベラワン海．マラ
ン．メダン

-

南西-マレー・ジャワ-484 スマラン事件死没生死不明者調査表 -

南西-マレー・ジャワ-485
英領馬来攻略作戦　経過概要図　自．昭和１６年１２月８日　至．
〃１７年２月１５日

-

南西-マレー・ジャワ-486 ジャワ船団海没の概況　昭和１７年　高嶋少将史料 -

南西-マレー・ジャワ-487 昭南1万分１図　森川史料 第１３７１部隊

南西-マレー・ジャワ-488 新嘉坡島攻略戦経過要図　森川史料 -

南西-マレー・ジャワ-489 蘭貢付近主要目標並重要敵産位置要図約２万分１　森川史料 -

南西-マレー・ジャワ-490 バタビア市街図２万分１（オランダ製）　森川史料 -

南西-マレー・ジャワ-491 崎原秀夫史料　昭和２０年　受領命令綴　馬来兵站病院
馬来兵站病院長　崎原英夫編
集

南西-マレー・ジャワ-492 崎原秀夫史料　昭和２１年起　訓令訓示綴　馬来兵站病院
馬来兵站病院長　崎原英夫編
集

南西-泰仏印-1 泰方面部隊史実資料綴（完）　－復員省歸還時報告 第１復員局

南西-泰仏印-2 泰方面部隊史実資料綴（一部欠） 第１復員局

南西-泰仏印-3 最近に於ける泰国事情　昭１９．２．１ 大本営　陸軍部

南西-泰仏印-4 泰国進駐とピブン首相 第１５軍参謀　八原博通

南西-泰仏印-5 駐泰４年回想録　（第１編．泰駐屯軍時代）　其の１
泰国駐屯軍司令官　中村明人
中将

南西-泰仏印-6 駐泰４年回想録　（第１編　泰駐屯軍時代）　其の２
泰国駐屯軍司令官　中村明人
中将

南西-泰仏印-7 駐泰４年回想録　（第２編　第３９軍時代）
泰国駐屯軍司令官　中村明人
中将

南西-泰仏印-8 駐泰４年回想録　（第３編　第１８方面軍時代）
泰国駐屯軍司令官　中村明人
中将

南西-泰仏印-9 駐泰４年回想録　（付録）
泰国駐屯軍司令官　中村明人
中将

南西-泰仏印-10 駐泰４年回想録　（特別付録）
泰国駐屯軍司令官　中村明人
中将

南西-泰仏印-11 温故知新（水交連載） 中村　明人

南西-泰仏印-12 駐泰４年回想録　まえがき　目次 中村　明人

南西-泰仏印-13 駐泰４年回想録　まえがき　目次 中村　明人

南西-泰仏印-14 泰国事情（大本営陸軍部） 大本営陸軍部

南西-泰仏印-15 １９３９年　タイ国政治経済情勢 タイ室調査課

南西-泰仏印-16 盤谷日報綴 -

南西-泰仏印-17 泰方面部隊史実史料綴　（２） 第１復員局

南西-泰仏印-18 日仏印戦争物語　（明号作戦の一場面）
第３７師団第２２７連隊長　皆藤
喜代志

南西-泰仏印-22 第５師団司令部　仏印作戦戦闘詳報１ 第５師団

南西-泰仏印-23 第５師団司令部　仏印作戦戦闘詳報２ 第５師団



令和５年１月１２日

南西-泰仏印-24 第５師団司令部　仏印作戦戦闘詳報３ 第５師団

南西-泰仏印-25 日本軍仏印進駐に関する日仏協定締結交渉経緯 極東国際軍事裁判　提出書類

南西-泰仏印-26 第２１師団将校職員表　昭２０．９末 第２１師団

南西-泰仏印-28
独立歩兵第１７４大隊　前田隊陣中日誌　昭１９．４．１～１９．４．３
０

独立歩兵第１７４大隊

南西-泰仏印-29 在仏印部隊配置図　昭１６．８ 小池　四郎

南西-泰仏印-30 泰仏印戦の終戦時両軍位置要図　１／２００万 -

南西-泰仏印-31 特設機関砲第１６中隊陣中日誌　（威第１７６３７部隊陣中日誌） 威第１７６３７部隊

南西-泰仏印-32 歩兵第１４１連隊第２大隊　陣中日誌　昭１８．２．１～１８．３．３１ 歩兵第１４１連隊　第２大隊

南西-泰仏印-33 歩兵第１４１連隊第５中隊　陣中日誌　昭１８．３ 歩兵第１４１連隊　第５中隊

南西-泰仏印-34
歩兵第１４１連隊第２中隊　第３中隊　通信中隊　連隊砲小隊　陣
中日誌　昭和１８．１．１～１８．１１．３０（欠有り）

歩兵第１４１連隊　第２中隊等

南西-泰仏印-35
野戦機関砲第５３中隊陣中日誌　（威第２１７８部隊陣中日誌）　昭
２０．３～２０．５

威第２１７８部隊

南西-泰仏印-36 歩兵第１４１連隊　連隊砲小隊陣中日誌　昭１８．２ 歩兵第１４１連隊砲小隊

南西-泰仏印-37 泰作戦記録 第１復員局

南西-泰仏印-38 泰作戦記録 第１復員局

南西-泰仏印-39 泰作戦記録 第１復員局

南西-泰仏印-40 泰作戦記録 第１復員局

南西-泰仏印-41 泰作戦記録 第１復員局

南西-泰仏印-42 仏領印度支那方面作戦記録 第１復員局

南西-泰仏印-43 仏領印度支那方面作戦記録 第１復員局

南西-泰仏印-44 仏領印度支那方面作戦記録 第１復員局

南西-泰仏印-46 仏領印度支那方面作戦記録 第１復員局

南西-泰仏印-47
第３８軍司令部状況報告　別冊　（軍旗奉還．逃亡．離隊者．戦犯
容疑者等）　昭２１．４．３０

第３８軍司令部

南西-泰仏印-48 第３８軍状況報告（北部仏印）　昭２１．４．３０ 第３８軍司令部

南西-泰仏印-49 ヴェトナムと日本軍占領　昭１５～２０年　１９４０～１９４５ 在ヴェトナム　日本大使館報告

南西-泰仏印-50 歩兵第２２５連隊　仏印ランソン要塞の戦闘 歩兵第２２５連隊

南西-泰仏印-51 泰緬連接鉄道要図　昭和１９．８末現在 南方軍野戦鉄道隊

南西-泰仏印-52 仏印派遣第２１師団司令部　記念写真　昭１９．４．２９ 第２１師団

南西-泰仏印-53 仏印における歩兵第１７０連隊　写真帳 歩兵第１７０連隊

南西-泰仏印-54 第３８軍配置要図 第３８軍

南西-泰仏印-55 不死身の２０人　或第１線小隊の戦闘記録　（タイ．仏印．国境） 小野　雄三

南西-泰仏印-56 北部仏印ランソン要塞地区の戦闘　昭２０．３．９～２０．３．１０ 歩兵第２２５連隊

南西-泰仏印-59
歩兵第１４４連隊第８中隊　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３
１

歩兵第１４４連隊　第８中隊

南西-泰仏印-60 澤田茂参謀次長口述事項　昭１４．６ 長尾　正夫

南西-泰仏印-61
運命の歩兵第２２５連隊　（ランソン残虐事件の全貌）　昭２０．２．
上～２５．１．２６

杉松　富士雄

南西-泰仏印-62 第２１師団将校職員表　昭１８．９．１５ 第２５師団

南西-泰仏印-63 歩兵第８２連隊史　昭１３．７．１０～２１．４．１４ 歩兵第８２連隊
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南西-泰仏印-64 もやい綱（第１部．センパゴードの丘） 長野県　仏印３８会

南西-泰仏印-65
近衛野砲兵連隊第２大隊　戦闘記録　昭１６．７．１７仏印進駐～１
７．２．１５シンガポール陥落　１／３

近衛野砲兵連隊　第２大隊

南西-泰仏印-66
近衛野砲兵連隊第２大隊　戦闘記録　昭１６．７．１７仏印進駐～１
７．２．１５シンガポール陥落　２／３

近衛野砲兵連隊　第２大隊

南西-泰仏印-67
近衛野砲兵連隊第２大隊　戦闘記録　昭１６．７．１７仏印進駐～１
７．２．１５シンガポール陥落　３／３

近衛野砲兵連隊　第２大隊

南西-泰仏印-68 第２師団関係資料　昭２０．２．１～２０．８．１５
第２師団長　馬奈木敬信　外口
述

南西-泰仏印-69 第２１師団関係資料　昭１９．４～２０．８
第２１師団参謀長　小川泰三郎
外記述

南西-泰仏印-70 第２２師団関係資料　昭１９．１２．１５～２０．８．１５
第２２師団参謀　桑原安正外記
述

南西-泰仏印-71 南部印度支那治安状況概要　昭２０．８．１４～２０．１２．１０ 南印支軍参謀部

南西-泰仏印-72 タイにおける第３７師団　昭２０．４～２０．８ 第７方面軍参謀長　綾部橘樹

南西-泰仏印-73 心の窓－サイゴン獄中日記
歩兵第２２７連隊　第８中隊陸軍
大尉　坂本順次

南西-泰仏印-74 中村明人陸軍中将回想録　昭１３．１１～１７．１２ 中村　明人

南西-泰仏印-75 泰緬鉄道建設に伴う俘虜使用状況　調書　昭１７．６～１８．１０ -

南西-泰仏印-76 第４師団将校職員表　昭１１．８．１ 第４師団

南西-泰仏印-77 泰緬鉄道の記録写真帳 鉄輪会

南西-泰仏印-78 仏印部隊史実資料 第１復員局

南西-泰仏印-79 仏印進駐の真相　昭１５．９．２３ 第１幕僚監部

南西-泰仏印-80
第３７師団第２２５連隊　仏印支国境「ランソン」要塞攻略　昭２０．
２上～２０．３．９

第３７師団参謀　村井利夫

南西-泰仏印-81 第２１師団将校職員表 第２１師団

南西-泰仏印-82
独立混成第３４旅団第４師団　第５５師団　独立混成第７０旅団
関係資料　昭１８．１２．７～２０．８．１５

独立混成第３４師団他

南西-泰仏印-83 捜索第２連隊略歴　昭１６．１０．８～２０．１２．３１
第２師団　捜索第２連隊　原好
三

南西-泰仏印-84 日本軍の泰国平和進駐事情　昭１６．７～１６．１２ 櫛田　正夫

南西-泰仏印-85 サイゴン常設　仏軍軍法会議予審判決文　１９４９．９．１３ -

南西-泰仏印-86 南支那方面軍仏印進駐状況　昭２０．７．２０ 第１復員局

南西-泰仏印-87 対仏印施策の概要（素案）　別冊その９（１）　昭和２０．８ 第１復員局

南西-泰仏印-88 仏領印度支那方面作戦記録　昭和２１．１１ 第１復員局

南西-泰仏印-89 仏領印度支那方面作戦記録 第１復員局

南西-泰仏印-90 金辺憲兵隊日誌　昭２０．９．４～２０．１０．４ -

南西-泰仏印-91 南部印度支那治安　状況推移概要　昭和２０．１２．１０ 南部印度支那軍参謀部

南西-泰仏印-92 第３８軍関係資料　昭和１９～２０．８ ３８軍参謀　林秀澄外

南西-泰仏印-94 佐世保上陸者泰俘虜収容所　履歴書写 -

南西-泰仏印-95 Ｆ機関長の手記　昭和２０年 山下史料

南西-泰仏印-96 日本飛行機の禁止区域上空飛行に関する件　昭和１５．７ 仏印国境監視委員

南西-泰仏印-97 駐泰４年回想録（３）　昭和２０．７～２１．１０ 中村　明人

南西-泰仏印-98 駐泰４年回想録（２）　昭和１９．１２～２０．７ 中村　明人

南西-泰仏印-99 南部泰国に於ける邦人の活動状況　昭和１６．８調 盤谷事務所戸田所長

南西-泰仏印-100 設計図書及関係書綴（その１）　昭和１９年 第３８軍
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南西-泰仏印-101 設計図書及関係書綴（その２）　昭和１９年 第３８軍

南西-泰仏印-102 昭和１９．９．２３仏印進駐の真相　昭和２９．５ 第５師団長中村中将　回想録

南西-泰仏印-103 昭和１９．９．２３仏印進駐の真相　昭和２９．５ 第５師団長中村中将　回想録

南西-泰仏印-104 第１８方面軍司令部及直轄部隊一覧表 -

南西-泰仏印-105 「マラリヤ」予防及治療内服実施状況調査に関する件　昭和１９．１ 歩兵第６０連隊長第３大隊

南西-泰仏印-106 防瘧徹底に関する件通牒綴　昭和１９．１ 歩兵第６０連隊医庶

南西-泰仏印-107 昭和１８～２０年泰作戦記録　昭和２６．９調製 復員局

南西-泰仏印-108 第７野戦補充隊 -

南西-泰仏印-109 第２１師団関係史料　（仏印より引揚時の名簿人員表） 第２１師団

南西-泰仏印-110 仏国軍政及印度支那の防備　昭和７年１２月 参謀本部

南西-泰仏印-111
第２次世界大戦従軍記録　（１）　昭和１８年１１月１３日～２１年１１
月６日

和気稲四郎鉄道官

南西-泰仏印-112
第２次世界大戦従軍記録　（２）　昭和１８年１１月１３日～２１年１１
月６日

和気稲四郎鉄道官

南西-泰仏印-113 仏印に於ける一小隊の記録
歩兵第２９連隊第５中隊第２小
隊

南西-泰仏印-114 ＭＡＰ　ＯＦ　ＴＨＡＩＬＡＮＤ -

南西-泰仏印-115 仏国製ハノイ市街図１万分１　森川史料 仏国

南西-泰仏印-116 仏国製ハイフォン市街１万分１図　森川史料 インドシナ地理局

南西-泰仏印-117 サイゴン１０万分１図　森川史料 参謀本部陸地測量部

南西-泰仏印-118 仏印財政の概況　住谷悌史資料 仏国植民省

南西-軍政-1 戦時月報（軍政関係）　昭１７．３．末～１７．６．末 第２５軍司令部

南西-軍政-2 戦時月報（軍政関係）　昭１７．７．末～１７．９．末 第２５軍司令部

南西-軍政-3 戦時月報（軍政関係）　昭１７．１０．末～１７．１２．末 第２５軍司令部

南西-軍政-4 戦時月報（軍政関係）　昭１８．１．末～１８．３．末 第２５軍司令部

南西-軍政-5 戦時月報（軍政関係）　昭１８．４．１９～１８．７．３１ 馬来軍政監部

南西-軍政-6 戦時月報（軍政関係）　昭１８．８．３１～１８．１１．３０ 馬来軍政監部

南西-軍政-7 戦時月報　付録　交通部各種統計調書　昭１７年 第２５軍司令部

南西-軍政-8 戦時月報（２～３月）　昭１９．２．２９～１９．３．３１ 馬来軍政監部

南西-軍政-9 昭南復刻文集（其１～１０）　昭１７．５．２０～１７．７．２５ 第２５軍軍政部　調査班

南西-軍政-10 昭南復刻文集（其１１～２２）　昭１７．７．５～１７．１０．２ 第２５軍軍政部　調査班

南西-軍政-11
第２５軍軍政部資料統計集　（１～１０号）　昭１７．２．２７～１７．
３．３１

第２５軍軍政部

南西-軍政-12
第２５軍軍政部資料統計集　（１１～２４号）　昭１７．３．１１～１７．
５．２０

第２５軍軍政部

南西-軍政-13 第２５軍軍政部資料統計集　（２５号）　昭１７．６．１５ 第２５軍軍政部

南西-軍政-14
第２５軍軍政部資料統計集（２６～３１号）　昭１７．６．２７～１７．１
０．２７

第２５軍軍政部

南西-軍政-15 南方軍政総監部調査資料　（１～６号）　昭１８．４～１８．６ 南方軍政総監部

南西-軍政-16 南方軍政総監部調査資料　昭１８．７～１８．１０　（７～１５号） 南方軍政総監部　調査部

南西-軍政-17 南方軍政総監部調査資料　（１６～２６号）　昭１８．１０～１８．１２ 南方軍政総監部　調査部

南西-軍政-18 南方軍政総監部調査資料　（２８～４１号）　昭１８．１２～１９．７ 南方軍政総監部　調査部
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南西-軍政-19
軍政施行上の諸規定方針　計画要領等綴　昭１７．２．１３～１９．
１．３０

-

南西-軍政-20
軍政施行上の諸規定方針　計画要領等綴　昭１７．８．２３～２０．
３．１

第２５軍軍政監部

南西-軍政-21 宗教教育関係書類　昭１８．７～１９．５ 馬来軍政監部

南西-軍政-22 護謨関係書類　昭１７．８．２３～１８．１１．８ 第２５軍軍政監部

南西-軍政-23 軍政部旬報（第１～１３号）　昭１７．４．１１～１７．８．２０ 第２５軍軍政監部

南西-軍政-24 軍政部旬報（第１４～２５号）　昭１７．８．２１～１７．１２．２０ 第２５軍軍政監部

南西-軍政-25
軍政部内諸規定　部内関係書類綴　１／３　昭１７．２．１６～１７．
８．１

第２５軍軍政部

南西-軍政-26
軍政部内諸規定　部内関係書類綴　２／３　昭１７．８．１５～１８．
４．１４

第２５軍司令部

南西-軍政-27 軍政部内諸規定　部内関係書類綴　３／３　昭１８．６～１９．６ 第２５軍司令部

南西-軍政-28 南方事情調査報告関係綴　１／３　昭和１７．１．８～１９．３ 第２５軍軍政部

南西-軍政-29 南方事情調査報告関係綴　２／３　昭和１７．１１．２７～１８．１２ 第２５軍軍政部

南西-軍政-30 南方事情調査報告関係綴　３／３　昭和１７．７～１９．６ 馬来軍政監部

南西-軍政-31
富公報合本（１～２１号）　馬来公報（４～７１号）　昭１７．１０．１～
１９．１．２９

第２５軍軍政監部

南西-軍政-32
馬来スマトラ各州長官会議　関係書類　昭１７．１１．２６～１７．１
１．２８

昭南軍政監部

南西-軍政-33 馬来各州長官会議関係書類　昭１７．１１．２８～１８．５．１２ 馬来軍政監部

南西-軍政-35 馬来各州（市）長官会議関係　関係書類綴　昭１９．３ 馬来軍政監部

南西-軍政-36 ソルタン会同関係書類　昭１８．１．２０ 馬来軍政監部

南西-軍政-37 文教科会議関係書類　昭１８．３．２４ 馬来軍政監部

南西-軍政-38 回教代表者大会関係書類　昭１８．４．５～１８．４．６ -

南西-軍政-39 警務部会議関係書類　昭１８．５．１ 馬来軍政監部

南西-軍政-40 総務部長会議関係書類　昭１８．７．２０ 馬来軍政監部

南西-軍政-41 司令部合同関係書類　昭１８．９．１５ 馬来軍政監部

南西-軍政-42 第２５軍軍政概況　昭１７．６．１４ 第２５軍軍政部

南西-軍政-43 馬来要覧　第２版　昭１７．１１ 第５師団司令部

南西-軍政-44 馬来スマトラ交通行政概況　昭１７．８．１５ 第２５軍軍政監部　交通部

南西-軍政-45 昭南華僑資料及び民族調査資料　昭１７．５．３１ 第２５軍軍政監部

南西-軍政-46 南方経済陸軍処理要領　昭１８．６．５ 馬来軍政監部

南西-軍政-47 調査部報　第１～６号　昭和１９．５．１～７．２０ 馬来軍政監部　調査部

南西-軍政-48 第２５軍軍政部調査班　スマトラ調査報告　昭１７．３ 第２５軍軍政部　調査班

南西-軍政-49 馬来及びスマトラに於ける治安上の一考察　昭１７．１１ 第２５軍軍政監部　警務部

南西-軍政-50 マライ教育事情　昭１８．３ 馬来軍政監部

南西-軍政-51 スマトラ島北部４州経済調査　報告書　昭１７．６ 守谷猛雄外

南西-軍政-52 南方学術科学等諸機関　合同関係書類綴　昭１８．２～１９．３ 軍政監部調査部

南西-軍政-53 軍政会計に関する綴　昭１７～１８ 第２５軍　軍政部

南西-軍政-54 馬来軍政監部海事局月報　昭１８．９．３１ 馬来軍政監部

南西-軍政-55 昭南「マレー・スマトラ」　国土計画大綱案　昭和１７．９～１７．１０ 馬来軍政監部　佐藤顧問
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南西-軍政-56 日常マライ語会話（初等用）　昭１９．７ （講述）　藤田貞夫

南西-軍政-59
ＭＡＬＡＩ　Ａｖｅｒａｇｅ　Ｐｒｉｃｅｓ．Ｄｅｃｌｅｄ　Ｔｒａｄｅ　Ｖａｌｕｅｓ．Ｅｘｃｈａｎ
ｇｅ　ａｎｄ　Ｃｕｒｒｅｎｃｙ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｙｅａｒ１９４０　マライ　貿易表記価
格　両替および通貨の平均相場（昭１５年分）

-

南西-軍政-60 徳川資料（南方軍政）目録　昭和３３．１．１５ -

南西-軍政-61 マライ総観（陸軍報道部） 陸軍省報道部監修

南西-軍政-62 南方作戦に於ける占領地統治　要綱案　昭１６．３末日 参謀本部　第１部研究班

南西-軍政-63 南方作戦初期軍政関係　重要書類綴　昭１６ 石井史料～２２号

南西-軍政-64 南方軍政関係資料 第１復員局

南西-軍政-65 マライ及スマトラにおける宗教
昭南軍政監部　内政部文教科
渡辺楳雄

南西-軍政-66 ビルマに於ける軍政命令綴　昭１７．６．４～１７．１０．１４ 第１５軍司令部

南西-軍政-67 回教　（南方軍政関係資料） 平山　直一

南西-軍政-68 緬甸軍政史（抜粋）其１ 陸軍省

南西-軍政-69 緬甸軍政史（抜粋）其２ 陸軍省

南西-軍政-70 緬甸軍政史（抜粋）其３ 陸軍省

南西-軍政-71 緬甸軍政史　付表抜粋　其４ 陸軍省

南西-軍政-72 ビルマ軍政と独立問題を回顧して 第１５軍司令官　飯田祥二郎

南西-軍政-73 軍政下ジャワ産業綜観　第１部（農業）　昭１９ ジャワ軍政監部

南西-軍政-74
軍政下ジャワ産業綜観　第２部（畜産．水産．鉱業．金融）　昭１
９．２

ジャワ軍政監部

南西-軍政-75 マライ．ビルマ．ジャワ軍政の概要　昭３０．３～３１．３ 岩田　正孝

南西-軍政-76 英領馬来パハン州事情　其１　昭７．１２ 株式会社　華南銀行

南西-軍政-77 附録　昭南特別市における印度教諸寺院 -

南西-軍政-78 北ボルネオ　軍政概要　昭１７．１０．１ 灘第９８０１部隊

南西-軍政-79 蘭印に於て利用し得べき工業に関する追加資料 参謀本部

南西-軍政-80 仏領印度支那輸入税率表（３）　昭１６年（１９４１） 南洋貿易会

南西-軍政-81 暹羅国事情並に外国貿易概況　昭１０．１０ 商工省貿易局

南西-軍政-82 ビルマ経済調査 野村合名会社　海外事業部

南西-軍政-83 南方軍軍政会計法規集　昭１８．１ 南方軍軍政会計　監督部

南西-軍政-84 舊蘭領印度統治基本的規定　昭１８．２．１ 昭南軍政監部

南西-軍政-85 馬来の回教法と回教法院　その２　昭１９．１　（ジョホール州） 馬来軍政監部　総務部司法科

南西-軍政-86
舊海峡植民地刑事訴訟法　昭１８．１．２０　第１分冊　（第１～１３０
条）

昭南軍政監部　司法科

南西-軍政-87
舊海峡植民地刑事訴訟法　昭１８．３．５　第２分冊　（第１３１～２９
５条）

昭南軍政監部　司法科

南西-軍政-88 馬来占領地の刑事手続概説　昭１７．３．２５ 軍政部総務部　司法検察科

南西-軍政-89 刑法犯罪表　（旧海峡植民地　刑事訴訟法表Ａ）　昭和１７．１０．１ 軍政監部司法部

南西-軍政-90 軍政手簿（全般） 第７方面軍参謀　森文雄

南西-軍政-91 舊海峡植民地刑事訴訟　第１分冊　（１～１３０条）　昭１８．１．２０ 昭南軍政総務部　監部司法科

南西-軍政-92
舊海峡植民地刑事訴訟　第３分冊　（２９６～４７０条）　昭１８．５．
１

馬来軍政総務部　監部司法科

南西-軍政-93 思想犯取締法略説 軍政部総務部　司法検察科
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南西-軍政-94
舊海峡植民地刑事訴訟法　第２分冊　（３１～２９５条）　昭１８．３．
１５

昭南軍政監部　司法部

南西-軍政-95 舊海峡植民地弁護士委員会の大要 軍政部総務部　司法検察科

南西-軍政-96 舊海峡植民地刑事控訴院法　昭１８．８ 馬来軍政監部　総務部司法科

南西-軍政-97 終戦時に於ける南方陸軍　軍政地域事業記録表　昭２１．６．６ 第１復員局

南西-軍政-98 馬来各州別事情綴 徳川史料

南西-軍政-99 在昭南軍政諸部隊編成表　昭１７．３．６～１９．１．１ 馬来軍政監部　等

南西-軍政-100 南方作戦に伴う占領地行政の概要　昭２１．７ 第１復員局

南西-軍政-101 南方作戦に伴う占領地行政の概要　昭２１．７ 第１復員局

南西-軍政-102 南方作戦に伴う占領地行政の概要　昭２１．７ 第１復員局

南西-軍政-103 南方作戦に伴う占領地行政の概要　昭２１．７ 第１復員局

南西-軍政-104 南方作戦に伴う占領地行政の概要　昭２１．７ 第１復員局

南西-軍政-105 南方軍政関係資料（陸軍省関係） 南方軍参謀　加藤長

南西-軍政-106 南方軍政関係資料　その１　昭１９年度 櫛田大佐

南西-軍政-107 南方軍政関係資料　その２　昭１９年度 櫛田大佐

南西-軍政-108 南方軍政関係資料　その３　昭１９年度 櫛田大佐

南西-軍政-109 政の道しるべ　昭１８．８ スマトラ軍政監部

南西-軍政-110 政の道しるべ　昭１８．８ スマトラ軍政監部

南西-軍政-111 政の道しるべ　昭１８．８ スマトラ軍政監部

南西-軍政-112 政の道しるべ　昭１８．８ スマトラ軍政監部

南西-軍政-113 政の道しるべ　昭１８．８ スマトラ軍政監部

南西-軍政-114 政の道しるべ　昭１８．８ スマトラ軍政監部

南西-軍政-116 司法要員会同議事録（下）　昭１８．２ 昭南軍政監部司法科

南西-軍政-117 軍政下に於けるジャワ．マヅラノ　食糧事情と対策 -

南西-軍政-118 マレー軍政瞥見　昭１９．１０ 倉沢　勤三郎

南西-軍政-119 マレー随感（マレー軍政） 倉沢　勤三郎

南西-軍政-120 陣中新聞建設戦 徳川史料　５７

南西-軍政-121 昭南新聞　昭１８．４．２９　ジョホール州報　昭１７．１０．１　第１号 徳川史料　５９

南西-軍政-122 陣中新聞　昭南日報綴 徳川史料　６６

南西-軍政-123 ＭＡＰ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＭＡＬＡＹ　ＰＥＮＩＮＳＵＬＡ　南方軍関係資料 徳川史料　６７

南西-軍政-124 南方占領地行政の概要　昭１６．１２～１７．４ 櫛田　正夫

南西-軍政-125 徳川史料関係綴　昭３２．１１ 戦史室資料係

南西-軍政-126 南洋に適する政治 中山　忠直

南西-軍政-127 民族対策参考資料　昭１７．１１ 総務部総務課

南西-軍政-128 南方関係業務綴　昭１６．１１～１７．１０ 陸軍省軍務課

南西-軍政-128_2 南方占領地　占領地行政関係綴　昭和１６．１１～１８．３ 陸軍省軍務課

南西-軍政-129 陸軍南方軍政地域事業　記録表　昭２０．８．１５　現在 第１復員局資材課
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南西-軍政-130 南方作戦に伴う占領地行政の概要　昭１７．１～２０．８ 第１復員局

南西-軍政-131 陸軍軍政の概要（ジャワ．比島．馬来．ビルマ）　昭１７～２０年 史実部

南西-軍政-132 第４８師団の主として爪哇の軍政　昭１６．１２～１７年 （４８師団参謀長）　川越守二

南西-軍政-133
南方軍政下の経済施策　上巻　－マライ．スマトラ．ジャワの記録
－

岩武　照彦

南西-軍政-134 南方軍政下の経済施策　下巻　－マライ．スマトラ．ジャワの記録 岩武　照彦

南西-軍政-135 スマトラ軍政の概要　別冊その３ 第１復員局

南西-軍政-136 英領「ボルネオ」軍政の概要（素案）　別冊その５ 第１復員局

南西-軍政-137 南方作戦に伴う占領地行政の概要　Ｓ２１．５ 第１復員局

南西-軍政-138 南方作戦に伴う占領地行政概要　Ｓ２１．７ 第１復員局

南西-軍政-139 南方作戦に伴う占領地行政の概要 第１復員局

南西-軍政-140 南方作戦に伴う占領地行政の概要 第１復員局

南西-軍政-141 南方作戦に伴う占領地行政概要　（素案）　昭和２１．４ 第１復員局

南西-軍政-142 南方作戦に伴う占領地行政の概要 第１復員局

南西-軍政-143 「ジャワ」軍政の概要（素案）　別冊その４ 第１復員局

南西-軍政-144 徳川義親保管　南方軍政資料目録　昭和１７～２０ -

南西-軍政-145 終戦時に於ける南方陸軍政地域事業記録表 第１復員局調整

南西-軍政-146 民族生活実態集　昭和１７．６ 富集団軍政部調査科

南西-軍政-147 馬未半島視察報告　昭和１７～１８年 昭南護謨組合

南西-軍政-148 旧海峡植民地商号法　（仮訳）　昭和１８．４ 昭南軍政監部司法部

南西-軍政-149 マレー軍政関係資料　昭和１８年 徳川史料

南西-軍政-150 マレー軍政監訓示　昭和１８．１０ -

南西-軍政-151 爪哇軍政監部規程類聚（編成）　昭和１９．１ 爪哇軍軍政監部編纂

南西-軍政-152 ネグリセンビラン州主要地名片仮名書並略意　昭和１９．２ ネグリセンビラン州政庁

南西-軍政-153 Ｓ．Ｃ．ボース資料（書簡集）　昭和２７年 河辺大将蒐集

南西-軍政-154 チャンドラ．ボース伝記刊行会座談会　速記録　昭和２７．１０ 河辺大将蒐集

南西-軍政-155 チャンドラ．ボース伝記刊行会座談会　速記録　昭和２７．１０ 河辺大将蒐集

南西-軍政-156 チャンドラ．ボース伝記刊行会座談会　速記録　昭和２７．１０ 河辺大将蒐集

南西-軍政-157 チャンドラ．ボース氏伝記編纂資料　昭和２７．９ 河辺大将蒐集

南西-軍政-158 チャンドラ．ボース氏追憶会　昭和２７．１０ 河辺大将蒐集

南西-軍政-159 河辺将軍資料（１）　昭和２７～２８年 河辺大将蒐集

南西-軍政-160 河辺将軍資料（２）　昭和２７～２８年 -

南西-軍政-161 島内の掃蕩と敵航空機の来襲状況　昭和１９．６ -

南西-軍政-162 スマトラ作戦記録　昭和２６．１０ 山口　英治

南西-軍政-163 馬来攻略計画　昭和２６．４ 復員局資料整理部

南西-軍政-164 爪哇作戦記録　第１６軍（其の２）　昭和２６．４ 復員局

南西-軍政-165
マレーにおける日本軍政　（Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｍｉｌｉｔａｒｙ　Ａdｍｉｎｉｓｔrａｔｉｏ
ｎ　ｉｎ　Ｍａlａｙａ）

-
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南西-軍政-166 別冊其２　馬来軍政の概要（素案） 史実部

南西-軍政-166_2 馬来軍政の概要（素案）　別冊　其２ 史実部

南西-軍政-167 食用野生動植物　馬来野生食用植物図説 -

南西-軍政-168 ほ号軍票　ほ号南方開発金庫券 -

南西-日誌回想-1 第５５師団の作戦に関する回想　（その３） 参謀長　久保宗治

南西-日誌回想-2 不破博編纂ノート　ビルマ独立 不破　博

南西-日誌回想-3 不破博編纂ノート　インパール作戦 不破　博

南西-日誌回想-4 不破博編纂ノート　フーコン作戦 不破　博

南西-日誌回想-5 不破博編纂ノート　南方進攻 不破　博

南西-日誌回想-6 不破博編纂ノート　マレー作戦 不破　博

南西-日誌回想-7 不破博編纂ノート　大本営の部 不破　博

南西-日誌回想-8 仏印進駐の真相　昭和１５年９月２３日 中村明人中将

南西-日誌回想-9 ビルマ戦回顧録　昭和１９年９月～２０年８月
野戦重砲兵第３・１８連隊長　長
沼三郎大佐

南西-日誌回想-10
捜索第５４連隊長　中村忠雄　陣中日誌　昭和１９年１１月１２日
２０年４月３日

-

南西-日誌回想-11 松浦元軍医中将　ガラン島流島日記 松浦光清

南西-日誌回想-12 南方軍総司令部および第25軍配属日誌　昭和17年 中原正行

南西-写真-1 写真帳 -

南西-写真-2 泰国写真帳　昭和１６．１０ 小柴　直貞

南西-写真-3 参謀総長南方出張写真帳　昭和１７．３～４月 参謀本部

南西-写真-4 泰緬連接鉄道作業写真　昭和３４．１０ 斉藤　明雄

南西-写真-5 マレーシア－ペナン島終戦時の写真　英国軍撮影　昭和２０年８月 ペナン島博物館長寄贈

南西-写真-6 シンガポールを屠る 宮３８０４部隊（岩畔・澤村部隊）

南西-写真-7 土橋兵団スラバヤ入城記念写真帳 第４８師団

南西-写真-8
アルバム・写真類（ビルマ独立戦支援（１））　野田毅陸軍少佐関連
資料

野田毅

比島-全般-1 比島作戦記録第１期　Ｓ２１．６調 １復

比島-全般-2 比島作戦記録第１期　（巻１）　Ｓ １復

比島-全般-3 比島作戦記録第１期　Ｓ １復

比島-全般-4 比島作戦記録第１期 第１復員局

比島-全般-5 比島作戦記録第１期　Ｓ １復

比島-全般-6 比島作戦記録第１期　付録 第１復員局

比島-全般-7 比島作戦記録第１期　付録　Ｓ １復

比島-全般-8 比島作戦記録第１期　付録　Ｓ １復

比島-全般-9 比島作戦記録第１期　付録　Ｓ １復

比島-全般-10 比島作戦記録第１期　付録　Ｓ１６．１２～１７．７ １復

比島-全般-11 比島作戦記録第２期　Ｓ１７．１２～１９．６ １復

比島-全般-12 比島作戦記録第２期　Ｓ１７．１２～１９．６ １復



令和５年１月１２日

比島-全般-13 比島作戦記録第２期　Ｓ１７．１２～１９．６ １復

比島-全般-14 比島作戦記録第２期　Ｓ１７．１２～１９．６ １復

比島-全般-15 比島作戦記録第２期　Ｓ１７．１２～１９．６ １復

比島-全般-16
比島作戦記録第３期第１巻　（比島に於ける第１４方面軍の作戦準
備　Ｓ

１復

比島-全般-17
比島作戦記録第３期第１巻　比島に於ける第１４方面軍の作戦準
備

第１復員局

比島-全般-18
比島作戦記録第３期第１巻　（比島に於ける第１４方面軍の作戦準
備　Ｓ

１復

比島-全般-19
比島作戦記録第３期第１巻　（比島に於ける第１４方面軍の作戦準
備　Ｓ

１復

比島-全般-20 敵国市民収容者名簿　昭和１８年 比島軍政監部バコロド出張所

比島-全般-21
比島作戦記録第３期第２巻　（レイテ作戦に於ける第１４方面軍の
統帥　Ｓ

１復

比島-全般-22
比島作戦記録第３期第２巻　（レイテ作戦に於ける第１４方面軍の
統帥　Ｓ

１復

比島-全般-23
比島作戦記録第３期第２巻　（レイテ作戦に於ける第１４方面軍の
統帥）

１復

比島-全般-24
比島作戦記録第３期第２巻　レイテ作戦に於ける第１４方面軍の
統帥

第１復員局

比島-全般-26 比島作戦記録第３期第２巻　付録　（レイテ作戦記録）　Ｓ １復

比島-全般-27 比島作戦記録第３期第２巻　付録　（レイテ作戦記録）　Ｓ １復

比島-全般-28 比島作戦記録第３期第２巻　付録　（レイテ作戦記録） １復

比島-全般-29 比島作戦記録第３期第２巻　付録　（レイテ作戦記録）　Ｓ １復

比島-全般-30 比島作戦記録第３期第２巻　付録　（レイテ作戦記録）　Ｓ １復

比島-全般-31 比島作戦記録第３期第３巻　（呂宋島に於ける作戦）　Ｓ １復

比島-全般-32 比島作戦記録第３期第３巻　（呂宋島に於ける作戦） １復

比島-全般-33 比島作戦記録第３期第３巻　（呂宋島に於ける作戦）　Ｓ １復

比島-全般-34 比島作戦記録第３期第３巻　（呂宋島に於ける作戦）　Ｓ １復

比島-全般-36
比島作戦記録第３期第３巻　付録第１　（マニラ東方振武集団の作
戦）

１復

比島-全般-37
比島作戦記録第３期第３巻　付録第１　（マニラ東方振武集団の作
戦）　Ｓ

１復

比島-全般-38
比島作戦記録第３期第３巻　付録第１　（マニラ東方振武集団の作
戦）　Ｓ

１復

比島-全般-39
比島作戦記録第３期第３巻　付録第１　（マニラ東方振武集団の作
戦）　Ｓ

１復

比島-全般-40
比島作戦記録第３期第３巻　付録第２　（クラーク地区建武集団の
作戦）

１復

比島-全般-41
比島作戦記録第３期第３巻　付録第２　（クラーク地区建武集団の
作戦）　Ｓ

１復

比島-全般-42
比島作戦記録第３期第３巻　付録第２　（クラーク地区建武集団の
作戦）　Ｓ

１復

比島-全般-43
比島作戦記録第３期第３巻　付録第２　（クラーク地区建武集団の
作戦）　Ｓ

１復

比島-全般-44
比島作戦記録第３期第３巻　付録第２　（クラーク地区建武集団の
作戦）　Ｓ

１復

比島-全般-45 比島作戦記録第３期第４巻　（ミンドロ島に於ける作戦の概要） １復

比島-全般-46 比島作戦記録第３期第４巻　（ミンドロ島に於ける作戦の概要） １復

比島-全般-47 比島作戦記録第３期第４巻　（ミンドロ島に於ける作戦の概要）　Ｓ １復

比島-全般-48_1 比島作戦記録第３期第４巻　ミンドロ島に於ける作戦の概要 復員局

比島-全般-48_2 比島作戦記録第３期第４巻　ミンドロ島に於ける作戦の概要 復員局

比島-全般-49 比島第１４方面軍復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局



令和５年１月１２日

比島-全般-50 比島第１４方面軍復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-51 比島第３５軍復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-52 比島第１師団復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-53 比島第１０師団復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-54 比島第１６師団復員者　報告綴　Ｓ２１年 第１復員局

比島-全般-55 比島第１９師団復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-56 比島第２３師団復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-57 比島第２６師団復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-58 比島第３０師団復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-59 比島第１００師団復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-60 比島第１０２師団復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-61 比島第１０３師団復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-62 比島第１０５師団復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-63 比島独混第５４旅団　復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-64 比島独混第５５旅団　復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-65 比島独混第５８旅団復員者　報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-66 比島関係復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-67 比島関係復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-68 比島関係復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-69 比島関係復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-70_1 比島関係復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-70_2 比島関係復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-71 比島関係復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-72 比島関係復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-73 比島関係復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-74 比島復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-75 比島復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-76 比島復員者報告綴　Ｓ２０～２１年 第１復員局

比島-全般-77 比島軍政の概要　Ｓ１７．１．３～１８．１０ 第１復員局　史実部

比島-全般-78 比島軍政庶務規定　Ｓ１７．７～１９．８ 陸軍省軍務課

比島-全般-79 軍政公報　第１号　Ｓ１７．３．２１ 渡集団軍政部

比島-全般-80 軍政公報　第２号　Ｓ１７．４．２ 渡集団軍政部

比島-全般-81 軍政公報　第３号　Ｓ１７．５．１２ 渡集団軍政部

比島-全般-82 軍政公報　第４号　Ｓ１７．６．１５ 渡集団軍政部

比島-全般-83 軍政公報　第５号　Ｓ１７．７．１８ 渡集団軍政監部

比島-全般-84 軍政公報　第６号　Ｓ１７．１０．１５ 比島軍政監部



令和５年１月１２日

比島-全般-85 軍政公報　第７号　Ｓ１７．１２．１５ 比島軍政監部

比島-全般-86 軍政公報　第９号　Ｓ１８．３．２８ 比島軍政監部

比島-全般-87 軍政公報　第１０号　Ｓ１８．６．２８ 比島軍政監部

比島-全般-88 軍政公報　第１号　Ｓ１７．３．２１ 渡集団軍政部

比島-全般-89 軍政公報　第２号　Ｓ１７．４．２ 渡集団軍政部

比島-全般-90 軍政公報　第２号　Ｓ１７．４．２ 渡集団軍政部

比島-全般-91 軍政公報　第４号　Ｓ１７．６．１５ 渡集団軍政部

比島-全般-92 軍政公報　第１１号　Ｓ１８．７．２８ 比島軍政監部

比島-全般-93 軍政公報　第１２号　Ｓ１８．８．２８ 比島軍政監部

比島-全般-94 軍政公報　第１３号　Ｓ１８．１１．２８ 比島軍政監部

比島-全般-95 第２比島戦に於ける陸軍部隊史料綴　Ｓ２１．１１．２０ 第１復員局

比島-全般-96 「比島戦記」　寄稿の原稿綴 松木秀満収集

比島-全般-97 比島憲兵隊関係資料 -

比島-全般-98 比島方面作戦経過の概要　Ｓ３２．５ 引揚援護局

比島-全般-99 比島作戦経過要図 -

比島-全般-100 第１４軍態勢要図　Ｓ１７．８．３１ １４Ａ参謀部

比島-全般-102 渡集団軍政情報記録　昭１７．３．１２ 渡集団軍政部

比島-全般-103 第１４軍の捕虜問題について　昭２０．１０～ 本間　雅晴

比島-全般-104 渡集団（１４Ａ）司令部将校高等文官　職員録　昭１７．７．１ １４Ａ司令部

比島-全般-105 第４師団説明資料　Ｓ１２．４～１７．７．４ ４D長　北野憲造

比島-全般-106 比島方面作戦指導要綱　昭１９．８．２０ 南方軍

比島-全般-107 海上機動第２旅団関係書類　（其の１） 海上機動第２旅団

比島-全般-108 海上機動第２旅団関係書類　（其の２） 海上機動第２旅団

比島-全般-109 仮釈放中の敵国人宣教師名簿　昭１９．５．１５ 比島憲兵隊

比島-全般-110 比島攻略に当り敵側の執りたる金融謀略と対策 １４Ａ経理部長　正木五郎

比島-全般-111 １４軍司令官　本間雅晴中将離任時の上奏文　（写）　昭１７．８ 陸軍中将　本間雅晴

比島-全般-112 比島憲兵隊と治安維持 比島派遣　渡第３０３８部隊

比島-全般-113 バターン陥落１周年に際して　Ｓ１８．４．１１ 本間　雅晴

比島-全般-114 本間中将の指揮権の範囲に関する件 大本営　陸軍部

比島-全般-115 比島作戦資料　Ｓ１９．９．２２～２０．８．１５ 村井　熊雄

比島-全般-116 比国．リカルテ将軍小伝　１８６６～１９４５ リ将軍元副官　太田兼四郎

比島-全般-117 カトリック教勢 比島憲兵隊本部

比島-全般-118 歩兵第５７連隊歴戦記 宮内部隊

比島-全般-119 比律賓兵要地誌梗概　昭和４年５月 -

比島-全般-120 （１）コレヒドール地図　１／４８００等　（２）水位表　（於ロソット岬） -

比島-全般-121 比島地区部隊展開航空基地　一覧表 航空課比島班



令和５年１月１２日

比島-全般-122 最近に於ける比島事情　Ｓ１９．３．３１ 大本営　陸軍部

比島-全般-123 比島飛行場要図 航空課比島班

比島-全般-124
レイテ作戦経過概要図　レイテ島兵要地誌図　垣兵団防禦配備図
１／１０万　（１６Ｄ）　Ｓ１９．１０

-

比島-全般-125
コレヒドール島陣地図　（陣地番号　陣地符号　地名符号　Ｓ１７．
４

渡集団司令部　（１４Ａ）

比島-全般-126 比島作戦より得たる教訓並に所見　昭２１．２．５
尚武集団参謀　朝枝少佐・堀少
佐

比島-全般-127 総務部長口演要旨　Ｓ１７．９．２２ 渡集団軍政監部

比島-全般-128 比島．リカルテ将軍の資料 （リ将軍元副官）　太田兼四郎

比島-全般-129 比島陸軍関係調査資料綴　Ｓ２３．９．２４ 第１復員局比島課

比島-全般-130 ゲリラ投降者名簿（比島） 陸軍守備隊

比島-全般-131 撃兵団（２ＴＫＤ）戦闘教令　Ｓ１９．１１．１５ 撃兵団司令部

比島-全般-132 愛の鎖－比島収骨を終りて－ 上野　四郎

比島-全般-133 愛の鎖－比島収骨を終りて－ 上野　四郎

比島-全般-134 コレヒドール要塞調査報告 -

比島-全般-135 軍政実施概況報告　Ｓ１７．１．１８ １４Ａ司令部

比島-全般-136 モリソン岬．コレヒドール湾間の敵情　地形報告写景図 工兵第４連隊

比島-全般-137 写景図 -

比島-全般-138 コレヒドール島要塞攻略における日章旗由来書 中島武中佐

比島-全般-139 ルソンにおける降伏文書 １４ＨＡ参謀副長　宇都宮直賢

比島-全般-140 比島作戦兵力表 復員局

比島-全般-141 対比宣伝情報　Ｓ１９．８．上～１９．９．上 南方軍報道部

比島-全般-142 比島作戦参加兵力資料 第１復員局

比島-全般-143 比島方面作戦記録　作戦第１期（レイテ作戦） 第１復員局

比島-全般-144 比島方面作戦経過の概要　Ｓ３２．５ 引揚援護局

比島-全般-146 ルソン飛行場部隊復員者資料 １復

比島-全般-147 俘虜移管に関する綴　昭和１９ 比島俘虜収容所

比島-全般-148 匪首捕獲の参考 渡集団参謀部

比島-全般-149 第１４軍憲兵隊長訓示綴　Ｓ１８．１２．２４～１８．１２．２８ １４Ａ　憲兵隊長

比島-全般-150
第５２碇泊場司令部俘虜に関する書類綴　Ｓ１７．３．２０～１８．６．
４

５２碇泊場司令部

比島-全般-151 加喜部隊戦闘経過概要　Ｓ１６．１２．２４～１７．１．３ 加喜部隊

比島-全般-152 比島攻略戦側背攻撃之奮戦記　Ｓ１６．１２．１４～１７．４．１０ １６Ｄ参謀　渡辺三郎

比島-全般-156 上奏（写）　Ｓ１７年８月 本間　雅晴

比島-全般-157 第１師団レイテ決戦の最後　（火と雨と血の島） -

比島-全般-159 比島関係俘虜尋問調書　昭和１９ -

比島-全般-160 対比宣伝情報　Ｓ１９．８．中 南方軍報道部

比島-全般-161 「レイテ」決戦座談会記事（１） 週刊文春

比島-全般-162 「レイテ」決戦座談会記事（２） 週刊文春



令和５年１月１２日

比島-全般-163 「フィリッピン」に於ける作戦其の２ 史実部　佐藤中佐

比島-全般-164 「フィリッピン」に於ける作戦其の２ 史実部　佐藤中佐

比島-全般-165 比島関係陳述書 -

比島-全般-167 比島作戦記録個人資料綴　Ｓ３２年 -

比島-全般-168 第１４軍軍法会議関係書類綴　Ｓ１６．１２．２７～１９．３．２９ -

比島-全般-169 比島作戦経過概要　Ｓ１７．４～１７．７ -

比島-全般-170 比島に於ける上陸（水陸両用）作戦 -

比島-全般-171 マニラ湾口要塞調査報告（別冊）　兵器諸元表 第１４軍司令部

比島-全般-172 第１師団の比島作戦研究議題 -

比島-全般-173 アグサン州兵要地誌概要 -

比島-全般-174 「レイテ」「サマール」島兵力配置要図 -

比島-全般-175 比島作戦に関する質疑及回答 １復

比島-全般-176 在比島．日本軍の兵力　１９４４～１９４５ １復

比島-全般-177 渡集団司令部将校職員表　昭和１７．１．２０ 渡集団　（第１４軍司令部）

比島-全般-178 敵産調査要領　昭和１８ 渡集団司令部

比島-全般-179 孫呉よりレイテ迄 -

比島-全般-180 特別取扱機密書類綴 タクロバン警務　顧問部

比島-全般-181 モーローの法律とカランチャオ法典　昭１９．２．１ 比島派遣軍報道部

比島-全般-182 公刊．比島戦史読後感 １６Ｄ参謀長　渡辺三郎

比島-全般-183 小林兵団長訓示綴　昭２０．１．２７ -

比島-全般-184 １６Ｄ木村大隊（玉砕）　公手中尉最後の報告書　昭１７．２．７ -

比島-全般-185 ４９ｉ岡崎中隊（ＴＡ）　配属連名簿 ４９ｉ斉藤隊

比島-全般-186 バタアン地区警備隊　俘虜に関する書類綴　昭１７年 -

比島-全般-187 バタアン．コレヒドール攻略戦記　「東洋の凱歌」解説台本 比島派遣軍報道部

比島-全般-188 比島敵匪情要図 １復

比島-全般-189 呂宋島兵要地誌図　１／２０万 １復

比島-全般-190 第１師団編制装備の概要　昭１９．８ 防研戦史室

比島-全般-191 南十字星を望みつつ　－ブラジル．フィリピン勤務の思い出－ 宇都宮　直賢

比島-全般-192 南十字星を望みつつ　－ブラジル．フィリピン勤務の思い出－ 宇都宮　直賢

比島-全般-193 あの日あの頃 マニラ会

比島-全般-194 激戦と放浪 塚越　敏生

比島-全般-195 伊藤榮雄．志のぶぐさ -

比島-全般-196 レイテ作戦（第２案修正案）　１９４８．１ １復

比島-全般-196_2 独立歩兵第１２連隊の戦誌　レイテ 独立歩兵　第１２連隊

比島-全般-197 第１師団降服式写真　（セブ島北部イリハン）　昭２０．８．２８ -

比島-全般-198 「いづみ」　フィリピン戦いの記録 独立歩兵　第１１連隊関係
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比島-全般-199 「いづみ」　比島の戦いの記録（ルソン編） 独立歩兵　第１１連隊関係

比島-全般-200 「いづみ」　比島の戦いの記録（ルソン編） 独立歩兵　第１１連隊関係

比島-全般-201 「いづみ」　比島の戦いの記録（ルソン編） 独立歩兵　第１１連隊関係

比島-全般-202 第１０師団呂宋戦史々料 第１０師団

比島-全般-203 大平洋戦争史　其３ -

比島-全般-204 比島映画統計書　１８年度 社団法人　映画配給社

比島-全般-205 比島方面復員者報告綴　昭２１年 復員局

比島-全般-206 比島方面復員者報告綴　昭２１年 １復史実部

比島-全般-207 比島方面復員者報告綴　昭２１年 １復史実部

比島-全般-208 開戦前に於ける比島に関する情報の件回答 第１復員局

比島-全般-209 第４１軍司令官　横山静雄中将陳述資料　昭２５年 -

比島-全般-210 比島軍政の概要（素案）　別冊その１　昭２０．８ 第１復員局

比島-全般-212 比島方面における戦闘の概要　昭３２．１１．２０調整 引揚援護局　調整

比島-全般-213 比島方面作戦経過の概要 引揚援護局　調整

比島-全般-214 比島作戦記録資料 -

比島-全般-215 比島作戦記録別冊　付録．付表．付図 -

比島-全般-216 比島作戦　付表．付録の一部　昭２１．４．４ 和田中佐

比島-全般-217
比島作戦記録第３巻３編　振武集団の作戦記録　（マニラ東北拠
点）

第１復員局

比島-全般-218 建武集団戦闘経過梗概　（在比島クラーク地区） 史実部　岡田大佐

比島-全般-219 振武集団作戦の概要案　昭２０．１～終戦 第１復員局　（服部大佐資料）

比島-全般-220 振武集団作戦の概要案　昭２０．１～終戦 第１復員局　（服部大佐資料）

比島-全般-221 振武集団作戦記録　昭２１．１０ 第１復員局　（服部大佐資料）

比島-全般-222 フイリッピン作戦記録第２号　その１～その３ 第１復員局

比島-全般-223 比島作戦記録巻１　昭１９ 第１復員局　（服部大佐資料）

比島-全般-224 フイリッピンに於ける作戦その２　（第１期） 第１復員局　（服部大佐資料）

比島-全般-225 フイリッピンに於ける作戦その３　（第１期） １復史実部

比島-全般-226 フイリッピンに於ける作戦その３　（第１期） 史実部　佐藤中佐

比島-全般-227 フイリッピンに於ける作戦その４　（第１期） 第１復員局　（服部大佐資料）

比島-全般-228 第１期比島作戦（その５） -

比島-全般-229 フイリッピンに於ける作戦その６　（第１期） 第１復員局　（服部大佐資料）

比島-全般-230 比島方面作戦記録　（第３期） 第１復員局　（服部大佐資料）

比島-全般-231
（レイテ方面作戦記録）　比島作戦記録（第３巻第２編別冊）　昭２
０．８

第１復員局　（服部大佐資料）

比島-全般-233 （呂宋島に於ける作戦）　比島作戦記録第３巻第３編 第１復員局　（服部大佐資料）

比島-全般-234 （呂宋島に於ける作戦）　比島作戦記録第３巻第３編 第１復員局

比島-全般-235 比島作戦記録第３期　（レイテ作戦） 第１復員局

比島-全般-236 比島作戦記録第３期　（レイテ作戦） 第１復員局
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比島-全般-237 比島作戦記録第３期　（レイテ作戦） 第１復員局

比島-全般-238 フイリッピンに於ける作戦その４　（第１期） 第１復員局

比島-全般-239 フイリッピンに於ける作戦その４　（第１期） 第１復員局

比島-全般-240 フイリッピンに於ける作戦その５　（第１期） 第１復員局

比島-全般-241 フイリッピンに於ける作戦その５　（第１期） 第１復員局　（服部資料）

比島-全般-242 フイリッピンに於ける作戦その５　（第１期） 史実部

比島-全般-243 第１期比島作戦　フイリッピンに於ける作戦　その６ 第１復員局　（服部資料）

比島-全般-244 第１期比島作戦　フイリッピンに於ける作戦　その６ 第１復員局

比島-全般-245 第１期比島作戦　フイリッピンに於ける作戦　その６ 第１復員局

比島-全般-246 第３５軍の作戦　比島作戦記録第３巻第２編　別冊 -

比島-全般-247 （呂宋島に於ける作戦）　比島作戦記録　第３巻 第１復員局

比島-全般-248 第１４方面軍主力方面　作戦の概要　昭２０．３～２０．９ -

比島-全般-249 第１４方面軍作戦　昭２１．１０　作成 第１復員局

比島-全般-250 第３５軍作戦記録 第１復員局

比島-全般-251 比島方面関係部隊資料　第１師団 第１復員局　（服部資料）

比島-全般-252 比島金山開発に関する件　昭１７．７ 第１復員局　（服部資料）

比島-全般-253 比島作戦記録第３期第１巻　第１４方面軍の作戦準備　昭２１．１０ 第１復員局

比島-全般-254 比島方面作戦記録　第５号 第１復員局

比島-全般-255 第３５軍作戦記録　（第５戦闘第４旬） 第１復員局

比島-全般-256 比島中部ボホール島　生残兵探索記（１）～（３） -

比島-全般-257 レイテ作戦二於ケル第１４方面軍の統帥　昭２１．１０ 元陸軍大佐　小林修治郎

比島-全般-258 比島方面作戦指導要綱　昭１９．８ 南方軍　南西方面艦隊

比島-全般-259 比島収容所　将校府県別住所録 元陸軍大佐　原田義尚

比島-全般-260 東京への血みどろの道　昭３２．１０．３ -

比島-全般-261 比島遺骨収集班撮影写真帳　昭３３．１～３ 松木秀満収集

比島-全般-262 第５章「レイテ」作戦 -

比島-全般-263 戦史叢書「比島攻略作戦」　関係要図 -

比島-全般-264 比島作戦の思い出 垣部隊

比島-全般-265 比島作戦記録　第３期第２巻　レイテ作戦．第１４方面軍の統帥 第１復員局

比島-全般-266
比島作戦記録　第３期第３巻　付録第１　マニラ東方振武集団の作
戦

第１復員局

比島-全般-267 第１４方面軍関係綴　昭和１９ -

比島-全般-268 第１期　比島作戦　其２　昭和２０．１２．１３ 史実部　佐藤中佐

比島-全般-269 第１期　比島作戦　其２　昭和２０．１２．１３ 史実部　佐藤中佐

比島-全般-270 第１期　比島作戦　其３　昭和２０．１２．１３ 史実部　佐藤中佐

比島-全般-271 比島に於ける第１４方面軍の作戦準備 第１復員局

比島-全般-272
第３期　第１４方面軍主力方面作戦の概要（案）　昭和２０．３～２
０．９

青島大佐
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比島-全般-273
戦史叢書　比島攻略戦に対する反響綴　昭和４１．７．２５～４２．
３．１０

高山　実

比島-全般-274 「フイリッピン」に於ける作戦　其の２　進攻戦 史実室　佐藤中佐

比島-全般-275
比島作戦記録第３期第１巻　比島に於ける第１４方面軍の作戦準
備　昭和１９．７～１９．１１末

第１復員局

比島-全般-276 無線に関する綴　昭和１６年～１９年 野砲兵第２２連隊

比島-全般-277 比島第１４軍派遣報告　昭和１７．３ 陸軍技術本部第１研究所

比島-全般-278 発翰簿　昭和１８年度
比島軍政部ビサヤ支部タクロバ
ン出張所

比島-全般-279 原稿綴　昭和１８．７ 比島憲兵隊本部

比島-全般-280 呂宋日本人俘虜収容所視察概況　昭和２０．１１ 高山陸軍大佐等

比島-全般-281 山下奉文大将追悼句集　昭和２１．３ 元部下将士一同

比島-全般-282 一般用局報略号表 タクロバン通信局

比島-全般-283 第１０師団（鉄兵団）史実資料　昭和２２．２．１５ -

比島-全般-284 １９４４～４５両年間に於ける在比島日本軍兵力表　昭和２４．１１ 復員局

比島-全般-285 米陸軍戦史「比島作戦」に於ける訂正意見　昭和２４．８ -

比島-全般-286 陸軍大将山下奉文追悼碑関係綴　昭和３１．１１ -

比島-全般-287 比島に於ける歩兵第１連隊の勇戦とその最期　昭和３１．１１記 歩一会編集

比島-全般-288 比島等における作戦記録 -

比島-全般-289 国際法上より観たる比律賓の独立問題 -

比島-全般-290 南方軍野戦貨物廠中南部比島支廠命令 -

比島-全般-291 綜合貿易年表（比律賓）　昭和１６．１２ 陸軍省主計課別班

比島-全般-292 比島憲兵隊綴　昭和１７年 -

比島-全般-293 比律賓群島略史（上）　昭和１７．２ 偕行社

比島-全般-294 警務書類綴乙（手配）　昭和１７．１０～１８．１１ ツゲガラオ憲兵分隊

比島-全般-295 ツゲガラオ憲兵分隊の歴史 -

比島-全般-296 比島飛行場現況図　昭和１９年 -

比島-全般-297 比島飛行場整備計画図　昭和１９．２ -

比島-全般-298 比島及濠北方面飛行場概見図　昭和２１．６ 第１復員局

比島-全般-299 比島派遣軍　昭和５６．１０ 大河原在米大使

比島-全般-300 第三国人に関する書類　昭和１７～１８年 軍政監部バコロド出張所

比島-全般-301 比島還送遺体未処理名簿　昭和２５．９ 留守業務部

比島-全般-302 在タクロバン各官庁官吏人名 タクロバン憲兵分隊

比島-全般-303 教育資料綴　昭和１７～１８年 第５２碇泊場司令部

比島-全般-305 南十字星の下で　（従軍１兵卒の記録）　昭和１８．１２～２１．１ 岡部弁吉著

比島-全般-306
老兵之詩　その１　（開拓勤務中隊河井隊戦記）　昭和１８．１２～
２１．１

清水徳郎著

比島-全般-307
老兵之詩　その２　（開拓勤務中隊河井隊戦記）　昭和１８．１２～
２１．１

清水徳郎著

比島-全般-308 写真集　比島攻略戦記其１ -

比島-全般-309 写真集　比島攻略戦記其の２ -
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比島-全般-310 写真集　比島攻略戦記其の３ -

比島-全般-311 写真集　比島攻略戦記其の４ -

比島-全般-312 ザンボアンガ遺骨収集資料　昭和４７年６月 -

比島-全般-313 人類の蹉躓　比島戦犯記　第１巻其１ -

比島-全般-314 人類の蹉躓　比島戦犯記　第１巻其２ -

比島-全般-315 マニラ市街図1万1千分１　森川史料 -

比島-全般-316 比島攻略記念戦友名簿（イロハ順） 高第９９８３部隊

比島-全般-317
再調査報告書　2009年実施ルソン島・コレヒドール島　2010年実施
ミンダナオ島

フィリピン戦没者慰霊碑保存協
会

比島-全般-318 フィリピン戦没者慰霊碑保存協会　事業報告書　上巻
フィリピン戦没者慰霊碑保存協
会

比島-全般-319 フィリピン戦没者慰霊碑保存協会　事業報告書　下巻
フィリピン戦没者慰霊碑保存協
会

比島-全般-320
Philippine War Memorial Preservation Association, Inc. Work
Report 1

Philippine War Memorial
Preservation Association, Inc.

比島-全般-321
Philippine War Memorial Preservation Association, Inc. Work
Report 2

Philippine War Memorial
Preservation Association, Inc.

比島-全般-322 比島兵力計算 厚生省

比島-進攻-1 渡集団（１４Ａ）作命綴　昭１７．３．１～１７．５．５ １４Ａ参謀部

比島-進攻-2 バタアン半島に於ける第１４軍の戦闘 陸軍大学校

比島-進攻-3
呂宋島攻略戦跡視察並に「コ」島要塞攻略戦闘参加に関する報告
（其１．其２）

北島部隊作成

比島-進攻-4
呂宋島攻略戦跡視察並に「コ」島要塞攻略戦闘参加に関する報告
（其３）

北島部隊作成

比島-進攻-5 第１６師団作命綴　昭１６．１２．１５～１７．５．２ １６Ｄ司令部

比島-進攻-6 垣（第１６師団）作命甲綴　昭１６．１１．１２～１７．５．１９ １６Ｄ司令部

比島-進攻-7 第１６師団命令綴　昭１８．７．４～１８．１２ １６Ｄ司令部

比島-進攻-8 垣（第１６師団）部隊　関係書類綴　昭１６．１２～１７．１２ １６Ｄ司令部

比島-進攻-9
第１６師団通信隊　マニラ攻略戦戦闘詳報　昭１６．１２．８～１７．
１．３

１６ＤＴＬ本部

比島-進攻-10 第１６師団通信隊　陣中日誌 １６ＤＴＬ本部

比島-進攻-11 第１６師団通信隊　第１次バタン攻略戦戦闘詳報 １６ＤＴＬ本部

比島-進攻-12 第１６師団通信隊　第２次バタン攻略戦戦闘詳報 １６ＤＴＬ本部

比島-進攻-13 第１６師団通信隊　呂宋全島戡定作戦戦闘詳報 １６ＤＴＬ本部

比島-進攻-14 第１６師団通信隊　呂宋全島戡定作戦戦闘詳報 １６ＤＴＬ本部

比島-進攻-15 第１６師団通信隊　陣中日誌　昭１７．４．１～１７．４．３０ １６ＤＴＬ本部

比島-進攻-16 第１６師団　第２野戦病院戦闘詳報　昭１６．１２．１２～１７．１．３１ １６Ｄ．２ＦＬ部

比島-進攻-17 第１６師団　第２野戦病院業務詳報　昭１６．１２．１２～１７．７．３１ １６Ｄ．２ＦＬ部

比島-進攻-18 第１６師団　第４野戦病院陣中日誌 １６Ｄ．４ＦＬ部

比島-進攻-19 第１６師団　第４野戦病院作命綴　昭１６．３．１４～１７．１２．２９ １６Ｄ．４ＦＬ部

比島-進攻-20
第１６師団　４ＦＬ「マニラ」攻略戦　戦闘詳報　昭１６．１２．２４～１
６．１２．３１

１６Ｄ．４ＦＬ部

比島-進攻-21
第１６師団軍医部　コレヒドール攻略戦業務詳報　昭１７．４．１２～
１７．５．７

１６Ｄ軍医部

比島-進攻-22 第１６師団　獣医部陣中日誌　昭１６．９．２５～１６．１１．３０ １６Ｄ獣医部

比島-進攻-23 第１６師団　獣医部陣中日誌　昭１７．１．１～１７．４．３０ １６Ｄ獣医部
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比島-進攻-24 第１６師団　獣医部陣中日誌　昭１７．５．１～１７．１２．３１ １６Ｄ獣医部

比島-進攻-25 第６５旅団　ナチブ山付近戦闘詳報　昭１７．１．９～１７．１．２７ ６５旅団司令部

比島-進攻-26 第６５旅団ナチブ山付近戦闘詳報　Ｓ１７．１．９～１７．１．２７ ６５旅団司令部

比島-進攻-27 第６５旅団ナチブ山付近戦闘詳報　Ｓ１７．１．９～１７．１．２７ ６５旅団司令部

比島-進攻-28 第６５旅団ナチブ山付近戦闘詳報　Ｓ１７．１．９～１７．１．２７ ６５旅団司令部

比島-進攻-29
第６５旅団　工兵隊第１小隊陣中日誌　昭１７．１１．１～１７．１１．
２５

工兵隊６５旅団

比島-進攻-30 歩兵第９連隊戦闘詳報　昭１７．１．９～１７．１．２６ ９ｉ本部

比島-進攻-31 歩兵第９連隊　第１大隊命令綴　昭１７．３～１７．４ Ⅰ／９ｉ本部

比島-進攻-32 歩兵第９連隊　第３大隊陣中日誌　昭１６．１２．１～１６．１２．３１ Ⅲ／９ｉ本部

比島-進攻-33 歩兵第９連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１６．１２．２２～１６．１２．２４ Ⅲ／９ｉ本部

比島-進攻-34 歩兵第９連隊　第３大隊陣中日誌　昭１７．１．１～１７．１．３１ Ⅲ／９ｉ本部

比島-進攻-35 歩兵第９連隊　第１中隊陣中日誌　昭１６．９．２５～１７．２．２８ １ＣＯ／９ｉ

比島-進攻-36 歩兵第９連隊　第１０中隊戦闘詳報　昭１７．１．９～１７．１．１４ １０ＣＯ／９ｉ

比島-進攻-37
歩兵第２０連隊第１大隊　マニラ攻略戦闘詳報　昭１６．１２．８～１
７．１．１３

Ⅰ／２０ｉ

比島-進攻-38
歩兵第２０連隊第１大隊　マニラ攻略戦闘詳報　昭１６．１２．８～１
７．１．１３

Ⅰ／２０ｉ

比島-進攻-39 歩兵第２０連隊第１大隊　戦闘詳報　昭１７．１．２６～１７．４．１１ Ⅰ／２０ｉ

比島-進攻-40 歩兵第２０連隊　第１大隊戦闘詳報 Ⅰ／２０ｉ

比島-進攻-41 歩兵第２０連隊　第２大隊陣中日誌　昭１６．９．２５～１７．３．５ Ⅱ／２０ｉ

比島-進攻-42
歩兵第２０連隊第２大隊　戦闘業務詳報　昭和１６．１２．２４～１
６．１２．３１

Ⅱ／２０ｉ

比島-進攻-43
歩兵第２０連隊　第１中隊第５中隊陣中日誌　昭１６．９．２４～１
７．１１．３０

１ＣＯ．５ＣＯ／２０ｉ

比島-進攻-44 歩兵第３３連隊　マニラ攻略戦闘詳報　昭１６．１２．８～１７．１．３ 第３３ｉ本部

比島-進攻-45 歩兵第３３連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１７．４．２６～１７．５．２０ Ⅰ／３３ｉ

比島-進攻-46 歩兵第３３連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１６．１２．８～１７．４．１１ Ⅲ／３３ｉ

比島-進攻-47 歩兵第３３連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１７．１．１～１７．１．３１ Ⅲ／３３ｉ

比島-進攻-48 歩兵第３３連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１７．２．２２～１７．３．６ Ⅲ／３３ｉ

比島-進攻-49 歩兵第３３連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１７．２．２７～１７．３．６ Ⅲ／３３ｉ

比島-進攻-50 歩兵第３３連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１７．３．２５～１７．４．１１ Ⅲ／３３ｉ

比島-進攻-51 比島進攻作戦時４７ｉの行動　昭１６．１２．２３～１７．１２ ４７ｉ長　柳勇

比島-進攻-52 歩兵第４７連隊　第３中隊陣中日誌　昭１６．１２．１～１６．１２．３１ ３ＣＯ／４７ｉ

比島-進攻-53
歩兵第６１連隊戦闘詳報　第２次バタン攻略戦　昭１７．２．２１～１
７．４．１１

６１ｉ本部

比島-進攻-54 歩兵第１２２連隊第１大隊　陣中日誌　Ｓ１６．１１．１～１７．３．３１ Ⅰ／１２２ｉ

比島-進攻-55 歩兵第１２２連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１７．１．２１～１７．４．１１ Ⅰ／１２２ｉ

比島-進攻-56 歩兵第１２２連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１７．３．１６～１７．４．１１ Ⅰ／１２２ｉ

比島-進攻-57 歩兵第１２２連隊　第１．第２中隊戦闘詳報　昭１７．１～１７．１０ １．２ＣＯ／１２２ｉ

比島-進攻-58
渡集団（第１４方面軍）通信班　陣中日誌　昭和１６．１１．１２～１
６．１２．３１

渡集団司令部　通信班

比島-進攻-59
渡集団（第１４方面軍）通信班　陣中日誌　昭和１７．１．１～１７．
７．３１

渡集団司令部　通信班
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比島-進攻-60 歩兵第９連隊命令綴　昭和１７．２～４ -

比島-進攻-61 野砲兵第２２連隊　陣中日誌　昭１６．９．２６～１６．１０．３１ ２２Ａ本部

比島-進攻-62 野砲兵第２２連隊　陣中日誌　昭１７．５．１～１７．５．３１ ２２Ａ本部

比島-進攻-63 野砲兵第２２連隊　陣中日誌　昭１７．５．１～１７．５．３１ ２２Ａ本部

比島-進攻-64 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１６．１２．１～１７．１．３ Ⅰ／２２Ａ

比島-進攻-65
野砲兵第２２連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１６．１２．２４～１７．１．
３

Ⅰ／２２Ａ

比島-進攻-66 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．１．４～１７．１．３１ Ⅰ／２２Ａ

比島-進攻-67 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．２．１～１７．２．２８ Ⅰ／２２Ａ

比島-進攻-68 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．２．１～１７．２．２８ Ⅰ／２２Ａ

比島-進攻-69 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．３．１～１７．３．３１ Ⅰ／２２Ａ

比島-進攻-70 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．３．１～１７．３．３１ Ⅰ／２２Ａ

比島-進攻-71 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．４．１～１７．４．３０ Ⅰ／２２Ａ

比島-進攻-72 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．４．１～１７．４．３０ Ⅰ／２２Ａ

比島-進攻-73 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．５．１～１７．５．３１ Ⅰ／２２Ａ

比島-進攻-74 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．５．１～１７．５．３１ Ⅰ／２２Ａ

比島-進攻-75 野砲兵第２２連隊　第２大隊戦闘詳報　昭１７．４．１２～１７．５．７ Ⅱ／２２Ａ

比島-進攻-76
野砲兵第２２連隊　第２中隊陣中日誌　昭１６．９．２５～１６．１０．
３１

２ＣＯ／２２Ａ

比島-進攻-77
野砲兵第２２連隊　第２中隊陣中日誌　昭１６．１１．１～１６．１１．
３０

２ＣＯ／２２Ａ

比島-進攻-78
野砲兵第２２連隊　第２中隊陣中日誌　昭１６．１１．１～１６．１１．
３０

２ＣＯ／２２Ａ

比島-進攻-79 野砲兵第２２連隊　第２中隊陣中日誌　昭１６．１２．１～１７．１．３ ２ＣＯ／２２Ａ

比島-進攻-80 野砲兵第２２連隊　第２中隊陣中日誌　昭１７．２．１～１７．３．３１ ２ＣＯ／２２Ａ

比島-進攻-81 野砲兵第２２連隊　第２中隊戦闘詳報　昭１７．２．２２～１７．３．６ ２ＣＯ／２２Ａ

比島-進攻-82 野砲兵第２２連隊　第２中隊戦闘詳報　昭１７．３．１～１７．３．３１ ２ＣＯ／２２Ａ

比島-進攻-83 野砲兵第２２連隊　第２中隊戦闘詳報　昭１７．５．１～１７．５．３１ ２ＣＯ／２２Ａ

比島-進攻-84 野砲兵第２２連隊　第３中隊陣中日誌　昭１６．１２．１～１７．１．３ ３ＣＯ／２２Ａ

比島-進攻-85 野砲兵第２２連隊　第８中隊戦闘詳報　昭１７．２．２５～１７．４．８ ８ＣＯ／２２Ａ

比島-進攻-86
野砲兵第２２連隊　臨時通信隊戦闘詳報　昭１７．２．３～１７．２．
２４

ＴＬ／２２Ａ

比島-進攻-87
野砲兵第２２連隊　臨時通信隊戦闘詳報　昭１７．２．３～１７．２．
２４

ＴＬ／２２Ａ

比島-進攻-88 独立山砲兵第３連隊　陣中日誌　昭１７．３．１～１７．６．２８ ３ＢＡＳ

比島-進攻-89 独立山砲兵第３連隊　陣中日誌　昭１７．３．１～１７．５．３１ ３ＢＡＳ

比島-進攻-90 独立山砲兵第３連隊　発翰綴　昭１６．１．６～１７．１０．１４ ３ＢＡＳ

比島-進攻-91
独立山砲兵第３連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１７．３．２６～１７．
５．７

Ⅰ／３ＢＡＳ

比島-進攻-92 独立山砲兵第３連隊　第１大隊コレヒドール戦闘詳報　昭１７ ３ＢＡＳ本部

比島-進攻-93
独立山砲兵第３連隊　第２大隊戦闘詳報　昭１７．４．１２～１７．
５．７

Ⅱ／３ＢＡＳ

比島-進攻-94
独立山砲兵第３連隊　第３．４．６中隊バタン半島攻略　戦闘詳報
昭１７．３．２５～１７．４．１０

３．４．６ＣＯ／３ＢＡＳ

比島-進攻-95
独立山砲兵第３連隊　第３中隊バタン半島攻略　戦闘詳報　昭１
７．４．４～１７．４．９

３ＣＯ／３ＢＡＳ
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比島-進攻-96 独立山砲兵第２０大隊　戦闘詳報　昭１７．４．３～１７．４．３０ ２０ｂ／ＢＡＳ

比島-進攻-97 独立山砲兵第２０大隊　戦闘詳報　昭１７．４．２７～１７．５．２３ ２０ｂ／ＢＡＳ

比島-進攻-98 独立山砲兵第２０大隊　戦闘詳報　昭１７．５ ２０ｂ／ＢＡＳ

比島-進攻-99
独立守備歩兵第３３大隊　パナイ島攻略作戦戦闘詳報　Ｓ１７．４．
１６～１７．４．２６

３３ｂ／独立守備歩兵

比島-進攻-100 独立守備歩兵第３５大隊　陣中日誌　昭１７．４．１～１７．６．３０ ３５ｂ／独立守備歩兵

比島-進攻-101
独立守備歩兵第３５大隊　第１中隊陣中日誌　昭１７．４．１～１７．
１１．３０

３５ｂ１ＣＯ／独立守備歩兵

比島-進攻-102
独立守備歩兵第３５大隊　第２中隊陣中日誌　昭１７．４．１～１８．
２．２８

３５ｂ２ＣＯ／独立守備歩兵

比島-進攻-103
独立守備歩兵第３５大隊　第３中隊陣中日誌　昭１７．４．１～１８．
２．２８

３５ｂ３ＣＯ／独立守備歩兵

比島-進攻-104
独立守備歩兵第３５大隊　第４中隊陣中日誌　昭１７．４．１～１８．
２．２８

３５ｂ４ＣＯ／独立守備歩兵

比島-進攻-105
野戦高射砲第４７大隊　第２中隊戦闘詳報　昭１６．１２．１～１７．
５．９

-

比島-進攻-106
工兵第４連隊　「コレギドール」要塞攻略戦闘詳報　昭１７．４．１２
～１７．５．７

４Ｐ本部

比島-進攻-107 工兵第１６連隊　第３中隊第１小隊上陸戦闘詳報　昭１６～１７ ３ＣＯ／１６Ｐ

比島-進攻-108
独立自動車第２６０中隊　第２小隊戦闘詳報　昭１６．１２．１７～１
６．１２．２２

独立自動車第２６０中隊

比島-進攻-109 比島進攻作戦に於ける第２２野戦自動車廠の概況 鎌田　精一郎

比島-進攻-110 第１測候班陣中日誌　昭和１６．１１．２２～１７．５．３１ 第１測候班

比島-進攻-111 第１測候班　吉村隊戦闘詳報　昭１６．１２．７～１６．１２．３１ 第１測候班

比島-進攻-112 第１野戦憲兵隊　報告綴　昭１７．１．１８～１７．１２．２９ 第１野戦憲兵隊

比島-進攻-113 第１野戦憲兵隊　会議書類綴　昭１７．３．１６～１７．３．３０ 第１野戦憲兵隊

比島-進攻-114 バタアン半島に於ける第１４軍の戦闘　昭１７ （南方軍第１課）　石井正美

比島-進攻-115 バタアンに於ける第１４軍の戦闘　（付図） １４Ａ

比島-進攻-116 バタアン半島への進撃写真集　昭１７．３ -

比島-進攻-117
第１６師団衛生隊　担架第１中隊陣中日誌　昭１６．９．２４～１６．
１０．３１

-

比島-進攻-118 竹情報綴　昭和１７．３ -

比島-進攻-119 山田部隊陣中日記　昭１７．５．１４～１７．５．３１ 山田部隊

比島-進攻-120 第１６師団　広部隊作命綴　昭１６．１２月 -

比島-進攻-121
野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１６．１１．１～１６．１１．
３０

Ⅰ／２２Ａ

比島-進攻-122 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．１．４～１７．１．３１ Ⅰ／２２Ａ

比島-進攻-123 リパ出張所陣中日誌　昭１７．４．１～１７．４．３０ -

比島-進攻-124
コレヒドール上陸戦闘　伊藤栄雄関係書簡　昭１７．５．４～１７．
５．５

-

比島-進攻-125 ホロ島攻略作戦に関する件　昭２２．６ 第１復員局

比島-進攻-126 ホロ島攻略作戦に関する件 第１復員局

比島-進攻-127 第１４軍関係命令綴　昭和１６．１１ -

比島-進攻-128
野砲兵第２２連隊第１大隊　段列陣中日誌　昭和１６．１２．１～１
７．１．３

-

比島-進攻-129
兵器に関する編制装備　並に兵器活用其の他に関する意見蒐集
其の４　昭和１８．９．３０

陸軍兵器行政本部

比島-進攻-130 歩兵第９．２０．３３連隊　戦闘経過要図　昭和１７ 各連隊本部

比島-進攻-131 特高書類雑綴　昭和１７ ダグパン憲兵隊
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比島-進攻-132 戦況報告　昭和１７．２ 第１４軍司令部

比島-進攻-133 ベラワン乗船揚陸規定　昭和１７．４ 中村部隊ベラワン支部

比島-進攻-134 陣中日誌　昭和１７．４．１～６．３０ 歩兵第１２２連隊第１大隊本部

比島-進攻-135 陣中日誌　昭和１７．７．１～１７．９．３０ 歩兵第１２２連隊第１大隊本部

比島-進攻-136 陣中日誌　昭和１７．１０．１～１７．１２．３１ 歩兵第１２２連隊第１大隊本部

比島-進攻-137 第１期比島作戦に関するＧＨＱの質疑　昭和１６～１７年 第１復員局

比島-進攻-138 比島第１期作戦に於ける第１４軍の兵力表　昭和２３．１２調 -

比島-進攻-139 北島驥子雄中将回想録　其の３　昭和２９．１２ 厚生省引揚援護局

比島-進攻-140
歩４７比島攻略戦リンガエン～マニラ迄　昭和１６．１２．１２～１７．
１．２

当時４７ｉ長　柳勇　借平松史料
１７

比島-進攻-141 釈放俘虜経歴名簿　昭和１７年度 タクロバン憲兵分隊

比島-進攻-142 夏兵団(第六五旅団)関連史料 第65旅団(旅団長　奈良晃中将)

比島-防衛-1 渡集団（１４軍）情報記録綴　昭１７．１２．３～１８．１．２０ 渡集団（１４軍）

比島-防衛-2 渡集団（１４軍）情報記録（乙）　昭１８．１２．２０～１９．６．２０ 渡集団（１４軍）

比島-防衛-3 第１４軍関係情報資料綴　昭１９ 渡集団（１４軍）

比島-防衛-4 第１４軍（渡）参謀部来翰綴　昭１９．１～１９．１０．４ 渡集団（１４軍）

比島-防衛-5 第１４軍参謀部第２課　日命綴　昭１９．４．１～１９．４．１４ 渡集団（１４軍）

比島-防衛-6 第１４軍司令部衛兵隊　陣中日誌　昭１７年 渡集団（１４軍）

比島-防衛-7 尚武集団情報記録（甲）　昭１９．８ 尚武集団　（１４ＨＡ司令部）

比島-防衛-8 第１４方面軍（尚武）作命綴　（含作戦計画） １４ＨＡ

比島-防衛-9 第１４方面軍戦史史料　第１巻　昭３１年～５１年収集 松木　秀満

比島-防衛-10 第１４方面軍戦史史料　第２巻　昭３１年～５１年収集 松木　秀満

比島-防衛-11
第１４方面軍（尚武集団）　経理部陣中日誌　昭１９．６．１～２０．
２．２８

１４ＨＡ経理部

比島-防衛-12 第１４軍司令部衛兵隊　陣中日誌　昭１９．１．１～１９．７．３１ １４ＨＡ衛兵隊

比島-防衛-13
第１４方面軍司令部　バンバン派遣班発来信綴　昭２０．１～２０．
３

１４ＨＡ　バンバン派遣班

比島-防衛-14 第３５軍（尚）　経理部作戦命令綴　昭１９．１０．１～２０．２．２１ ３５Ａ経理部

比島-防衛-15 第３５軍（尚）作命綴（甲）　昭１９．８．８～１９．１０．３ ３５Ａ司令部

比島-防衛-17 第３５軍（尚）　船舶隊命令綴 ３５Ａ司令部

比島-防衛-18 第３５軍　作戦経過の概要　昭２０年 史実部

比島-防衛-19 第３５軍　作戦経過の概要　昭２０年 史実部

比島-防衛-20 第３５軍　作戦経過の概要 史実部

比島-防衛-21_1 第３５軍作戦経過の概要　昭２０．１２．１０ ３５Ａ参謀長少将　友近美晴

比島-防衛-21_2 第３５軍作戦経過の概要　昭２０．１２．１０ 史実部

比島-防衛-22 第３５軍電報綴　（レイテ作戦間）　昭２０．１．６～２０．３．２６ ３５Ａ司令部

比島-防衛-23 第３５軍来電綴　昭１９．１０．２０～１９．１２ ３５Ａ司令部

比島-防衛-24 第３５軍戦史史料　昭３１年～５１年収集 松木　秀満

比島-防衛-25 第３５軍発来電綴（写）　昭１９．９～１９．１２ 高市　近雄
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比島-防衛-26 第３５軍　レイテ決戦作命綴（空挺　船舶） ３５Ａ司令部

比島-防衛-27 第３５軍　司令官の戦死状況 綿野　得定

比島-防衛-28 尚武ルソン臨編部隊　関係史料　昭３１年～５１年収集 松木　秀満

比島-防衛-29 第３５軍発来電綴　昭１９年 ３５Ａ司令部

比島-防衛-30 第４１軍　振武集団作戦経過概要　昭２０．１．１～２０．８終戦 ４１Ａ司令部

比島-防衛-31 振武来電綴　昭２０．２～２０．４ （振武）　４１Ａ司令部

比島-防衛-32 比島振武集団の野口兵団史料　昭３１～５１年収集 （収集）　松木秀満

比島-防衛-33 振武集団．小林兵団．河嶋兵団．史料 （収集）　松木秀満

比島-防衛-34 比島防衛各兵団部隊の戦歴　昭３１年～５１年収集 （収集）　松木秀満

比島-防衛-35 比島における杉兵団　振武集団の行動概要 ４１軍司令官　横山静雄

比島-防衛-36 マニラ防衛司令部兵力配備要図　Ｓ２０．２以降 マニラ防衛司令部

比島-防衛-37 第４１軍第８師団　史料綴　１／２　昭３１～５１年収集 松木　秀満

比島-防衛-38 第４１軍第８師団　史料綴　２／２　昭３１～５１年収集 松木　秀満

比島-防衛-39 南方軍関係戦史史料　昭３１年～５１年収集 松木　秀満

比島-防衛-40 第１師団　作戦行動の概要　昭１９．８～２０．３．２５ 第１師団司令部

比島-防衛-41 第１師団　作戦行動の概要　昭２２．３．１ 第１師団司令部

比島-防衛-42 セブ島第１師団資料　昭１９末～２０末 １Ｄ付　長嶺秀雄

比島-防衛-43 比島第１０師団史料 松木　秀満

比島-防衛-44 第１６師団作命綴　昭１８．１１～１９．２ 第１６師団司令部

比島-防衛-45 第１６師団作命綴　昭１８年 第１６師団司令部

比島-防衛-46 第１６師団命令綴　昭１９年 第１６師団司令部

比島-防衛-47 第１６師団（垣）情報記録　昭１７．１１．１～１７．１１．２１ 第１６師団司令部

比島-防衛-48 第１６師団情報記録　昭１９．７．１６～１９．１０．１３ 第１６師団司令部

比島-防衛-49 第１６師団（垣）情報記録綴　昭１８年度 第１６師団司令部

比島-防衛-50 第１６師団参丁命令綴　昭１９．１．１６～１９．９．２２ 第１６師団司令部

比島-防衛-51 第１６師団（垣）戦時月報　昭１９．１～１９．４ 第１６師団司令部

比島-防衛-52 第１６師団（垣）作命甲綴　昭１９．１．１～１９．１０ 第１６師団司令部

比島-防衛-53 第１６師団情報記録　昭和１９．３．２７～１９．７．５ 第１６師団司令部

比島-防衛-54 第１６師団（垣）情報記録　昭１９年 第１６師団司令部

比島-防衛-55 第１６師団通信隊　（垣）作命丁綴　昭１９．１．１～１９．１０．５ ＴＬ／１６Ｄ

比島-防衛-56
第１６師団通信隊　比島全島戡定作戦戦闘詳報　昭１７．８．１～１
７．１２．３１

ＴＬ／１６Ｄ

比島-防衛-57
第１６師団通信隊　比島全島戡定作戦戦闘詳報　昭１７．８．１～１
７．１２．３１

ＴＬ／１６Ｄ

比島-防衛-58 第１６師団通信隊　陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．３１ ＴＬ／１６Ｄ

比島-防衛-59 第１６師団通信隊　陣中日誌　昭１７．１１．１～１８．３．３１ 第１６師団通信隊

比島-防衛-60
第１６師団通信隊　比島第３期戡定作戦　戦闘詳報　昭１８．１．１
～１８．６．３０

ＴＬ／１６Ｄ

比島-防衛-61 第１６師団通信隊　陣中日誌　昭１８．４．１～１８．７．３１ ＴＬ／１６Ｄ
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比島-防衛-62
第１６師団通信隊　比島全島粛正討伐　戦闘詳報　昭１８．７．１～
１８．１２．３１

ＴＬ／１６Ｄ

比島-防衛-63 第１６師団通信隊　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ ＴＬ／１６Ｄ

比島-防衛-64 第１６師団通信隊　陣中日誌　昭１８．９．１～１８．１１．３０ ＴＬ／１６Ｄ

比島-防衛-65 第１６師団通信隊　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ ＴＬ／１６Ｄ

比島-防衛-66 第１６師団通信隊　陣中日誌　昭１９．１．１～１９．２．２９ ＴＬ／１６Ｄ

比島-防衛-67 第１６師団通信隊　戦闘詳報　昭１９．１．１～１９．６．３０ ＴＬ／１６Ｄ

比島-防衛-68 第１６師団通信隊　陣中日誌　昭１９．４．１～１９．６．３０ ＴＬ／１６Ｄ

比島-防衛-69 第１６師団通信隊情報綴　昭１９．７．１～１９．１０．１２ ＴＬ／１６Ｄ

比島-防衛-70 第１６師団第１野戦病院陣中日誌　Ｓ１７．１０．１～１９．２．２９ １ＦＬ／１６Ｄ

比島-防衛-71 第１６師団第２野戦病院　陣中日誌　Ｓ１８．６．１～１９．５．３１ ２ＦＬ／１６Ｄ

比島-防衛-72 第１６師団第２野戦病院　業務詳報　昭１８．７．１～１８．１２．３１ ２ＦＬ／１６Ｄ

比島-防衛-73 第１６師団第２野戦病院　業務詳報　昭１９．５．１２～１９．６．３０ ２ＦＬ／１６Ｄ

比島-防衛-74 第１６師団第２野戦病院　業務詳報　昭１９．１．１～１９．６．３０ ２ＦＬ／１６Ｄ

比島-防衛-75 第１６師団第２野戦病院　業務詳報　昭１８．１．１～１８．６．３０ ２ＦＬ／１６Ｄ

比島-防衛-76 第１６師団第２野戦病院　業務詳報　昭１９．１．１～１９．６．３０ ２ＦＬ／１６Ｄ

比島-防衛-77 第１６師団第２野戦病院　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．１０．３１ ２ＦＬ／１６Ｄ

比島-防衛-78 第１６師団第２野戦病院　陣中日誌　昭１８．６．１～１９．９．６ ２ＦＬ／１６Ｄ

比島-防衛-79 第１６師団第２野戦病院　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．５．３１ ２ＦＬ／１６Ｄ

比島-防衛-80
第１６師団第２野戦病院　「ナガ」野戦病院資料　昭１９．１．１～１
９．５．４

２ＦＬ／１６Ｄ

比島-防衛-81
第１６師団第２野戦病院　「ラオアン」患者療養所　昭１９．５．２２～
１９．６．３０

２ＦＬ／１６Ｄ

比島-防衛-82
比島全島粛正討伐業務詳報　（第１６師団防疫給水部）　昭１８．
７．１～１８．１２．３１

防疫給水部／１６Ｄ

比島-防衛-83 第１６師団　防疫給水部陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 防疫給水部／１６Ｄ

比島-防衛-84 第１６師団　防疫給水部作業日報　昭１９．６．１９～１９．９．３０ 防疫給水部／１６Ｄ

比島-防衛-85 第１６師団獣医部　陣中日誌　昭１８．１．１～１８．６．３０ 第１６師団　獣医部

比島-防衛-86 第１６師団獣医部　陣中日誌　昭１８．８．１～１９．２．２９ 第１６師団　獣医部

比島-防衛-87 第１６師団　林隊来翰綴　昭１９年度 林隊／１６Ｄ

比島-防衛-88 第１６師団第１特別作業隊　陣中日誌　昭１９．９．３～１９．９．１０ １６Ｄ

比島-防衛-89
第１６師団自動車移動　修理班命令綴　昭１８．１２．６～１９．１．１
５

１６Ｄ

比島-防衛-90 第１６師団臨時自動車隊戦闘詳報　昭１９．７．３１ １６Ｄ

比島-防衛-91 第１６師団　比島関係写真集　昭１７～１８年 １６師団

比島-防衛-92 比島第１９師団史料　昭３１～５１収集 松木　秀満

比島-防衛-93 第２３師団　戦史史料綴　昭１９．１２～２０．８ ２３Ｄ参謀　高橋政一

比島-防衛-94 第２３師団　業務処理の参考　昭１９～３０年 ２３Ｄ参謀　高橋政一

比島-防衛-95 比島第２３師団史料 収集　松木秀満

比島-防衛-96 第２６師団命令綴　昭１９．１０．２７～１９．１１．１４ 第２６師団

比島-防衛-97 比島第２６師団史料 松木　秀満
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比島-防衛-98 第３０師団関係　陣中日誌資料　昭１９年 第３０師団

比島-防衛-99 第３０師団関係資料綴 収集　松木秀満

比島-防衛-100 ミンダナオ島における第１００師団の作戦 １００Ｄ長　原田次郎

比島-防衛-101 第１０２師団　作戦経過の概要　昭１９．７．１０～２０．８．３１ １０２Ｄ参謀　金子中二

比島-防衛-102 第１０２師団関係史料　１／２　昭３１～５１年収集 松木　秀満

比島-防衛-103 第１０２師団関係史料　２／２　昭３１～５１年収集 松木　秀満

比島-防衛-105 第１０２師団討伐日程　概見表　昭１８年度 陸軍中佐　渡辺英海

比島-防衛-106 第１０３師団戦史資料 松木　秀満

比島-防衛-107 駿兵団（１０３Ｄ）　行動経過付図 １０３師団　（駿兵団）

比島-防衛-108 第１０３師団野戦病院陣中日誌　昭１９．８．１～１９．１１．３０ ＦＬ／１０３Ｄ

比島-防衛-109 第１０３師団野戦病院陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３１ ＦＬ／１０３Ｄ

比島-防衛-110
第１０３師団野戦病院　患者療養所病床日誌綴　昭２０．３．２１～
２０．５．４

ＦＬ／１０３Ｄ

比島-防衛-111 比島第１０５師団史料 収集　松木秀満

比島-防衛-112
第１０５師団工兵隊　第２中隊陣中日誌　昭１９．１０．１～１９．１
０．３１

Ｐ２ＣＯ／１０５Ｄ

比島-防衛-113 戦車第２師団将校職員表　昭１８年頃 戦車第２師団

比島-防衛-114 比島．戦車第２師団史料　昭３１～３５収集 収集　松木秀満

比島-防衛-115 ルソン島に於ける戦車第２師団作戦記録 ２ＴＫＤ参謀　河合重雄

比島-防衛-116 比島派遣戦車第２師団　我等かく戦えり ２ＴＫＤ参謀　河合重雄

比島-防衛-117 戦車第２師団　比島作戦資料 ２ＴＫＤ参謀　河合重雄

比島-防衛-118 戦車第２師団　千葉隊作命綴　昭１９．１０．２２～２０．１．１３ 千葉隊／２ＴＫＤ

比島-防衛-119 戦車第２師団　間隊陣中日誌 間隊／２ＴＫＤ

比島-防衛-120
戦車第２師団　工兵隊整備中隊陣中日誌　昭１９．７．６～１９．７．
３１

戦車第２師団　工兵隊整備中隊

比島-防衛-121 第２戦車師団速射砲隊　第２中隊作戦命令綴 ＴＡ．２ＣＯ／２ＴＫＤ

比島-防衛-122 戦車第６連隊　第１中隊行動詳報　昭１９．１０．２５～１９．１２．３１ 長嶺秀雄　Ⅱ／５７ｉ

比島-防衛-123 第１４独立守備隊　独立混成第２８旅団史料 収集　松木秀満

比島-防衛-124
独立混成第３１旅団工兵隊　陣中日誌　Ｓ１９．６．１６～１９．７．３
０

３１ＭＢｓ．Ｐ

比島-防衛-125 独立混成第３１旅団　陣中日誌　昭１９．４．２～１９．７．３１ ３１ＭＢｓ司令部

比島-防衛-126 独立混成第３３旅団　作命綴　昭１９年 ３３ＭＢｓ

比島-防衛-127
独立混成第３３旅団　工兵隊第２中隊陣中日誌　昭１９．７．１～１
９．７．９

２ＣＯ／３３ＭＢｓ．Ｐ

比島-防衛-128 第１０独立守備隊　比島独立混成第３０旅団　第１００師団史料 収集　松木　秀満

比島-防衛-129 独立混成第５４旅団史料　昭３１～５１収集 収集　松木　秀満

比島-防衛-130 独立混成第５５旅団の戦闘　昭２２．１１月 ５５ＭＢｓ　天明藤吉等

比島-防衛-131 比島．杉．旭．撃　盟兵団　史料　昭３１～５１年 松木秀満

比島-防衛-132 独立混成第５８旅団史料　昭３１～５１年 収集　松木秀満

比島-防衛-133
独立混成第５８旅団　砲兵隊第２中隊陣中日誌　昭１９．６．１３～
１９．１２．３１

砲兵隊　２ＣＯ／５８ＭＢＳ

比島-防衛-134 比島独立混成第６１旅団　史料　昭３１～５１年収集 収集　松木秀満
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比島-防衛-135
第６５旅団工兵隊　第１小隊陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１１．
１７

第65旅団工兵隊第１小隊

比島-防衛-136 第６５旅団　工兵隊陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．３１ 第65旅団工兵隊第１小隊

比島-防衛-137
第６５旅団　工兵隊第２小隊陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．
３１

Ｐ２小隊／６５Ｂ

比島-防衛-138 河野兵団命令綴　（７７旅団）　昭２０．３．２２ 河野兵団　（７７Ｂ）

比島-防衛-140 河島兵団（８２ｉＢ／１０５Ｄ）命令計画綴　昭１９年１２月 河島兵団司令部

比島-防衛-141 比島．建武集団史料　其１　昭３１～５１年収集 収集　松木秀満

比島-防衛-142 比島．建武集団史料　其２　昭３１～５１年収集 収集　松木秀満

比島-防衛-143 第１６歩兵団　通信班陣中日誌　昭１８．１０．１６～１８．１２．３１ ｉＴＬ／１６ｉＢ

比島-防衛-144 比島．船舶部隊史料　昭３１～５１年収集 収集　松木秀満

比島-防衛-145 比島船舶部隊　兵力配置要図　昭２０．８．１５ 比島船舶部隊

比島-防衛-146 高千穂部隊の資料 収集　松木秀満

比島-防衛-147 歩兵第９連隊日命綴　昭１７．４．２～１７．６．３０ 第９ｉ本部

比島-防衛-148 歩兵第９連隊日命綴　昭１７．７．１～１７．８．２９ 第９ｉ本部

比島-防衛-149 歩兵第９連隊日命綴　昭１８．１．１～１８．４．１ 第９ｉ本部

比島-防衛-150 歩兵第９連隊作命綴　昭１８．５～１８．８ 第９ｉ本部

比島-防衛-151 歩兵第９連隊（垣湖）　日命綴　昭１９．１．１～１９．７．２７ 第９ｉ本部

比島-防衛-152 歩兵第９連隊　戦闘業務詳報　昭１８．１．１～１８．６．３０ 第９ｉ本部

比島-防衛-153 歩兵第９連隊戦闘詳報　昭１９．１．１～１９．６．３０ 第９ｉ本部

比島-防衛-154 歩兵第９連隊陣中日誌　昭１９．６．１～１９．６．３０ 第９ｉ本部

比島-防衛-155 歩兵第９連隊陣中日誌　昭１８．３．１～１８．３．３１ 第９ｉ本部

比島-防衛-156 歩兵第９連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１７．１．３～１７．２．２４ Ｉ／９ｉ本部

比島-防衛-157
歩兵第９連隊第１大隊　コレヒドール島要塞攻略戦闘詳報　昭１
７．４．１２～１７．７．３１

Ｉ／９ｉ本部

比島-防衛-158 歩兵第９連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１７．８．１～１７．１２．３１ Ｉ／９ｉ本部

比島-防衛-159 歩兵第９連隊　第１大隊陣中日誌　昭１８．５．３～１８．５．３０ Ｉ／９ｉ本部

比島-防衛-160 歩兵第９連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１９．２．３～１９．２．２１ Ｉ／９ｉ本部

比島-防衛-161 歩兵第９連隊第２大隊　戦闘業務詳報　昭１８．１．１～１８．６．３０ Ⅱ／９ｉ本部

比島-防衛-162 歩兵第９連隊第３大隊　陣中日誌　昭１７．８．１～１７．８．３１ Ⅲ／９ｉ

比島-防衛-163 歩兵第９連隊第３大隊　戦闘詳報　昭１７．１０．２～１７．１０．３０ Ⅲ／９ｉ

比島-防衛-164 歩兵第９連隊第３大隊　戦闘詳報　昭１７．１１．１～１７．１１．３０ Ⅲ／９ｉ

比島-防衛-165 歩兵第９連隊第３大隊　戦闘詳報　昭１７．１２．１～１７．１２．３１ Ⅲ／９ｉ

比島-防衛-166 歩兵第９連隊第３大隊　戦闘詳報　昭１７．８．１～１７．１２．３１ Ⅲ／９ｉ

比島-防衛-167 歩兵第９連隊第３大隊　陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．３１ Ⅲ／９ｉ

比島-防衛-168 歩兵第９連隊第３大隊　陣中日誌　昭１８．３．１～１８．３．３１ Ⅲ／９ｉ

比島-防衛-169
歩兵第９連隊第３大隊　比島全島粛正討伐戦闘詳報　昭１８．７．
１～１８．１２．３１

Ⅲ／９ｉ

比島-防衛-170 歩兵第９連隊第３大隊　陣中日誌　昭１９．９．１～１９．９．３０ Ⅲ／９ｉ

比島-防衛-171 歩兵第９連隊第１中隊　陣中日誌　昭１７．７．１～１７．１２．３０ １ＣＯ／９ｉ
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比島-防衛-172 歩兵第９連隊第１中隊　陣中日誌　昭１７．３．１～１７．６．３０ １ＣＯ／９ｉ

比島-防衛-173 歩兵第９連隊第１中隊　陣中日誌　昭１８．３．１～１８．３．３１ １ＣＯ／９ｉ

比島-防衛-174 歩兵第９連隊第１中隊　陣中日誌　昭和１９．１．１～１９．７．３１ １ＣＯ／９ｉ

比島-防衛-175 歩兵第９連隊第３中隊　陣中日誌　昭１９．１．１～１９．９．３０ ３ＣＯ／９ｉ

比島-防衛-176 歩兵第９連隊第５中隊　陣中日誌　昭１９．７．１～１９．７．３１ ５ＣＯ／９ｉ

比島-防衛-177 歩兵第９連隊第６中隊　陣中日誌　昭１９．９．１～１９．９．３０ ６ＣＯ／９ｉ

比島-防衛-178 歩兵第９連隊第９中隊　陣中日誌　昭１８．１．１～１９．４．３０ ９ＣＯ／９ｉ

比島-防衛-179 歩兵第９連隊第９中隊　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ ９ＣＯ／９ｉ

比島-防衛-180 歩兵第９連隊第１０中隊　陣中日誌　昭１７．１．１～１９．１２．３１ １０ＣＯ／９ｉ

比島-防衛-181 歩兵第９連隊第１０中隊　陣中日誌　昭１９．８．１～１９．８．３１ １０ＣＯ／９ｉ

比島-防衛-182 歩兵第９連隊第１０中隊　陣中日誌　昭１８．６．１～１８．６．３０ １０ＣＯ／９ｉ

比島-防衛-183 歩兵第９連隊通信中隊　陣中日誌　昭１８．６．１～１８．６．３０ ＴＬＣＯ／９ｉ

比島-防衛-184 歩兵第９連隊歩兵砲中隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．８．３１ ｉＡ／９ｉ

比島-防衛-185
歩兵第９連隊第１歩兵砲小隊陣中日誌　昭１９．９．１～１９．９．３
１

ｉＡ／９ｉ

比島-防衛-186 歩兵第１７連隊　第１大隊陣中日誌　昭１９．８．１０～１９．８．３１ Ｉ／１７ｉ

比島-防衛-187 歩兵第１７連隊　第９中隊陣中日誌　昭２０．２．４～２０．２．７ ９ＣＯ／１７ｉ

比島-防衛-188 歩兵第１７連隊　第９中隊戦闘詳報　昭２０．２．４～２０．２．７ ９ＣＯ／１７ｉ

比島-防衛-189 歩兵第１７連隊　第９中隊戦闘詳報　昭２０．２．４～２０．２．７ ９ＣＯ／１７ｉ

比島-防衛-190 被告人（原地人）訊問調書　昭和１９年 威部隊軍律会議

比島-防衛-191
歩兵第２０連隊　比島全島粛正討伐戦闘詳報　昭１８．７．１～１
８．１２．３１

第２０連隊

比島-防衛-192 歩兵第２０連隊戦闘詳報　昭１８．７．１～１８．９．３０ 第２０連隊

比島-防衛-193
歩兵第２０連隊　比島全島粛正討伐戦闘詳報　昭１８．１０．１～１
８．１１．１２

第２０連隊

比島-防衛-194
歩兵第２０連隊　比島全島粛正討伐戦闘詳報　昭１８．１１．１３～
１８．１２．３１

第２０連隊

比島-防衛-195 歩兵第２０連隊戦闘詳報　昭１７．８．１～１７．１２．３１ 第２０連隊

比島-防衛-196 歩兵第２０連隊情報旬報　昭１８．４～１８．６ 第２０連隊

比島-防衛-197 歩兵第２０連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１７．４．１２～１７．７．３１ Ｉ／２０ｉ

比島-防衛-198 歩兵第２０連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１７．８．１～１７．１２．３１ Ｉ／２０ｉ

比島-防衛-199 歩兵第２０連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１７．４．１２～１７．７．３１ Ｉ／２０ｉ

比島-防衛-200 歩兵第２０連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１８．１．１～１８．６．３０ Ｉ／２０ｉ

比島-防衛-201 歩兵第２０連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１８．７．１～１８．１２．３１ Ｉ／２０ｉ

比島-防衛-202 歩兵第２０連隊　第２大隊戦闘詳報　昭１７年 Ⅱ／２０ｉ

比島-防衛-203
歩兵第２０連隊　第２大隊戦闘業務詳報　昭１７．５．８～１７．７．３
１

Ⅱ／２０ｉ

比島-防衛-204
歩兵第２０連隊　第２大隊戦闘業務詳報　昭１７．８．１～１７．１２．
３１

Ⅱ／２０ｉ

比島-防衛-205 歩兵第２０連隊　第２大隊戦闘詳報　昭１７．８．１～１７．１２．３１ Ⅱ／２０ｉ

比島-防衛-206 歩兵第２０連隊　第２大隊戦闘詳報　昭１８．７．１～１８．１２．３１ Ⅱ／２０ｉ

比島-防衛-207 歩兵第２０連隊　第２大隊戦闘詳報　昭１９．１．１～１９．６．３０ Ⅱ／２０ｉ



令和５年１月１２日

比島-防衛-208 歩兵第２０連隊　第２大隊戦闘詳報　昭１９．１．１～１９．６．３０ Ⅱ／２０ｉ

比島-防衛-209 歩兵第２０連隊第２大隊　機関銃中隊戦闘詳報　昭１７．１２．１２ Ⅱ／２０ｉ

比島-防衛-210
歩兵第２０連隊第２大隊　比島北区警備隊命令綴　昭１７．６～１
７．１２

Ⅱ／２０ｉ

比島-防衛-211 歩兵第２０連隊　第１中隊戦闘詳報　昭１９．１．３１～１９．２．１２ １ＣＯ／２０ｉ

比島-防衛-212 歩兵第２０連隊　第２中隊戦闘詳報　昭１７．８．３０ ２ＣＯ／２０ｉ

比島-防衛-213 歩兵第２０連隊　第６中隊陣中日誌　昭１８．５．１～１８．５．３１ ６ＣＯ／２０ｉ

比島-防衛-214 歩兵第２０連隊　第６中隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ ６ＣＯ／２０ｉ

比島-防衛-215
歩兵第２０連隊　第６中隊第１小隊陣中日誌　昭１８．９．１～１８．
９．３０

６ＣＯ／２０ｉ

比島-防衛-216 歩兵第２０連隊　第６中隊第１小隊　昭１９．２．１～１９．２．２９ ６ＣＯ／２０ｉ

比島-防衛-217 歩兵第２０連隊　第６中隊戦闘詳報　昭１９．３．１～１９．３．１０ ６ＣＯ／２０ｉ

比島-防衛-218 歩兵第２０連隊　第９中隊戦闘詳報　昭１９．１．１～１９．６．３０ ９ＣＯ／２０ｉ

比島-防衛-219 歩兵第２０連隊　第１０中隊陣中日誌　昭１９．７．１～１９．７．３１ １０ＣＯ／２０ｉ

比島-防衛-220
歩兵第２０連隊　第１歩兵砲小隊陣中日誌　昭１８．４．１～１８．
４．３０

１歩兵砲小隊／２０ｉ

比島-防衛-221
歩兵第２０連隊　第２歩兵砲小隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．
２．２９

２歩兵砲小隊／２０ｉ

比島-防衛-223 歩兵第２０連隊　泉隊作命綴　昭１９．１．３～１９．６．２８ 泉隊／２０ｉ

比島-防衛-224 歩兵第２０連隊戦闘詳報　昭１７．１１．１４～１７．１１．２９ 西田混成中隊／２０ｉ

比島-防衛-225 歩兵第３３連隊情報旬報　昭１７年 ３３ｉ本部

比島-防衛-226 歩兵第３３連隊戦闘詳報　昭１７．８．１～１７．１１．２０ ３３ｉ本部

比島-防衛-227 歩兵第３３連隊戦闘詳報　昭１７．８．１～１７．１１．２０ ３３ｉ本部

比島-防衛-228 歩兵第３３連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．７．１～１７．７．３１ Ｉ／３３ｉ

比島-防衛-229 歩兵第３３連隊　第１大隊陣中日誌　昭１８．５．１～１８．５．３１ Ｉ／３３ｉ

比島-防衛-230 歩兵第３３連隊　第１大隊陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．１０．３１ Ｉ／３３ｉ

比島-防衛-231 歩兵第３３連隊　第１大隊陣中日誌　昭１９．６．１～１９．６．３０ Ｉ／３３ｉ

比島-防衛-232 歩兵第３３連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１７．８．１～１７．１２．３１ Ⅲ／３３ｉ

比島-防衛-233
歩兵第３３連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１７．１１．２６～１７．１２．３
１

Ⅲ／３３ｉ

比島-防衛-234 歩兵第３３連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１８．１．１～１８．６．３０ Ⅲ／３３ｉ

比島-防衛-235 歩兵第３３連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１８．１．１～１８．６．３０ Ⅲ／３３ｉ

比島-防衛-236 歩兵第３３連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１９．４．１３～１９．６．３０ Ⅲ／３３ｉ

比島-防衛-237 歩兵第３３連隊　第３大隊報告綴　昭１９年度 Ⅲ／３３ｉ

比島-防衛-238
歩兵第３３連隊　（鈴木部隊　安田隊）作戦命令録　昭１８．１～１
８．６

鈴木隊　安田隊／３３ｉ

比島-防衛-239 歩兵第３３連隊　第１中隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．８．３１ １ＣＯ／３３ｉ

比島-防衛-240 歩兵第３３連隊　第３中隊陣中日誌　昭１７．１１．１～１７．１１．３０ ３ＣＯ／３３ｉ

比島-防衛-241 歩兵第３３連隊　第５中隊戦闘詳報　昭１９．５．１～１９．５．３１ ５ＣＯ／３３ｉ

比島-防衛-242 歩兵第３３連隊　関係資料　昭１８．１．１～１８．７．２２ 歩兵第３３連隊

比島-防衛-243 歩第３３タルラック警備隊　作命綴　昭１８．１２．２６～１９．１０．３ 万木隊Ⅱ／３３ｉ

比島-防衛-244 歩兵第３３連隊　（鎌田隊）発翰綴　昭１９．１．４～１９．１０．１１ 鎌田隊／３３ｉ



令和５年１月１２日

比島-防衛-245 歩兵第３９連隊　陣中日誌　昭１９．７．２６～１９．８．３１ ３９ｉ本部

比島-防衛-246 歩兵第３９連隊　戦闘詳報　昭１９．１２．中～２０．９．上 ３９ｉ本部

比島-防衛-247
歩兵第３９連隊　「バターン半島」戦闘詳報　昭２０．１．３０～２０．
２．１５

３９ｉ本部

比島-防衛-248 ３９ｉ基幹バターン半島　戦闘詳報　昭２０．１．３０～２０．２．１５ ３９ｉ本部

比島-防衛-249 歩兵第４１連隊　第５中隊陣中日誌　昭１９．４．２２～１９．９．２９ ５ＣＯ／４１ｉ

比島-防衛-250
歩兵第４９連隊　第２歩兵隊小隊陣中日誌　昭１９．７．２７～１９．
８．３１

４９ｉ

比島-防衛-251 歩兵第６３連隊　歩兵砲中隊陣中日誌　昭１９．７．２６～２０．３．５ ｉＡ／６３ｉ

比島-防衛-252 歩兵第６３連隊　集成中隊陣中日誌　昭２０．１～２０．４ 集成ＣＯ／６３ｉ

比島-防衛-253 歩兵第６４連隊　第２大隊陣中日誌　昭１９．１１．１～２０．１2．３１ Ⅱ／６４ｉ

比島-防衛-254 歩兵第６４連隊　第３大隊陣中日誌　昭１９．１１．１～２０．１．３１ Ⅲ／６４ｉ

比島-防衛-255 歩兵第６４連隊　陣中日誌　昭１９．１２ ６４ｉ

比島-防衛-256
歩兵第７２連隊　ルソン島の戦闘経過　昭１９．１０．１３～２０．９．
１３

７２ｉ

比島-防衛-257
歩兵第７３連隊　佐々野隊陣中日誌　昭１９．１０．２０～２０．３．２
０

佐々野隊／７３ｉ

比島-防衛-258
歩兵第１２２連隊第１大隊　戦闘詳報　Ｓ１７．４．１２～１７．１２．３
１

Ⅰ／１２２ｉ

比島-防衛-259 比島歩兵第１２２連隊討伐詳報　Ｓ１８．２．１０～１８．６．３０ １２２ｉ本部

比島-防衛-260 歩兵第１２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１８．１．１～１８．９．３０ Ⅰ／１２２ｉ

比島-防衛-261 歩兵第１４１連隊　陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．３１ １４１ｉ本部

比島-防衛-264
歩兵第２２２連隊第２作業小隊　陣中日誌　Ｓ１８．１１．１～１８．１
２．３１

第２作業小隊／２２２ｉ

比島-防衛-265
歩兵第２２２連隊　第２作業小隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．５．
２５

第２作業小隊／２２２ｉ

比島-防衛-266
歩兵第２２４連隊第１大隊　陣中日誌　Ｓ１８．１２．１～１８．１２．３
１

Ⅰ／２２４ｉ

比島-防衛-267
歩兵第２０連隊　第２機関銃中隊陣中日誌　昭１９．４．１～１９．
４．３０

２ＭＧ／２０ｉ

比島-防衛-268 第１４軍衛兵隊陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１．３１ 衛兵隊／１４Ａ

比島-防衛-269 第１４軍衛兵隊陣中日誌　昭１８．２．１～１８．２．２８ 衛兵隊／１４Ａ

比島-防衛-270 第１４軍衛兵隊陣中日誌　昭１８．３．１～１８．３．３１ 衛兵隊／１４Ａ

比島-防衛-271 第１４軍衛兵隊陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ 衛兵隊／１４Ａ

比島-防衛-272 第１４軍衛兵隊陣中日誌　昭１８．９．１～１８．１２．３１ 衛兵隊／１４Ａ

比島-防衛-273 第３５軍（尚）作命綴　昭１９．１１～１９．１２ ３５Ａ司令部

比島-防衛-274 第１６師団情報記録　昭１７．５．６～１７．７．３１ １６師団

比島-防衛-275 第６５旅団工兵隊行動詳報　Ｓ１７．１０．１～１７．１０．３０ Ｐ／６５Ｂ

比島-防衛-276 小林兵団作命綴　昭２０．１．２３ 小林兵団

比島-防衛-277 比島独立混成第２６連隊　史料 ２６ＢＳ

比島-防衛-278
独立歩兵第３７大隊　第２中隊陣中日誌　昭１７．９．２１～１８．１
２．３０

２ＣＯ／３７ｉｂｓ

比島-防衛-279
独立歩兵第１６９大隊　第４中隊戦闘詳報　昭１９．５．１１～１９．
６．１６

４ＣＯ／１６９ｉｂｓ

比島-防衛-280
独立歩兵第１７０大隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．
３０

３ＣＯ／１７０ｉｂｓ

比島-防衛-281 独立歩兵第１７１大隊　陣中日誌 １７１ｉｂｓ

比島-防衛-282
独立歩兵第１７４大隊　前田隊陣中日誌　昭１９．３．１～１９．１２．
３１

１７４ｉｂｓ
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比島-防衛-283
独立歩兵第１７９大隊　第２中隊陣中日誌　昭１８．１２．３～１９．１
２．３０

２ＣＯ／１７９ｉｂｓ

比島-防衛-284
独立歩兵第１７９大隊　第２中隊陣中日誌　昭１９．５．８～１９．６．
３０

２ＣＯ／１７９ｉｂｓ

比島-防衛-285
独立歩兵第１７９大隊　第２中隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．８．
３１

２ＣＯ／１７９ｉｂｓ

比島-防衛-286
独立歩兵第１７９大隊　第２中隊陣中日誌　昭２０．１．１～２０．４．
３０

２ＣＯ／１７９ｉｂｓ

比島-防衛-287
独立歩兵第１８１大隊　第１中隊陣中日誌　昭１９．５．１～１９．７．
３１

１ＣＯ／１８１ｉｂｓ

比島-防衛-288
独立歩兵第３５４大隊　銃砲隊陣中日誌　昭１９．７．１０～１９．７．
３１

銃砲隊／３５４ｉｂｓ

比島-防衛-289 独立歩兵第３５４大隊　作命綴　昭２０．１．６～２０．３．３ ３５４ｉｂｓ

比島-防衛-290
独立歩兵第３５５大隊　第２中隊戦闘詳報　昭１９．８．２８～１９．１
１．９

-

比島-防衛-291
独立歩兵第３６１大隊　作業隊陣中日誌　昭１９．１２．１～１９．１
２．３１

作業隊／３６１ｉｂｓ

比島-防衛-292
独立歩兵第３６３大隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．７．１７～１９．
７．３１

３ＣＯ／３６３ｉｂｓ

比島-防衛-293
独立歩兵第３７９大隊　第１中隊陣中日誌　昭１９．６．１２～１９．
９．３０

１ＣＯ／３７９ｉｂｓ

比島-防衛-294 独立歩兵第３７９大隊　第１中隊陣中日誌 １ＣＯ／３７９ｉｂｓ

比島-防衛-295
第１１独立守備隊　比島討伐に関する書類其１　昭１７．１２～１８．
４

第１１独立守備隊

比島-防衛-296 第１１独立守備隊　比島討伐に関する書類其２　昭１８年 第１１独立守備隊

比島-防衛-297 独立守備歩兵　第３５大隊陣中日誌　昭１７．８．１～１７．８．３１ 独立守備歩兵　第３５大隊

比島-防衛-298
独立守備歩兵　第３５大隊陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．３
１

独立守備歩兵　第３５大隊

比島-防衛-299
独立守備歩兵　第３５大隊陣中日誌　昭１７．１１．１～１７．１２．３
０

独立守備歩兵　第３５大隊

比島-防衛-300 独立守備歩兵　第３５大隊陣中日誌　昭１８．１．１～１８．２．２８ 独立守備歩兵　第３５大隊

比島-防衛-301 独立守備歩兵第３５大隊　戦闘詳報 独立守備歩兵　第３５大隊

比島-防衛-302
独立守備歩兵第３５大隊　第１中隊陣中日誌　昭１８．１．１～１８．
２．２８

１ＣＯ／３５ｂ

比島-防衛-303
独立守備歩兵第３５大隊　配属憲兵隊陣中日誌　昭１８．２．１～１
８．２．２８

独立守備歩兵第３５大隊

比島-防衛-304 独立守備歩兵　第３６大隊陣中日誌　昭１８．４．１～１８．１２．１４ 独立守備歩兵　第３６大隊

比島-防衛-305
独立守備歩兵第３７大隊　第３中隊陣中日誌　Ｓ１８．１．１～１８．
１２．３１

３ＣＯ／独立守備歩兵第３７大
隊

比島-防衛-306
独立守備歩兵第３９大隊　「マラボ」付近戦闘詳報　昭１８．６．１８
～１８．６．１９

独立守備歩兵第３９大隊

比島-防衛-307
独立守備歩兵第３７大隊　第３中隊陣中日誌　Ｓ１７．９．２８～１
７．１２．３１

３ＣＯ／独立守備歩兵　第３７大
隊

比島-防衛-308
独立守備歩兵第３４大隊　ミンダナオ攻略戦間行動詳報　昭１７．
４．２６～１７．５．２０

独立守備歩兵　第３４大隊

比島-防衛-309 独立混成第２６連隊　第３大隊陣中日誌　昭２０．１ Ⅲ／２６ＭＢｓ

比島-防衛-310
独立歩兵第３５４大隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．７．１０～１９．１
２．３１

３ＣＯ／３５４ｉＢｓ

比島-防衛-311
第１４軍通信隊電信　第２連隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．９．３
０

２ＴＬ／１４Ａ

比島-防衛-312
第１４軍野戦貨物廠　セブ出張所陣中日誌　昭１８．７．１～１８．
９．３０

野戦貨物廠／１４Ａ

比島-防衛-313 第１４軍野戦貨物廠　セブ出張所陣中日誌　昭１８．１～１８．２ 野戦貨物廠／１４Ａ

比島-防衛-314 第１４軍野戦貨物廠　セブ出張所陣中日誌　昭１８．３～１８．４ 野戦貨物廠／１４Ａ

比島-防衛-315 第１４軍野戦貨物廠　セブ出張所陣中日誌　昭１８．５～１８．６ 野戦貨物廠／１４Ａ

比島-防衛-316
第１４軍野戦貨物廠　セブ出張所陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．
２．３１

野戦貨物廠／１４Ａ

比島-防衛-317 第１４方面軍野戦貨物廠　業務月報陣中日誌　昭１９年８月分 野戦貨物廠／１４ＨＡ

比島-防衛-318
第１４軍仮編　第１６機関砲隊陣中日誌　昭１９．５．２０～１９．５．
３１

１４Ａ
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比島-防衛-319
第１４軍仮編　第１６機関砲隊陣中日誌　昭１９．６．１～１９．６．３
０

１４Ａ

比島-防衛-320
第１４軍仮編　第１６機関砲隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．８．３
１

１４Ａ

比島-防衛-321 野戦高射砲第４５大隊　第１中隊陣中日誌　昭１７年 -

比島-防衛-322
野戦高射砲第４５大隊　第１中隊陣中日誌　昭１７．６．１～１７．
６．３０

-

比島-防衛-323
野戦高射砲第４７大隊　第２中隊陣中日誌　昭１７．４．１～１７．１
０．３１

-

比島-防衛-324 野砲兵第１７連隊　諸情報綴　昭１９年 １７Ａ

比島-防衛-325 野砲兵第２２連隊　日々命令綴　昭１９年 ２２Ａ

比島-防衛-326 野砲兵第２２連隊　戦闘詳報　昭１７．３．２４～１７．４．１３ ２２Ａ

比島-防衛-327 野砲兵第２２連隊情報綴　昭１９．４．２１～１９．７．５ ２２Ａ

比島-防衛-328 野砲兵第２２連隊関係　陣中日誌　昭１９．７．８～１９．８．３１ ２２Ａ

比島-防衛-329 野砲兵第２２連隊関係　陣中日誌　昭１７．９．２５～１７．１０．３０ ２２Ａ

比島-防衛-330 野砲兵第２２連隊関係　陣中日誌　昭８月１日～９月３０日 ２２Ａ

比島-防衛-331 野砲兵第８連隊陣中日誌　昭２０．１．７～２０．３．２０ ８Ａ

比島-防衛-332 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．６．１～１７．６．３０ Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-333
野砲兵第２２連隊　第１大隊段列陣中日誌　昭１７．６．１～１７．
６．３０

Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-334
野砲兵第２２連隊　第１大隊段列陣中日誌　昭１７．７．１～１７．
７．３１

Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-335 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．７．１～１７．７．３１ Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-336 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．８．１～１７．８．３１ Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-337
野砲兵第２２連隊　第１大隊段列陣中日誌　昭１７．８．１～１７．
８．３１

Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-338 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．８．１～１７．８．３１ Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-339
野砲兵第２２連隊　第１大隊段列陣中日誌　昭１７．９．１～１７．
９．３０

Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-340 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．９．１～１７．９．３０ Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-341
野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．
３１

Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-342
野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．１１．１～１７．１１．
３０

Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-343
野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１２．
３１

Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-344 野砲兵第２２連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１８．１．１～１８．６．３０ Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-345 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１．３１ Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-346 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１８．３．１～１８．６．３０ Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-347 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１８．２．１～１８．６．３０ Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-348
野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１８．７．１～１８．１２．３
１

Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-349
野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１８．７．１～１８．１２．３
１

Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-350 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１８．９．１～１８．９．３０ Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-351 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-352
野砲兵第２２連隊　第１大隊段列陣中日誌　昭１９．１．１～１９．
４．３０

Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-353 野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１９．４．１～１９．４．３０ Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-354 野砲兵第２２連隊　第１大隊戦闘詳報　昭１９．１．１～１９．６．３０ Ⅰ／２２Ａ
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比島-防衛-355
野砲兵第２２連隊　第１大隊段列陣中日誌　昭１９．５．１～１９．
８．３１

Ⅰ／２２Ａ

比島-防衛-356
野砲兵第２２連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１６．１２．２４～１７．１．
３

Ⅲ／２２Ａ

比島-防衛-357
野砲兵第２２連隊　第３大隊臨時独立小隊戦闘詳報　昭１８．１．１
～１８．６．３０

Ⅲ／２２Ａ

比島-防衛-358
野砲兵第２２連隊　臨時独立小隊戦闘詳報　昭１８．１．１～１８．
６．３０

Ⅲ／２２Ａ

比島-防衛-359
野砲兵第２２連隊　第１中隊陣中日誌　昭１８．７．１～１８．１０．３
０

１ＣＯ／２２Ａ

比島-防衛-360 野砲兵第２２連隊　第２中隊陣中日誌　昭１７．８．１～１７．８．３１ ２ＣＯ／２２Ａ

比島-防衛-361
野砲兵第２２連隊　第２中隊陣中日誌　昭１７．８．１～１７．１０．３
１

２ＣＯ／２２Ａ

比島-防衛-362_1 野砲兵第２２連隊　第２中隊戦闘詳報　昭１７．９．２５ ２ＣＯ／２２Ａ

比島-防衛-362_2
野砲兵第２２連隊　第２中隊陣中日誌　昭１７．１２．１～１７．１２．
３１

２ＣＯ／２２Ａ

比島-防衛-363
野砲兵第２２連隊　第２中隊陣中日誌　昭１８．８．１～１８．１２．３
１

２ＣＯ／２２Ａ

比島-防衛-364 野砲兵第２２連隊　第３中隊陣中日誌　昭１７．６．１～１７．６．３０ ３ＣＯ／２２Ａ

比島-防衛-365
野砲兵第２２連隊　第３中隊第２小隊戦闘詳報　昭１７．８．２７～１
７．９．５

３ＣＯ／２２Ａ

比島-防衛-366
野砲兵第２２連隊　第３中隊第１小隊戦闘詳報　昭１８．３．１５～１
８．８．１２

３ＣＯ／２２Ａ

比島-防衛-367 野砲兵第２２連隊　第３中隊陣中日誌　昭１８．９．１～１８．９．３０ ３ＣＯ／２２Ａ

比島-防衛-368
野砲兵第２２連隊　第３中隊戦闘詳報　昭１８．９．３～１８．１０．３
０

３ＣＯ／２２Ａ

比島-防衛-369 野砲兵第２２連隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ ３ＣＯ／２２Ａ

比島-防衛-370
野砲兵第２２連隊　軍用動物衛生業務詳報　昭１９．１．１～１９．
６．３０

２２Ａ

比島-防衛-371 独立山砲兵第３連隊　陣中日誌　昭１７．６．１～１７．６．３０ ３ＢＡｓ

比島-防衛-372 独立山砲兵第３連隊　昭１７．６．１～１７．６．３０ ３ＢＡｓ

比島-防衛-373 独立速射砲第２５大隊　陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３１ ２５ＴＡｂｓ

比島-防衛-374 独立速射砲第２５大隊　作戦命令録　昭１９．２～１９．１０ ２５ＴＡｂｓ

比島-防衛-375
独立速射砲第２５大隊　作戦命令日々命令綴　昭１９．８．１７～１
９．１２．２９

２５ＴＡｂｓ

比島-防衛-376 独立重砲兵第４大隊　戦闘詳報　昭２０．１．６～２０．１．２２ ４ＦｅＡｓ

比島-防衛-377 独立重砲兵第４大隊　陣中日誌　昭１９．７．１６～１９．１０．１６ ４ＦｅＡｓ

比島-防衛-378 臨時野戦重砲兵　第２中隊陣中日誌　昭１９．８．５～１９．８．３１ ＳＡ２ｃｏ

比島-防衛-379
機動砲兵第２連隊　第６中隊陣中日誌　昭２０．２．２８～２０．７．１
０

６ＣＯ／機動砲兵２連隊

比島-防衛-380 独立臼砲第２１大隊　作命綴　昭１９．７～１９．１２ ２１Ｍｂｓ

比島-防衛-381 独立追撃砲第９中隊　陣中日誌　昭２０．１～２０．３ ９ＣＯ／独立追撃砲

比島-防衛-382 第１２機関砲隊　陣中日誌参考綴　昭１９．１０．１７～１９．１２．３０ １２ＭＡ

比島-防衛-383 特設第１６機関砲隊陣中日誌　昭２０．２．１～２０．２．２８ 特設　１６ＭＡ

比島-防衛-384 工兵第１連隊陣中日誌　昭１９．７．２７～１９．１０．３１ １Ｐ本部

比島-防衛-385 工兵第１連隊第１中隊　陣中日誌　昭１９．９．１～１９．１０．３１ １ＣＯ／１Ｐ

比島-防衛-386
工兵第１連隊第２中隊第３中隊　陣中日誌　昭１９．４．１～４．３０
昭１９．９．１～１９．９．３０

２ＣＯ／１Ｐ　３ＣＯ／１Ｐ

比島-防衛-387 工兵第１連隊第３中隊　陣中日誌　昭１９．７．３１～１９．９．３０ ３ＣＯ

比島-防衛-388 工兵第１連隊器材小隊　陣中日誌　昭１９．７．３１～１９．９．３０ 器材小隊／１Ｐ

比島-防衛-389 工兵第１０連隊陣中日誌　昭和１９．４．１～１９．５．６ １０Ｐ
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比島-防衛-390 工兵第１６連隊　命令甲綴　昭１９．１．１～１９．４．２５ １６Ｐ

比島-防衛-391 工兵第１６連隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ ３ＣＯ／１６Ｐ

比島-防衛-392 工兵第２３連隊記録（比島編） ２３Ｐ会

比島-防衛-393 工兵第２３連隊記録比島作戦資料　Ｓ２０．１～２０．４末 ２３Ｐ小隊長　落合秀正

比島-防衛-394
独立工兵第５５大隊　第２中隊陣中日誌　昭１７．１１．１～１７．１
１．３０

２ＣＯ／５５Ｐｂｓ

比島-防衛-395
独立工兵第５５大隊　第２中隊陣中日誌　昭２９．１２．１９～１９．
１．９

２ＣＯ／５５Ｐｂｓ

比島-防衛-396
独立自動車第４２大隊　第１中隊行動詳報　昭１７．８．１～１７．
８．３１

１ＣＯ／４２ＴＲｂｓ

比島-防衛-397 独立自動車第６３大隊　情報綴　昭１９．８ ６３ＴＲｂｓ

比島-防衛-398
独立自動車第６３大隊　材料廠陣中日誌　昭１７．９．１～１７．１
１．３０

材料廠／６３ＴＲｂｓ

比島-防衛-399
独立自動車第６３大隊　材料廠陣中日誌　昭１８．２．１～１８．４．
３１

材料廠／６３ＴＲｂｓ

比島-防衛-400
独立自動車第６３大隊　材料廠陣中日誌　昭１８．５．１～１８．５．
３１

材料廠／６３ＴＲｂｓ

比島-防衛-401
独立自動車第６３大隊　材料廠陣中日誌　昭１８．９．１～１８．１
１．３１

材料廠／６３ＴＲｂｓ

比島-防衛-402
南方軍野戦自動車廠　タクロバン出張所陣中日誌　昭１９．７．１
～１９．７．３１

-

比島-防衛-403 第１４軍野戦自動車廠　移動修理班命令綴　昭１９年 -

比島-防衛-404
南方軍野戦貨物廠タクロバン　出張所陣中日誌　Ｓ１９．３．１～１
９．９．３０

-

比島-防衛-405
南方軍野戦貨物廠バコロド　出張所陣中日誌　Ｓ１９．７．１７～１
９．７．３１

-

比島-防衛-406
南方軍野戦自動車廠　第１移動修理班第３小隊陣中日誌　昭１８
～１９年

-

比島-防衛-407 南方軍野戦自動車廠　衛生業務要報　昭１９．６．８～１９．６．３０ -

比島-防衛-408
南方軍野戦貨物廠第２被服　移動修理班陣中日誌　Ｓ１９．５．１４
～１９．５．３１

-

比島-防衛-409 輜重兵第１連隊戦史資料 朝倉　好信

比島-防衛-410
輜重兵第１６連隊　第３中隊第２小隊陣中日誌　昭１７．８．１～１
７．８．３１

３ＣＯ／１６Ｔ

比島-防衛-411 輜重兵第１６連隊　第３中隊戦闘詳報　昭１８．１．１～１８．６．３０ ３ＣＯ／１６Ｔ

比島-防衛-412 輜重兵第１６連隊　第２中隊馬場小隊戦闘詳報　昭１９．７．２４ ２ＣＯ／１６Ｔ

比島-防衛-413
輜重兵第１６連隊　軍用動物衛生業務詳報　昭１９．１．１～１９．
６．３０

１６Ｔ

比島-防衛-414 第２機動輸送隊戦史資料　Ｓ１９．８．１～１９．１２．１ （２機輸隊長）　中薗熊吉

比島-防衛-415
南方野戦貨物廠パコロド出張所　陣中日誌　Ｓ１９．８．１～１９．
８．３１

-

比島-防衛-416 南方軍野戦貨物廠イロイロ出張所　陣中日誌　Ｓ１９．８ -

比島-防衛-417 戦車第６連隊第４中隊　陣中日誌　Ｓ１９．５．１４～２０．１．１５ ４ＣＯ／６ＴＫ

比島-防衛-418
比島ムニオス付近における６ＴＫの防禦戦闘　昭２０．１．２５～２
０．２．２７

富士学校　森２佐

比島-防衛-419
捜索第１６連隊第４中隊　「ミンダナオ」攻略戦戦闘詳報　昭１７．
５．２～１７．５．１６

４ＣＯ／１６ＳＯ

比島-防衛-420 捜索第１６連隊　通信小隊陣中日誌　昭１８．２．１～１８．２．２８ 通信隊／１６ＳＯ

比島-防衛-421
第３船舶輸送司令部　マニラ支部庶務備砲手外出許可綴　昭１９
年

-

比島-防衛-422 第３海上輸送監視隊　陣中日誌　昭１７年 -

比島-防衛-423
第４船舶輸送司令部　マニラ支部陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．
１０．３１

-

比島-防衛-424
第４船舶輸送司令部　マニラ支部陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．
１１．３０

-

比島-防衛-425
第４船舶輸送司令部　マニラ支部陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．
１２．３１

-
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比島-防衛-426 海上輸送第４大隊　第１中隊陣中日誌　昭１８．９．１～１８．９．３０ -

比島-防衛-427 海上輸送第４大隊　第１中隊陣中日誌 -

比島-防衛-428
海上輸送第４大隊　第２中隊陣中日誌　昭１８．５．２０～１８．１２．
３１

-

比島-防衛-429 海上輸送第９大隊　第７中隊陣中日誌　昭１９．９ -

比島-防衛-430 船舶工兵第２連隊命令綴　昭１９年度 -

比島-防衛-431
船舶工兵第２連隊　第１６中隊第５小隊戦闘詳報　昭１９．９．２１
～１９．９．２２

船舶工兵第２連隊　第１６中隊
第５小隊

比島-防衛-432
船舶工兵第１６連隊　第２中隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２
５

船舶工兵第１６連隊　第２中隊

比島-防衛-433
船舶工兵第１９連隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．６．１～１９．６．３
０

船舶工兵第１９連隊　第３中隊

比島-防衛-434
船舶工兵第１９連隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．７．１～１９．７．３
１

船舶工兵第１９連隊　第３中隊

比島-防衛-435
船舶工兵第１９連隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．８．３
１

船舶工兵第１９連隊　第３中隊

比島-防衛-436
船舶工兵第１９連隊　第３中隊戦闘詳報　昭１９．９．９～１９．９．１
０

船舶工兵第１９連隊　第３中隊

比島-防衛-437
船舶工兵第１９連隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．９．１～１９．９．３
１

船舶工兵第１９連隊　第３中隊

比島-防衛-438
船舶工兵第１９連隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．１１．１～１９．１
１．３０

船舶工兵第１９連隊　第３中隊

比島-防衛-439
船舶工兵第２１連隊　第１中隊陣中日誌　昭１９．５．２０～１９．６．
３０

船舶工兵第２１連隊　第１中隊

比島-防衛-440
船舶工兵第２６連隊　第１中隊陣中日誌　昭１９．６．２１～１９．７．
３１

船舶工兵第２６連隊　第１中隊

比島-防衛-441 船舶砲兵第２連隊　第９中隊陣中日誌　昭１９．５．１～１９．５．３１ 船舶砲兵第２連隊　第９中隊

比島-防衛-442 病院船衛生第５４班　陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１２．３１ 病院船衛生　第５４班

比島-防衛-443 病院船衛生第５４班　陣中日誌　昭２０．１～２０．４ 病院船衛生　第５４班

比島-防衛-444 第２３１２部隊船舶関係部隊　陣中日誌 第２３１２部隊　船舶関係部隊

比島-防衛-445 第４４碇泊場　イロイロ出張所日報綴　昭１７．５．１９～１７．１１ 第４４碇泊場　イロイロ出張所

比島-防衛-446 病院船衛生第５４班　陣中日誌　昭　１１．１～　１１．３０ 病院船衛生　第５４班

比島-防衛-447 第１４師団（照）情報記録　昭１９年 １４師団参謀部

比島-防衛-448
第６５旅団　工兵隊第２小隊陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．
３１

第６５旅団　工兵隊第２小隊

比島-防衛-449 臨時歩兵第９大隊　第３中隊戦闘詳報　昭２０．１．１１ 臨時歩兵第９大隊　第３中隊

比島-防衛-450 野戦気象第２大隊　作戦行動詳報　昭１７．９．１～１７．９．２７ 野戦気象第２大隊

比島-防衛-451
野戦気象第２大隊　気象第３中隊行動詳報　昭１７．８．１～１７．
８．３１

野戦気象第２大隊　気象第３中
隊

比島-防衛-452 野戦気象第２大隊　気象第３中隊第１測候班書類綴　昭１７年
野戦気象第２大隊　第３中隊第
１測候班

比島-防衛-453
第２２野戦気象隊　第１中隊陣中日誌　昭１９．１１．１～１９．１１．
３０

第２２野戦気象隊　第１中隊

比島-防衛-454
第２２野戦気象隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．１１．１～１９．１１．
３０

第２２野戦気象隊　第３中隊

比島-防衛-455 電信第２７連隊　第１中隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．８．３１ 電信第２７連隊　第１中隊

比島-防衛-456 電信第２７連隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．７．１６～１９．９．３０ 電信第２７連隊　第３中隊

比島-防衛-457
第１６野戦郵便隊　俘虜郵便に関する通牒　昭１７．１２．２～１９．
８．９

第１６野戦郵便隊

比島-防衛-458 比島第１７独立守備隊資料　（鵜澤少将時代）　昭１７～１８年 比島第１７独立守備隊

比島-防衛-459
第３７野戦道路隊本部　第２中隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．
１１．３０

第３７野戦道路隊本部第２中隊

比島-防衛-460 第９対空無線隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．１２．３１ 第９対空無線隊

比島-防衛-461 第１測候班陣中日誌　昭１７．６．１～１７．１２．１５
第１測候班　（第２２野戦気象中
隊）
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比島-防衛-462 第４測候班陣中日誌　昭１８．２．１～１８．３．３１
第４測候班　（第２２野戦気象中
隊）

比島-防衛-463 垣湖作命綴　昭１９年 第１歩兵砲小隊

比島-防衛-464 第３９野戦道路隊　第３中隊発翰簿　昭１７年 第３９野戦道路隊　第３中隊

比島-防衛-465 鉄道第８連隊第１中隊　陣中日誌　昭１９．６．１～１９．１１．３０ 鉄道第８連隊　第１中隊

比島-防衛-466 マニラ鉄道司令部陣中日誌　昭１８．１２．７～１９．１０．３ マニラ鉄道司令部

比島-防衛-467 吉川大隊馬場八田外　斬込隊戦闘詳報　昭２０．４～２０．５ 吉川大隊　（１０５Ｄ　８２ｉＢ）

比島-防衛-468
海上挺進基地第１３大隊　第２中隊陣中日誌　昭１９．９．１７～１
９．９．３０

海上挺進基地第１３大隊　第２
中隊

比島-防衛-469 第２野戦病院来電綴　昭１９．１．３～１９．３．１４ 第２野戦病院

比島-防衛-470
野砲兵第２２連隊第２中隊　第１小隊戦闘要報　（ビナルバガン周
辺掃蕩戦戦闘要報）　昭１８．８

野砲兵第２２連隊第２中隊第１
小隊

比島-防衛-471
海上輸送第１０大隊第５中隊　第１中隊戦闘詳報　（ボリナオ岬近
海掃蕩対空戦闘詳報）　昭１９年

海上輸送第１０大隊　第５中隊
第１中隊

比島-防衛-472 臨時歩兵第９大隊　第３中隊戦闘詳報　昭２０年 臨時歩兵　第９大隊第３中隊

比島-防衛-473 捜索第２３連隊陣中日誌　昭１９年 捜索第２３連隊

比島-防衛-474 第３機関銃隊報告綴　Ｓ１９年 ３ＭＧ

比島-防衛-475 独立機関銃第２０大隊陣中日誌　Ｓ２０．２．１～２０．２．２８ ２０ＭＧｂｓ

比島-防衛-476 左警備隊．警備日報．会報綴　昭１７．１０～１８．１１ 左警備隊

比島-防衛-477 臨時野戦勤務　第８中隊陣中日誌　昭１９．５．１２～１９．５．３１ 臨時野戦勤務　第８中隊

比島-防衛-478 バタアン警備隊情報旬報　昭１７．１２．２０～１８．１１．１８ バタアン警備隊

比島-防衛-479 ８８兵站地区隊陣中日誌 ８８兵站地区隊

比島-防衛-480 第５２碇泊場司令部　イロイロ出張所報告綴　昭１７．５～１７．９
第５２碇泊場司令部　イロイロ出
張所

比島-防衛-481 瀬能部隊情報旬報　昭１７．８～１７．９ 瀬能部隊　（歩兵第３３連隊）

比島-防衛-482 上薗隊情報綴　Ｓ１９．６～１９．９ 上薗隊

比島-防衛-483 鎌田隊情報記録 鎌田隊　（歩兵第９５連隊）

比島-防衛-484 鎌田隊情報記録 鎌田隊

比島-防衛-485 上原隊陣中日誌　Ｓ　９．１～　９．１９ 上原隊

比島-防衛-486 マニラ衛兵隊陣中日誌　Ｓ１８．５．１～１８．５．３１ マニラ衛兵隊

比島-防衛-487 マニラ衛兵隊陣中日誌　Ｓ１８．６．１～１８．６．３０ マニラ衛兵隊

比島-防衛-488 衛兵隊陣中日誌　Ｓ１８．４．１～１８．４．３０ 衛兵隊

比島-防衛-489 天城隊陣中日誌原稿　Ｓ１９年度 天城隊

比島-防衛-490 比島派遣軍電政局日々命令　昭１８．３．１～１８．９．２９ 比島派遣軍

比島-防衛-491
漁??第１１１大隊　勤務第３中隊陣中日誌　昭２０．１．２３～２０．
２．３

漁??第１１１大隊　勤務第３中隊

比島-防衛-492
比島軍政監部ビサヤ支部　陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．３
１

比島軍政監部　ビサヤ支部

比島-防衛-493 マニラ湾口要塞防衛隊　陣中日誌　昭１９．４．１～１９．４．３０ マニラ湾口　要塞防衛隊

比島-防衛-494 建築勤務第３７中隊　陣中日誌　昭１７．７．１～１７．７．３１ 建築勤務建３７中隊

比島-防衛-495 歩兵第９連隊　北部「レイテ」防衛隊命令　昭　９．４～　９．２４ 歩兵第９連隊

比島-防衛-496 比島ネグロス島戦闘記録　昭２５．３．１３ 有冨　重勝

比島-防衛-497 米軍のリンガエン湾上陸作戦　昭３２．２ 陸幹校
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比島-防衛-498 バタアン警備隊情報旬報　昭１８．１．１～１８．１１．２９ バタアン警備隊

比島-防衛-499 アチモナン警備隊陣中日誌　昭１８．２．１～１８．１２．３１ アチモナン警備隊

比島-防衛-500 大森部隊警備（情報）旬報　昭１８．４下 大森部隊警備隊

比島-防衛-501 リサール区警備隊第３中隊　戦闘月報綴　昭１９年 リサール警備隊　第３中隊

比島-防衛-502 パラワン地区警備隊　経理業務月報　昭１９．７．２３～２０．２．１ パラワン地区警備隊

比島-防衛-503 抑留所第１分所陣中日誌　昭１９．７．１～１９．１２．３１ 比軍抑留所　第１分所警備隊

比島-防衛-504 モンセラット分哨陣中日誌　Ｓ２０．３．８～２０．３．２５ -

比島-防衛-505 矢尾隊「ブラウエン」戦闘詳報　Ｓ１９．８ -

比島-防衛-506 立飯部隊陣中日誌　Ｓ１９．１２．１４～２０．２．３ -

比島-防衛-507 大橋隊陣中日誌　Ｓ１９．１２．２４～２０．１．２２ -

比島-防衛-508 根元隊陣中日誌　Ｓ１９．９～１９．１０ -

比島-防衛-509 山本隊陣中日誌　Ｓ１９．１１．２８～２０．１．４ -

比島-防衛-510 中村隊陣中日誌　昭１９．１０～２０．２．２４ 中村隊　第１０３師団砲兵隊

比島-防衛-511 川村隊陣中日誌　Ｓ１９．１２ -

比島-防衛-512 若林隊陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３０
若林隊　（歩兵第６４連隊３大隊
９中隊）

比島-防衛-513 フィリピン．カミギン守備隊資料　昭１９．９．２１～２０．８．１５
独立歩兵第４０６大隊　山本良
一

比島-防衛-514 ラモット警備隊陣中日誌　昭１９．１０．１８～２０．１．４ ラモット警備隊

比島-防衛-515 アントモック警備隊陣中日誌　昭　１．１７～　２．２３ アントモック警備隊

比島-防衛-516 イロイロ派遣憲兵隊作命綴　昭１７．３．２５～１７．１０．２８ イロイロ派遣憲兵隊

比島-防衛-517 イロイロ憲兵分隊作命綴　（部外）昭１７．４．６～１７．６．８ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-518 イロイロ憲兵分隊作命綴　（部外）昭１７．６．８～１７．１１．１１ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-519 イロイロ憲兵分隊作命綴　昭１７．１２．２６～１８．１２．１６ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-520 イロイロ憲兵分隊作命綴　昭１７年 イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-521 イロイロ憲兵分隊作命綴　昭１８．１～１８．１２ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-522 イロイロ憲兵分隊　部外作命情報綴　昭１８．３．２２～１８．５．１ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-523 イロイロ憲兵分隊　部外作命情報綴　昭１８．５．２～１８．８．２ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-524 イロイロ憲兵分隊　情報記録綴　昭１７．４．１２～１７．８．１０ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-525 イロイロ憲兵分隊　情報記録綴　昭１７．１１．上～１７．１２．中 イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-526 イロイロ憲兵分隊　警務書類綴　１／２　昭１７年 イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-527 イロイロ憲兵分隊　警務書類綴　２／２　昭１７年 イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-528 イロイロ憲兵分隊　警務書類綴　１／２　昭１８．１～１８．３ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-529 イロイロ憲兵分隊　警務書類綴　２／２ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-530 イロイロ憲兵分隊　警務書類綴　昭１８．３．１～１８．４．１７ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-531 イロイロ憲兵分隊　警務書類綴　昭１８．５～１８．６ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-532 イロイロ憲兵分隊　警務書類綴　昭１８．８．１１～１８．１０．２０ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-533 イロイロ憲兵分隊書類綴　昭１９年度 イロイロ憲兵分隊
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比島-防衛-534
イロイロ派遣憲兵隊　警務書類綴　１／２　昭１７．３．２９～１７．
６．１９

イロイロ派遣憲兵隊

比島-防衛-536 イロイロ派遣憲兵隊　警務書類綴　１／２　昭１７．４～１７．５ イロイロ派遣憲兵隊

比島-防衛-537 イロイロ派遣憲兵隊　警務書類綴　２／２　昭１７．５～１７．６ イロイロ派遣憲兵隊

比島-防衛-539 イロイロ派遣憲兵隊　連絡会議書類綴　昭１７年 イロイロ派遣憲兵隊

比島-防衛-540 イロイロ派遣憲兵隊　雑書綴　昭１７年 イロイロ派遣憲兵隊

比島-防衛-541 イロイロ派遣憲兵隊　雑書綴　昭１７．５．４～１８．１２．２０ イロイロ派遣憲兵隊

比島-防衛-542 イロイロ憲兵分隊雑書綴　昭１８年度 イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-543 イロイロ憲兵分隊　来翰情報綴１／２　昭１９．１～１９．７ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-544 イロイロ憲兵分隊　来翰情報綴２／２　昭１９．４～１９．７ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-545 イロイロ派遣憲兵隊　執務参考綴　昭１７年 イロイロ派遣憲兵隊

比島-防衛-546 イロイロ憲兵分隊執務参考綴　昭１７．５．２５～１７．１２．５ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-547 イロイロ憲兵分隊　軍要視察人名簿　昭１８年 イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-548 イロイロ警務顧問付事務所　バコロド駐在員陣中日誌　昭２０年 バコロド駐在員

比島-防衛-549 イロイロ憲兵分隊捜索手配綴　昭１８．６．２３～１９．９．１ イロイロ憲兵分隊

比島-防衛-551 タクロバン憲兵分隊　職員表綴　昭１８．１．１４～１９．８．２８ タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-552_2 タクロバン憲兵分隊作命綴　昭和１８年度 タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-553 タクロバン憲兵分隊作命綴　昭１９．１．２～１９．９．２５ タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-554 タクロバン憲兵分隊　訓令訓示綴　昭１８年 タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-555 タクロバン憲兵分隊戦闘詳報　昭１８．１２．２～１８．１２．３１ タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-556 タクロバン憲兵分隊戦闘詳報　昭１８．１２．２～１８．１２．３１ タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-557 タクロバン憲兵分隊陣中日誌　昭１７．１０．２０～１７．１２．３１ タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-558
第１４軍憲兵隊　タクロバン憲兵分隊陣中日誌　昭１８．１０．１～１
９．２．２９

第１４軍憲兵隊　タクロバン憲兵
分隊

比島-防衛-559 タクロバン警務顧問部　陣中日誌　昭１９．８．２～１９．９．２９ タクロバン　警務顧問部

比島-防衛-560 タクロバン憲兵分隊　警務書類綴　昭１８年 タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-561 タクロバン憲兵分隊　警務書類綴　昭１７．６．２９～１７．１２．３０ タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-562 タクロバン憲兵分隊　警務書類綴　昭１７．１０．１２～１７．１２．２７ タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-563 タクロバン憲兵分隊　警務書類綴　昭１７年度 タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-564 タクロバン憲兵分隊　警務書類綴　昭１７．１１．２３～１７．１２．３１ タクロバン憲兵分隊　警務隊

比島-防衛-566 タクロバン憲兵分隊　警務書類　昭１８年 タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-567 タクロバン憲兵分隊　警務書類　昭１８年 タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-568 タクロバン憲兵分隊　警務書類綴　昭１８年 タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-569 タクロバン憲兵分隊書類綴　昭１８．３．１２～１９．５．２３ タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-570 タクロバン憲兵分隊　関係資料綴１／２　昭１８年 タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-571 タクロバン憲兵分隊　関係資料綴２／２　昭１８年 タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-572 タクロバン憲兵分隊　警務関係参考綴　昭１８．４～１９．６ タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-573 タクロバン憲兵分隊参考書綴　昭１７年 タクロバン憲兵分隊
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比島-防衛-574 タクロバン憲兵分隊　発来翰綴　昭１７年 タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-575 タクロバン憲兵分隊　発翰来翰綴　昭１９．１．１～１９．９．２ タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-576 タクロバン憲兵分隊　発生事件綴　昭１８年度 タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-577 タクロバン憲兵分隊　人事に関する書類綴　昭１９．１～１９．１０ タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-578 タクロバン憲兵分隊雑書綴　昭１７年 タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-579 タクロバン憲兵分隊　経済関係資料　昭１９年 タクロバン憲兵分隊

比島-防衛-580 タクロバン垣部隊情報綴　昭１９．５．５～１９．１０．９ １６師団　垣部隊

比島-防衛-581 パラワン憲兵分隊陣中日誌　昭１７．１１．１～１９．８．３０ パラワン憲兵分隊

比島-防衛-582 パラワン憲兵分隊　警務書類綴　昭１６．１２．３１～１８．１０．２８ パラワン憲兵分隊

比島-防衛-583 パラワン憲兵分隊　警務書類綴甲　昭１７年 パラワン憲兵分隊

比島-防衛-584 パラワン憲兵分隊　警務書類綴乙　昭１７．１～１８．１１ パラワン憲兵分隊

比島-防衛-585 パラワン憲兵分隊　警務書類綴　昭１７．１０．１３～１８．１２．２８ パラワン憲兵分隊

比島-防衛-586 パラワン憲兵分隊　警務書類綴　昭１７．１０．１４～１９．７．９ パラワン憲兵分隊

比島-防衛-587 パラワン憲兵分隊　警務書類綴　昭１８．１．２～１８．１１．２７ パラワン憲兵分隊

比島-防衛-588 パラワン憲兵分隊　警務書類綴　昭１８．４．１４～１８．６．９ パラワン憲兵分隊

比島-防衛-589 パラワン憲兵分隊　警務書類綴　昭１８．７．１５～１８．９．２９ パラワン憲兵分隊

比島-防衛-590 パラワン憲兵分隊　警務書類綴　昭１８．１０．９～１８．１２．２９ パラワン憲兵分隊

比島-防衛-591 パラワン憲兵分隊資料　昭１９．１．８～１９．９．２８ パラワン憲兵分隊

比島-防衛-592 パラワン憲兵分遣隊　警務書類綴　昭１９．１．９～１９．１０．１４ パラワン憲兵分遣隊

比島-防衛-593 パラワン憲兵分隊　来翰書類綴　昭１９年 パラワン憲兵分隊

比島-防衛-594 パラワン憲兵分隊　警務書類綴　昭１９年 パラワン憲兵分隊

比島-防衛-596 バヨンボン憲兵分隊特務日誌　昭和１８～１９年 バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-597 バヨンボン憲兵分隊特務日誌　昭１９．１．２～１９．５．３０ バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-598 バヨンボン憲兵分隊特務日誌　昭１９．１１．２～１９．１２ バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-599 バヨンボン憲兵分隊日誌　昭１９．１１．１８～１９．１２．３１ バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-600 バヨンボン憲兵分隊陣中日誌　昭１９．３．１～１９．３．３１ バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-601
バヨンボン憲兵分隊　ツゲガラオ憲兵分遣隊　陣中日誌　昭１９．
６．５～１９．９．３０

バヨンボン憲兵分隊　ツゲガラオ
憲兵分遣隊

比島-防衛-602 バヨンボン憲兵分隊　状況報告綴　昭１８年度 バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-603 バヨンボン憲兵分隊　警務書類綴（乙）其他　昭１９年 バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-604 バヨンボン憲兵分隊　警務書類綴（乙）手配　昭１９年 バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-605 バヨンボン憲兵分隊　警務書類綴（乙）政治　昭１９年 バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-606 バヨンボン憲兵分隊　警務書類綴（乙）渉外　昭１９年 バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-607
バヨンボン憲兵分隊　警務書類綴（乙）作戦　治安　昭１９．１．１２
～１９．１１．２８

バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-609 バヨンボン憲兵分隊　捜索書類綴　昭１９年 バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-610
バヨンボン憲兵分隊　留置場監視勤務録　昭１９．５．２０～１９．
６．２９

バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-612 バヨンボン憲兵分隊　諸記録綴　昭１８．６．２５～１８．１０．２４ バヨンボン憲兵分隊
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比島-防衛-613 バヨンボン憲兵分隊　警務関係起案綴　昭１９年 バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-614 バヨンボン憲兵分隊　留置場監視勤務録　昭２０年 バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-615 バヨンボン憲兵分隊　書類綴　昭１９年 バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-616 バヨンボン憲兵分隊送達簿　昭１９年 バヨンボン憲兵分隊

比島-防衛-617 ツゲガラオ憲兵分隊命令綴　昭１７．１１．２５～１８．１２．２５ ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-618
ツゲガラオ憲兵分隊　陣中日誌資料　昭１８．１１．１～１８．１２．３
１

ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-619
ツゲガラオ憲兵分隊　アパリ憲兵分遣隊陣中日誌　昭１９．８．１～
１９．８．３１

ツゲガラオ憲兵分隊　アパリ憲
兵分遣隊

比島-防衛-620 ツゲガラオ憲兵分隊陣中日誌　昭２０．１．１～２０．５．１２ ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-621 ツゲガラオ憲兵分隊情報綴　昭１９．７．３～１９．１２．３ ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-622 ツゲガラオ憲兵分遣隊　留置場日誌　昭１９年度 ツゲガラオ憲兵分遣隊

比島-防衛-623
ツゲガラオ憲兵分隊　警務書類綴（乙）　昭１７．１０．２２～１７．１
１．２９

ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-624 ツゲガラオ憲兵分隊　警務書類綴　昭１７．１２．３～１８．１２．３１ ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-625 ツゲガラオ憲兵分隊　警務書類綴　（其他）　昭１８年度 ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-626 ツゲガラオ憲兵分隊　警務書類綴　（部外情報）　昭１８年度 ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-628 ツゲガラオ憲兵分隊　警務書類綴　（参考綴）　昭１９年度 ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-629 ツゲガラオ憲兵分隊　警務書類綴　昭２０．１．１～２０．５．１７ ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-630 ツゲガラオ憲兵分隊　警務書類綴（甲）　昭１８年 ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-631 ツゲガラオ憲兵分隊　警務書類綴（乙）　昭１９年 ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-632 ツゲガラオ憲兵分隊　警務書類綴（郵検）　昭１８年 ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-633 ツゲガラオ憲兵分隊　分駐所報告綴　昭１８年 ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-634 ツゲガラオ憲兵分隊　参考資料綴（発翰）　昭１８年度 ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-635
ツゲガラオ憲兵分隊　留置人監視勤務録　昭１７．１２．１～１８．
６．１

ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-636 ツゲガラオ憲兵分隊雑書綴　昭１８年度 ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-637 ツゲガラオ憲兵分隊　分駐所報告綴　昭１７．１０ ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-638 ツゲガラオ憲兵分隊　教育予定表綴　昭１７．１２ ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-639 ツゲガラオ憲兵分隊　電話受発簿　昭１７．１０ ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-640 ツゲガラオ憲兵分隊　電報検閲日報綴　昭１８．８～１８．１２ ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-642 ビサヤ憲兵隊　比島治安情報綴１／２　昭１９年 ビサヤ憲兵隊

比島-防衛-643 ビサヤ憲兵隊　治安情報綴２／２　昭１９年 ビサヤ憲兵隊

比島-防衛-644
ビサヤ憲兵隊　イロイロ憲兵分隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．
８．３１

ビサヤ憲兵隊　イロイロ憲兵分
隊

比島-防衛-645 レガスピー憲兵分隊情報綴　昭１７年 レガスピー憲兵分隊　垣５４部隊

比島-防衛-646 レガスピー憲兵分隊情報綴　昭１７．１２～１８．７ 第１大隊　レガスピー憲兵分隊

比島-防衛-647 レガスピー憲兵分隊情報綴　昭１８～１９年 レガスピー憲兵分隊

比島-防衛-648 カバナツアン憲兵分隊歴史　昭１８年 カバナツアン憲兵分隊

比島-防衛-649 カバナツアン憲兵分隊　警務来翰綴　昭２０．１．３～２０．５．７ カバナツアン憲兵分隊

比島-防衛-650 カラパン憲兵分隊　警務書類綴　昭１９．１２ カラパン憲兵分隊
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比島-防衛-651 カラパン憲兵分隊　警務書類綴　昭１９．１２～２０．１ カラパン憲兵分隊

比島-防衛-652 カトバロガン憲兵分駐所　特務日誌　昭１９年 カトバロガン憲兵分駐所

比島-防衛-654 ダクパン憲兵分隊　来翰警務書類綴２／２　昭１８．６～１８．１２ ダクパン憲兵分隊

比島-防衛-655 マリトボック派遣憲兵隊　陣中日誌　昭１９．１．１～１９．３．３ マリトボック派遣憲兵隊

比島-防衛-656
北サンフェルナンド憲兵分隊　特務日誌　昭１９．６．１１～１９．１
２．１５

北サンフェルナンド憲兵分隊

比島-防衛-657
北サンフェルナンド憲兵分隊　特務日誌　昭１９．６．１６～１９．１
２．２５

北サンフェルナンド憲兵分隊

比島-防衛-658 イバ憲兵派遣所　警務書類綴１／２　昭１８．１．１０～１８．５．２３ イバ憲兵派遣所

比島-防衛-659 イバ憲兵派遣所　警務書類綴２／２　昭１８．５～１８．６ イバ憲兵派遣所

比島-防衛-660 バトバト憲兵分隊　警務書類綴（乙）　昭１９年 バトバト憲兵分隊

比島-防衛-661
バトバト憲兵分隊　警務書類綴（乙）　来翰手配　昭１９．５～１９．
６

バトバト憲兵分隊

比島-防衛-662 バコロド憲兵分隊　特務日誌１／２　昭１８．１．２１～１８．８．３ バコロド憲兵分隊

比島-防衛-663 バコロド憲兵分隊　特務日誌２／２　昭１８．８．５～１８．１２．３１ バコロド憲兵分隊

比島-防衛-664 バコロド地方警務顧問部　陣中日誌　昭１９．１．４～１９．１２．３１ バコロド地方警務顧問部

比島-防衛-665 ツゲガラオ憲兵分隊　警務書類綴　昭１８年度 ツゲガラオ憲兵分隊

比島-防衛-666 第６憲兵隊特務日誌　昭１８年 第６憲兵隊

比島-防衛-667 第１４軍憲兵隊治安月報綴　１／２　昭１９年 第１４軍憲兵隊

比島-防衛-668 第１４軍憲兵隊治安月報綴　２／２　昭１９年 第１４軍憲兵隊

比島-防衛-669 第１４軍憲兵隊参考書綴　昭１７．１０．４～１７．１１．１５ 第１４軍憲兵隊

比島-防衛-670 比島憲兵隊関係資料綴　昭１７年 比島憲兵隊本部

比島-防衛-671 第１野戦憲兵隊　会議書類綴　昭１７年 第１野戦憲兵隊

比島-防衛-672 第１野戦憲兵隊資料　昭１７．３．２２ 第１野戦憲兵隊

比島-防衛-673 第１野戦憲兵隊関係史料　昭１７年 第１野戦憲兵隊

比島-防衛-674
第１０独立守備配属　カガヤン憲兵隊陣中日誌　昭１８．１．１～１
８．２．２８

第１０独立守備配属　カガヤン
憲兵隊

比島-防衛-675 松本憲兵分隊戦闘詳報　昭１８．１０．１２～１８．１０．１３ 松本憲兵分隊

比島-防衛-676 バヨンボン通信局提供ニュース　昭１９．９～１９．１２ バヨンボン通信局

比島-防衛-677 マスバテ島警備隊日命綴　昭１７．７ マスバテ島警備隊

比島-防衛-678 リンガエン残置部隊　諸記録綴 リンガエン残置部隊

比島-防衛-679 「ロサリオ」残置隊陣中日誌　昭１７．１１．６～１７．１１．１９ ロサリオ残置隊

比島-防衛-680 ビコール地方連絡官陣中日誌　昭１９．１０．２０～１９．１０．３１ ビコール地方連絡官

比島-防衛-681
第１開拓勤務隊　第５中隊陣中日誌　昭１９．１０．２９～１９．１１．
３０

第１開拓勤務隊　第５中隊

比島-防衛-682 能美分遣隊陣中日誌　昭１７．１２．３～１８．４．２７ 能美分遣隊

比島-防衛-683 山口斬込隊戦闘詳報　昭２０．３．５～２０．３．１４ 今成大隊

比島-防衛-684 「セブ島」戦場補給隊作命綴　昭１９．１１～１９．１２ セブ島戦場補給隊

比島-防衛-685 機密費収支証憑書綴　昭１８．９．１５～１９．６．２２ サンパプロ憲兵分隊

比島-防衛-686 第２被服移動修理班支隊　陣中日誌　昭１９年 南方軍野戦貨物廠　セブ出張所

比島-防衛-687 第２被服移動修理班支隊　陣中日誌　昭１９年９月 南方軍野戦貨物廠　セブ出張所
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比島-防衛-688 臨時速射砲隊　陣中日誌概要　昭２０．１．２３～２０．１．３１ 山砲第２５連隊　臨時速射砲隊

比島-防衛-689 第９５防空隊　情報関係綴　昭１９年 第９５防空隊

比島-防衛-690 第１４方面軍作戦命令綴　（英訳文）　昭１９．１２～２０．５ 第１４方面軍　小沼治夫

比島-防衛-691 比島に於ける歩兵第１連隊の勇戦とその最期　昭３１．１１ 歩一会　（歩兵第１連隊）

比島-防衛-692
野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．１２．１～１７．１２．
３１

野砲兵第２２連隊　第１大隊

比島-防衛-693
野砲兵第２２連隊　第１大隊陣中日誌　昭１７．１２．１～１７．１２．
３１

野砲兵第２２連隊　第１大隊

比島-防衛-694 第１６師団状況報告　昭１９．１０．１８ 第１６師団長　牧野四郎

比島-防衛-695 第３０師団の状況　昭２５．４．５ 第３０師団　両角業作

比島-防衛-696 独立混成第５４旅団（萩）　作命綴甲　昭１９．８～１９．１２ 独立混成第５４旅団

比島-防衛-697
独立自動車第６３大隊　材料廠陣中日誌　昭１８．７．１～１８．７．
３１

独立自動車第６３大隊

比島-防衛-698
独立自動車第６３大隊　材料廠陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．
３１

独立自動車第６３大隊

比島-防衛-699 建築勤務第３７中隊　陣中日誌　昭１９．６．１～１９．６．３０ 建築勤務第３７中隊

比島-防衛-700 特設海上輸送隊　第１４中隊陣中日誌　昭１９．７．１～１９．８．３１ 特設海上輸送隊　第１４中隊

比島-防衛-701
船舶工兵第１９連隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．７．１～１９．７．３
１

船舶工兵第１９連隊　第３中隊

比島-防衛-702 兵站勤務第５４中隊　陣中日誌　昭１８．５．１～１８．５．３１ 兵站勤務第５４中隊

比島-防衛-703 サマール島警備隊書類綴　昭１８年 -

比島-防衛-704 マスバテ州．デマサランに於ける警察隊叛乱詳報　昭１９．８．２４ 北部サマール防衛隊　金野大尉

比島-防衛-705 ドマゲテ憲兵分隊　基礎調査綴　昭１９．６ ドマゲテ憲兵分隊

比島-防衛-706 衛兵隊陣中日誌（マニラ）　Ｓ１８年７月 -

比島-防衛-707 戦車第５連隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．４．２９ 戦車第５連隊

比島-防衛-708 野砲第２２連隊　第２中隊陣中日誌　昭１７．１１．１～１８．２．２８ 野砲第２２連隊　第２中隊

比島-防衛-709 野砲兵第２２連隊　第３大隊戦闘詳報　昭１８．１．１～１８．７．７ 野砲兵第２２連隊　第３大隊

比島-防衛-710 シライ飛行場警備中隊　陣中日誌　昭　３．１～　３．３０ -

比島-防衛-711 藤田隊行動日誌　昭　１０．３～　１０．２９ -

比島-防衛-712 堅第５移動製材班　陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．２９ 堅第５移動製材班

比島-防衛-713 ミンドロ作戦 第２復員局

比島-防衛-714 いづみ　フィリッピン戦いの記録 泉会

比島-防衛-715 第１野戦補充隊　陣中日誌　昭２０．３．１～２０．３．３１ 第１野戦補充隊

比島-防衛-716 第１６師団（垣部隊）　情報記録 -

比島-防衛-717 第４船舶輸送司令部　マニラ支部輸送船状況 -

比島-防衛-718
歩兵第７２連隊　ルソン島戦闘記録　－米軍日本本土上陸を阻止
せよ－

歩兵第７２連隊　鈴木正夫著

比島-防衛-720 第３部第８章　中南部比島の防禦　（第２案） -

比島-防衛-721 第１０．１３０師団状況報告　昭和２０．６以降 第１復員局

比島-防衛-722 第１０２師団作戦経過の概要　自昭和１９．７．１０～至２０．８ 第１０２師団司令部

比島-防衛-723 ルソン俘虜収容所より私信連絡　昭和２１．１．３１ 第４１軍参謀大佐　小林修治郎

比島-防衛-724 特設自動車第２２中隊命令綴　昭和１９年度 -
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比島-防衛-725 終連報　第２比島戦に於ける陸軍部隊　昭和２１．１１．２０ 第１復員局

比島-防衛-726 野砲兵第５３連隊第３大隊　関係収集史料 -

比島-防衛-727 陣中日誌　昭和１８．５．１～７．３１ 歩兵第９連隊第９中隊

比島-防衛-728 輸送船状況　昭和１９．４．２２ 第４船舶輸送司令部マニラ支部

比島-防衛-729 戦闘行動詳報　昭和１９．６～２１．９
独立歩兵第３５９大隊臨時歩兵
第１中隊　第１小隊

比島-防衛-730 第１０２師団作戦経過の概要　昭和１９．７～２０．８ 師団司令部

比島-防衛-731
永吉支隊（連隊主力基幹）　「パターン」半島戦闘詳報摘要　昭和１
９．１２～２０．９

歩兵第３９連隊

比島-防衛-732 陣中日誌　昭和２０．２．１～２０．２．２８ 特設第１６機関砲隊

比島-防衛-733 陣中日誌　昭和２０．３～２０．７ 第１９師団安田部隊本部

比島-防衛-734
戦訓特報４４号　ルソン島に於ける教訓並に経過概要　昭和２０．
３

大本営　陸軍部

比島-防衛-735 第２海上挺進基地隊の行動　昭和２０．１１ 陸軍中佐　提仙雄

比島-防衛-736 陣中日誌第８号　昭和２０．１．１～２０．１．３１ 独立自動車第３１８中隊

比島-防衛-737 独立混成第５８旅団行動手記　昭和２１．６記録 旅団長　佐藤文蔵

比島-防衛-738 独立混成第５８旅団（盟）部隊行動概要　（抜粋）　昭和２１．９調 留守業務部

比島-防衛-739 比島作戦第１期（原稿） １復史料

比島-防衛-740 第１師団作戦行動の概要　昭和２２．３ 師団司令部

比島-防衛-741 第３０師団の状況　昭和２２．５述 元中将　両角業作

比島-防衛-742 ミンダナオ島に於ける第１００師団作戦　昭和２２．６記 元中将　原田次郎

比島-防衛-743 比律賓ネグロス島戦闘記録　昭和２２．７記 第１０２師団参謀　有富中佐

比島-防衛-744 パナイ島戦闘記録　昭和２２．７記
独立歩兵第１７０大隊付　石川
大尉

比島-防衛-745 ネグロス島の戦闘記録　昭和２２．９ 第２飛行師団参謀　鈴木少佐

比島-防衛-746 ルソンに於ける戦車第２師団　作戦記録　昭和２２．１０記 師団参謀　河合中佐

比島-防衛-747 独立混成第５５旅団の戦闘　昭和２２．１１記述 -

比島-防衛-748 第２３師団（旭兵団）隷下部隊　行動概要（抜粋）　昭和２３．３記
第１４方面軍残務整理部旭兵団
主任者

比島-防衛-749 杉兵団の行動概要　昭和２３．１０記 横山静雄中将手記

比島-防衛-750 陸軍中佐石川頼夫備忘録　昭和２３．１２記 元１４方面軍参謀

比島-防衛-751 元第１４方面参謀陸軍中佐石川頼夫　備忘録　昭和２３．１２記 -

比島-防衛-752 独立混成第２６連隊行動概要　昭和２３年記 留守業務部比島班

比島-防衛-753 作戦用発着文書　昭和２４．８ 第３５軍司令部

比島-防衛-754 飯村中将メモ　昭和２５．３ -

比島-防衛-755 飯村中将メモ　昭和２５．３ 総司令部歴史課

比島-防衛-756 陳述資料　昭和２５．２記 振武集団長　横山中将

比島-防衛-757 第１０３師団（駿）部隊行動概要（抜粋）　昭和２５．６記 留守業務部

比島-防衛-758 ミンドロ作戦に関する報告　昭和２５．６．２７ -

比島-防衛-759 ミンドロ作戦に関する報告　昭和２５．６．２７ -

比島-防衛-760 ミンドロ作戦に関する報告　昭和２５．６．２７ -
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比島-防衛-761 第３０師団（豹）部隊行動概要（抜粋）　昭和２５．６記 留守業務部

比島-防衛-762 第１００師団（拠）部隊行動概要　（抜粋）　昭和２５．６記 留守業務部比島班

比島-防衛-763 輸送船状況　昭和１８．１０ 第４船舶輸送司令部マニラ支部

比島-防衛-764 比島戦の実相 武藤　章

比島-防衛-765 押送状　昭和１９年 警乗憲兵隊

比島-防衛-766 対空戦闘記録　昭和１９．９．１２～３０ 第９５防空隊（レイテ島）

比島-防衛-767 特務日誌　昭和１９．６．１１～１２．３１ 威第２０６７９部隊　末永上等兵

比島-防衛-768 戦況手簿　昭和１９．１１．２９～１９．１２．２７ 参謀本部第２課

比島-防衛-769 レイテ島に於ける戦闘経過　昭和１９．１１．１～１９．１２．２９ 中林大尉

比島-防衛-770 比島作戦記録（原稿）　昭和１９～２０年
作戦第２期（リンガエン上陸から
米国のマニラ突入迄）

比島-防衛-771 戦闘詳報於比島バターン半島　昭和２０．１．３０～２．１５ バタン支隊（歩３９基幹）

比島-防衛-772
第１４方面軍司令部バンバン派遣班　発着信綴（抜粋）　昭和２０．
１～３

バンバン派遣班長　小沼少将

比島-防衛-773 戦闘詳報比島バターン半島　昭和２０．１．３０～２．１５ 第１０師団（歩兵第３９連隊）

比島-防衛-774 第３５軍の作戦概要録（レイテ島方面）原稿　昭和２１．９ 第１復員局

比島-防衛-775 比島戦の実相　昭和２２．６ 武藤　章

比島-防衛-776
ルソン戦記集　第１号　タイタイ陣地の戦闘について　赤夏のルソ
ン戦　昭和６０年

歩兵第１４２連隊（独歩第１８１．
１８２大隊）　第３中隊　山本惣十
郎　銃砲隊　真野剛

比島-防衛-777 諸規定綴　昭和１８～１９年 比島抑留所第１分所

比島-防衛-778 訓示　第１巻　昭和１８．９ 垣６５６２部隊

比島-防衛-779 参考書綴　昭和１９．３ 比島大日本帝国在郷軍人会

比島-防衛-780 人事関係書類綴　昭和１９．６ タクロバン警務顧問部

比島-防衛-781 対比宣伝情報　昭和１９．８ 南方軍報道部

比島-防衛-782 対比宣伝情報　昭和１９．８ 南方軍報道部

比島-防衛-783 対比宣伝情報　昭和１９．８ 南方軍報道部

比島-防衛-784 対比宣伝情報　昭和１９．９ 南方軍報道部

比島-防衛-785 比島作戦に関する質疑及回答　昭和１９年 -

比島-防衛-786 比島警察官（将校）考科表　昭和１９．９ イロイロ州警察隊

比島-防衛-787 比島警察官（将校）考科表　昭和１９．９ アンチケ州駐在所

比島-防衛-788 比島警察隊編成並配置表等　昭和１９．９ -

比島-防衛-789 「ミ」地区警備規定　昭和１９．９ 「ミ」地区防衛隊

比島-防衛-790 貯金通帳保管名簿　昭和１９年度 比島派遣垣第６５５５部隊

比島-防衛-791 比島作戦記録別冊　「ミンドロ」島作戦の概要　昭和１９年 第１復員局

比島-防衛-793 １９４４．４５両年間に於ける在比島日本軍兵力表　昭和２４．１１ 復員局

比島-防衛-794
レイテ作戦増援部隊の海没状況についての回答　史料　昭和２
７．８

留守業務部第４課

比島-防衛-795 川口支隊長訂正事項　昭和２９．９ -

比島-防衛-796 建武集団終戦記録　昭和３１．４ 元参謀長　岡田安次

比島-防衛-797 大東亜戦争の反省 比島第１９師団
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比島-防衛-798 比島作戦記録第３期第４巻　ミンドロ島戦闘概史　昭和２４．１１ 復員局

比島-防衛-799 諸規定綴　昭和１９．１ 垣第６５６０部隊

比島-防衛-800 「マーシン」港外戦闘詳報　昭和１９．８ 輜重兵第１６連隊第２中隊

比島-防衛-801 イロイロ警察隊逃亡者名簿　昭和１９．１０ -

比島-防衛-802 押送状　昭和１９．７ 南方軍警乗憲兵分隊

比島-防衛-803 レイテ戦史説明資料 陸上幕僚監部

比島-防衛-804 海上挺進　第１１戦隊戦闘経過 戦隊長　多田清二

比島-防衛-809 第６８旅団史料　昭和１９．６ 松木　秀満

比島-防衛-810
独立混成第３３旅団　同指揮下部隊命令綴　（レイテ．サマール警
備隊）　昭和１９年

-

比島-防衛-811 中部レイテ防衛隊命令綴 -

比島-防衛-812 投降帰順者索引簿 -

比島-防衛-813 フイリピン戦線における米国側「勧降状」 -

比島-防衛-814 比島　独立混成第３３旅団　第１００師団史料 松木　秀満

比島-日誌回想-1 傍目八目．レイテ決戦
第３船舶輸送司令官　陸軍中将
稲田正純

比島-日誌回想-2 歩兵第１７連隊比島戦記 歩兵第１７連隊　伊藤正康

比島-日誌回想-3 大東亜戦争間の船舶作戦について　昭和２０．１１
第１船舶団長　陸軍中将　伊藤
忍

比島-日誌回想-4 尾崎義春中将回想録　昭和２９年 -

比島-日誌回想-5 尾崎義春中将回想録　（元第１９師団長）　昭和２９ -

比島-日誌回想-6 尾崎義春中将回想録　（元第１９師団長） -

比島-日誌回想-7 尾崎義春中将回想録　（元第１９師団長） -

比島-日誌回想-8
第１０３師団長　村岡豊中将手記　其１　－比島．ジャワ．濠北方
面の作戦－

-

比島-日誌回想-8_2 大東亜戦争（比島方面）第１０３師団作戦経過の概要　その１
元第１０３師団長　村岡中将手
記　借馬場史料２

比島-日誌回想-9
第１０３師団長　村岡豊中将手記　其１　－比島．ジャワ．濠北方
面の作戦－

-

比島-日誌回想-9_2 大東亜戦争　比島方面　第１０３師団作戦経過の概要　その２
元第１０３師団長　村岡中将手
記　借馬場史料３

比島-日誌回想-10 北部ルソンに於ける駿兵団の苦斗　其１
第１０３師団参謀長　陸軍大佐
岡本孝行

比島-日誌回想-11 北部ルソンに於ける駿兵団の苦斗　其２
第１０３師団参謀長　陸軍大佐
岡本孝行

比島-日誌回想-13 戦車第２師団作戦記録 河合　重雄

比島-日誌回想-14 加登川幸太郎日記（写）其１ 加登川　幸太郎

比島-日誌回想-15 加登川幸太郎回想録　－輝の参謀１ケ年を回想して－ 第２方面軍参謀　加登川幸太郎

比島-日誌回想-16 加登川幸太郎回想録　－輝の参謀１ケ年を回想して－ 第２方面軍参謀　加登川幸太郎

比島-日誌回想-17 加登川幸太郎回想録　－輝の参謀１ケ年を回想して－ 第２方面軍参謀　加登川幸太郎

比島-日誌回想-18 鎌田精一郎回想録　－第１４方面軍自動車廠の概況－ 鎌田　精一郎

比島-日誌回想-19
鎌田精一郎回想録　－捷号作戦に於ける戦車第２師団輜重隊の
概況－

-

比島-日誌回想-20 モンテンルパ回想記　昭和２４．６～２６．１．２０
フイリッピン戦争　裁判教誨師
加賀尾秀忍

比島-日誌回想-24 戦車第２師団戦史資料
戦車第２師団作戦主任　陸軍中
佐　河合重雄

比島-日誌回想-26 比島従軍記　昭和１７年 第１砲兵司令官　北島中将
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比島-日誌回想-27 北島驥子雄中将回想録　其３ -

比島-日誌回想-28 北島驥子雄中将回想録　其３ -

比島-日誌回想-29 北島驥子雄中将回想録　其３ -

比島-日誌回想-30 北島驥子雄中将回想録　其３ -

比島-日誌回想-31 北島驥子雄中将回想録　其３ 北島　驥子雄

比島-日誌回想-34 葉がくれの子　昭和３３．６．１７ 第１４方面軍参謀　小林修治郎

比島-日誌回想-35
「激戦」　歩兵第１７連隊第１中隊　比島戦記　昭和１９．８．３～２
０．５．１８

小原　福三

比島-日誌回想-36 捷号作戦に於ける戦車第２師団輜重隊の概況 輜重隊長　鎌田精一郎

比島-日誌回想-37 独立混成第５８旅団長　佐藤文藏少将手記　昭和２１．６ -

比島-日誌回想-38 佐久間亮三中将の回想 佐久間　亮三

比島-日誌回想-39 第１師団作戦主任　須山参謀日誌 -

比島-日誌回想-40 比島占領後　戡定作戦参加機密日誌　昭和１７．８～１８．９ 陸軍中将　高野直滿誌

比島-日誌回想-41 サランガニ地区隊の戦闘　昭和１９．４．２９ 高塚　誠

比島-日誌回想-42 友近美晴少将回想録　比島作戦回想録 第３５軍参謀長　友近少将

比島-日誌回想-43 軍参謀長の手記　－比島敗戦の実相－ 第３５軍参謀長　友近美晴

比島-日誌回想-44
故陸軍大将　鈴木宗作閣下遺烈記（写）　昭和１９．７．２９～２０．
４．１７

第３５軍参謀長　友近美晴

比島-日誌回想-45
歩兵第５７連隊　「レイテ」島戦闘の回想　昭和１９．２１．１１～２
０．１．１４

歩兵第５７連隊長　長嶺少佐

比島-日誌回想-46 「レイテ」島における歩兵第５７連隊戦闘概況 長嶺少佐

比島-日誌回想-47 野口兵団　中村副官手記　１／４ 中村　公三

比島-日誌回想-48 野口兵団　中村副官手記　２／４ 中村　公三

比島-日誌回想-49 野口兵団　中村副官手記　３／４ 中村　公三

比島-日誌回想-51 比島戦の実相 武藤　章

比島-日誌回想-52 比島戦の実相　昭１９．１０．２０～２０．９．２ 武藤　章

比島-日誌回想-53 比島戦の実相 武藤　章

比島-日誌回想-54 藤田少佐従軍日記　昭和１９．９～２０．１ 藤田　相吉

比島-日誌回想-56 戦車第２師団参謀　水迫幸平日記　１／３ -

比島-日誌回想-57 戦車第２師団参謀　水迫幸平日記　２／３ -

比島-日誌回想-58 戦車第２師団参謀　水迫幸平日記　３／３ -

比島-日誌回想-69 牧野四郎　追憶　遺稿　録 牧野　四郎

比島-日誌回想-70 比島バレテの思い出　－歩兵第６３連隊の最期－ 陸軍軍医大尉　山本照孝

比島-日誌回想-71 呂宋の思い出 歩兵第６３連隊本部　山本照孝

比島-日誌回想-75 比島の夢
独立自動車第３３０中隊長　山
口貞一大尉

比島-日誌回想-76
歩兵第４７連隊長　柳勇大佐手記　－比島攻略戦－　昭和１６．１
２．２３

柳　勇

比島-日誌回想-77 歩兵第４７連隊長　柳勇大佐手記　－マニラ占領から蘭印へ－ 柳　勇

比島-日誌回想-78 歩兵第４７連隊長　柳勇大佐手記　－台湾からリンガエン湾へ－ 柳　勇

比島-日誌回想-79
歩兵第４７連隊長　柳勇大佐手記　－南方作戦指揮に関する方
針．特色－

柳　勇
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比島-日誌回想-80 比島戦の実相 武藤　章

比島-日誌回想-81 比島．ジャワ攻略戦 第４８歩兵団長　安部孝一少将

比島-日誌回想-83 歩兵第１７４大隊歴史資料　昭和１８．１２．上～２０．９．２３ 吉永　敬太郎

比島-日誌回想-87 レイテ作戦に於ける第１６師団司令部行動 櫟　賢哲

比島-日誌回想-88 第３０師団の状況 両角中将

比島-日誌回想-89 片岡菫中将回想録 片岡　菫

比島-日誌回想-90 片岡菫中将回想録 片岡　菫

比島-日誌回想-91 片岡菫中将回想録 片岡　菫

比島-日誌回想-92 片岡菫中将回想録 片岡　菫

比島-日誌回想-93 片岡菫中将回想録 片岡　菫

比島-日誌回想-94 土橋勇逸中将手記　－比島．ジャワ．濠北方面の作戦－ 第４８師団長　土橋勇逸

比島-日誌回想-95 高津利光大佐手記　（第２３師団参謀長） -

比島-日誌回想-96 藤田憲一中尉手記
歩兵第６４連隊　第７中隊　藤田
憲一

比島-日誌回想-97
慟哭のルソン　（広報ななやま連載）　－比島戦線兵站病院付　衛
生兵の戦争体験－

小形　一眞

比島-日誌回想-99 比島攻略戦側背攻撃の奮戦記 第１６師団参謀長　渡辺三郎

比島-日誌回想-100 比島攻略戦側背攻撃の奮戦記 第１６師団参謀長　渡辺三郎

比島-日誌回想-101 比島ラグナ湖畔の収容所生活　昭和３１．３ 陸軍大佐　岡本孝行

比島-日誌回想-102 第１４軍経理部長　正木五郎回想手記 正木　五郎

比島-日誌回想-103 富田三男少佐回想手記　－船舶から見た比島進攻作戦－ 第１４軍参謀　富田三男

比島-日誌回想-104 比島戦の実相 武藤　章

比島-日誌回想-105 比島戦の実相 武藤　章

比島-日誌回想-106 北島驥子雄回想録　－バターン．コレヒドール作戦の思い出－ 北島　驥子雄

比島-日誌回想-107 岡本孝行大佐回想録　－比島ラグナ湖畔の収容所生活－ -

比島-日誌回想-108 森田春次大佐回想手記 -

比島-日誌回想-109 幸前治一比島電政局の思い出 幸前　治一

比島-日誌回想-113 捜索第３０連隊の行動 陸軍大佐　名波敏郎

比島-日誌回想-114 レイテ島に於ける歩兵第１連隊戦闘概要 歩兵第１連隊長　揚田虎己

比島-日誌回想-115 尾崎義春中将回想録 尾崎　義春

比島-日誌回想-116 東京よりマニラ迄　其３　（抜粋）　昭和２１．１２ 陸軍大佐　岡本孝行

比島-日誌回想-118 比島作戦について質問回答　昭和３３．６．６ 第４１軍参謀　小林修治郎

比島-日誌回想-119 捜索第３０連隊　行動経過概要 名波　敏郎

比島-日誌回想-120 比島における第４師団の戦闘 第４師団参謀長　吉田茂登彦

比島-日誌回想-121 比島攻略側背攻撃の奮戦記 第１６師団参謀　渡辺三郎

比島-日誌回想-122 第３０師団作戦史
第３０師団参謀長　山津兵部之
助

比島-日誌回想-123 第３０師団作戦行動の概要
第３０師団参謀長　山津兵部之
助

比島-日誌回想-124 捷号作戦関係聴取資料綴 -
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比島-日誌回想-125
北部呂宋に於ける防衛の回顧　北部呂宋軍参謀長　「ＷＦマーハ」
手記

渡集団司令部

比島-日誌回想-126 大森大尉日記　昭和１９．１２ 第２３師団７１連隊第２大隊

比島-日誌回想-127 陳述書　昭２２．１１ 陸軍少将　川口清健記

比島-日誌回想-129 日記抜粋　昭和１９．４～２０．９
元第３０師団参謀長　山津兵部
之助大佐

比島-日誌回想-130 天明元陸軍少佐の日記抜粋　昭和１９．７．２３～２０．９．１６ -

比島-日誌回想-131 志鶴大佐日記抜粋　昭和２０．３～２１．９ -

比島-日誌回想-133
渡辺利亥参謀回想誌　（レイテ作戦の回想）　昭和５９年９月１６日
記

３５Ａ参謀　渡辺利亥中佐

比島-日誌回想-134 振武集団　作戦日記 参謀　石川頼夫中佐

比島-日誌回想-135 故陸軍大将　鈴木宗作閣下遺烈記　昭和２０．１１ 友近少将

比島-日誌回想-136 レイテ戦従軍記　昭和１９年８月～終戦時 第１師団長　片岡中将

比島-日誌回想-137 セブ島の戦闘 第１師団長　片岡中将

比島-日誌回想-140 45ＦＲ戦史資料
４５ＦＲ情報主任　陸軍大尉　深
谷龍夫

比島-日誌回想-142 杉野一郎中尉手記 杉野一郎

比島-日誌回想-143 兵站監部こぼれ譚 菊池光明

比島-写真-1 コレギドール要塞砲撃成果　昭和１７．５ 軍砲兵隊

比島-写真-2 米側撮影の比島戦線（兵站地ニューギニアを含む） ＡＰ通信記者等

比島-写真-3 南方総軍訣別記念写真 昭和１９年１１月 山口槌夫少将

濠北-全般-1 濠北作戦記録　昭２１．７調製 第１復員局

濠北-全般-2 濠北作戦記録　昭２１．７調製 第１復員局

濠北-全般-3 濠北作戦記録　昭２１．７調製 第１復員局

濠北-全般-4 濠北作戦記録　昭２１．７調製 第１復員局

濠北-全般-5 濠北作戦記録　昭２１．７調製 第１復員局

濠北-全般-6
濠北作戦記録　付録第１　（第２軍サルミ．ビアク戦闘概史）　昭２
４．１１調製

第１復員局

濠北-全般-7
改訂版　濠北作戦記録付録第１　（第２軍サルミ．ビアク戦闘概史）
昭２４．１１調製

第１復員局

濠北-全般-8
改訂版　濠北作戦記録付録第１　（第２軍サルミ．ビアク戦闘概史）
昭２４．１１調製

第１復員局

濠北-全般-9
濠北作戦記録付録第１　（第２軍サルミ．ビアク戦闘概史）　昭２４．
１１調製

第１復員局

濠北-全般-10 チモール島クーパン港より撤退して復員まで ４８師団衛生隊　諸橋敏夫

濠北-全般-11
濠北作戦記録付録第１　（第２軍サルミ．ビアク．ヌンホル及びマル
戦闘概史）　昭２１．７調製

第１復員局

濠北-全般-12
濠北作戦記録付録第１　（第２軍サルミ．ビアク．ヌンホル及びマル
戦闘概史）　昭２１．７調製

第１復員局

濠北-全般-13
濠北作戦記録付録第１　（第２軍サルミ．ビアク．ヌンホル及びマル
戦闘概史）　昭２１．７調製

第１復員局

濠北-全般-14
濠北作戦記録付録第１　（第２軍サルミ．ビアク．ヌンホル及びマル
戦闘概史）　昭１９．５以降

第１復員局（昭２１．０７調製）

濠北-全般-15
濠北作戦記録付録第１　（第２軍サルミ．ビアク．ヌンホル及びマル
戦闘概史）　昭２１．７調製

第１復員局

濠北-全般-16
濠北作戦記録付録第２　（第３２師団（楓）モロタイ島戦闘概史）
昭１９．９～２０．８

第１復員局

濠北-全般-17
濠北作戦記録付録第２　（第３２師団（楓）モロタイ島戦闘概史）
昭１９．９～２０．８

第１復員局

濠北-全般-18
濠北作戦記録付録第２　（第３２師団（楓）モロタイ島戦闘概史）
昭１９．９～２０．８

第１復員局

濠北-全般-19
濠北作戦記録付録第２　（第３２師団（楓）モロタイ島戦闘概史）
昭１９．９～２０．８

第１復員局
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濠北-全般-20
濠北作戦記録付録第２　（第３２師団（楓）モロタイ島戦闘概史）
昭１９．９～２０．８

第１復員局

濠北-全般-21 東方支隊アンボン．チモール攻略作戦　昭２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-22 東方支隊アンボン．チモール攻略作戦　昭２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-23 東方支隊アンボン．チモール攻略作戦　昭２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-24 東方支隊アンボン．チモール攻略作戦　昭２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-25 東方支隊アンボン．チモール攻略作戦　昭２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-26 パリックパパン攻略作戦に関する件　昭２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-27 パリックパパン攻略作戦に関する件　昭２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-28 パリックパパン攻略作戦に関する件　昭２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-29 パリックパパン攻略作戦に関する件　昭２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-30 パリックパパン攻略作戦に関する件　昭２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-31 バンゼルマシン攻略作戦に関する件　昭和２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-32 バンゼルマシン攻略作戦に関する件　昭和２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-33 バンゼルマシン攻略作戦に関する件　昭和２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-34 バンゼルマシン攻略作戦に関する件　昭和２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-35 バンゼルマシン攻略作戦に関する件　昭和２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-36 タラカン島攻略作戦に関する件　昭和２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-37 タラカン島攻略作戦に関する件　昭和２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-38 タラカン島攻略作戦に関する件　昭和２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-39 タラカン島攻略作戦に関する件　昭和２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-40 タラカン島攻略作戦に関する件　昭和２２．６調製 第１復員局

濠北-全般-42 蘭印・豪北・比島の船舶作戦史料　昭和３０～５１．３収集 松本　秀満

濠北-全般-43 豪北比島方面作戦・大本営　関係史料 松本秀満収集

濠北-全般-44 在「ソロン」陸・海軍人及軍属身分別人員表　昭和２０．１０．１
ソロン海軍部隊　陸軍．松本．高
澤隊

濠北-全般-45 「ヘルヴィンク」湾沿岸地区　兵要地誌資料　昭和１９．４ 第２軍　勢部隊参謀部

濠北-全般-46 神機関宣撫実施概況　昭和１９．３．１０ 神機関

濠北-全般-47
神機関情報資料綴　－「ホーランヂャ」付近住民誌　資料－　昭和
１８．１２．１０

-

濠北-全般-48 「デムタ」－「ゲニュム」　付近兵要地誌状況　昭和１９．２．１７ 龍機関

濠北-全般-49 南方甲地域沿岸航路経営に関する件通牒　昭和１８．１．２２ 陸軍次官　木村平太郎

濠北-全般-50 神機関庶務関係綴　（在ホーランジャ）　昭和１８．１２～１９．３ 神機関

濠北-全般-51 南東方面に於ける米国軍上陸作戦に関する観察　昭１９．１．２９ 大本営陸軍部

濠北-全般-52 渾作戦概要　昭１９ 海上機動第２旅団

濠北-全般-53 濠北作戦記録　昭２１．７ 第１復員局

濠北-全般-54 濠北作戦記録　昭１９～２０ -

濠北-全般-55 濠北作戦記録　昭２１．３ 第１復員局

濠北-全般-56 濠北作戦記録　昭２１．３ 第１復員局
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濠北-全般-57 ホランジャ地区偵察要図　（ニューギニヤ）　昭１８．１２ 第１復員局

濠北-全般-58
南東方面作戦記録　その４　（西部ニューブリテン第１７師団の作
戦）　昭２０．８

第１復員局

濠北-全般-59 南東太平洋方面作戦記録　その１　（南海支隊の作戦）　昭２１．９ 第１復員局

濠北-全般-60 南東太平洋方面作戦記録　その１　（南海支隊の作戦）　昭２１．９ 第１復員局

濠北-全般-61 アイタベ作戦概史 第１復員局

濠北-全般-62 第１１９飛行場設定隊陣中日誌　昭１９．５．１１～１９．５．２０ -

濠北-全般-63 大東亜戦争濠北方面　「ガレラ」戦記原稿募集要綱 -

濠北-全般-65 第２軍．サルミ．ビアク島戦闘概史　（原稿）　昭２０．８ 第１復員局　史実調査部

濠北-全般-66 ウィッセル警備隊陣中日誌　昭１９．７．１～１９．７．３１ -

濠北-全般-67
濠北作戦記録　付録第２　第３２師団「モロタイ」島戦闘概史　昭１
９．９～２０．８

-

濠北-全般-68
濠北作戦記録　付録第２　第３２師団「モロタイ」島戦闘概史　昭１
９．９～２０．８

-

濠北-全般-69
濠北作戦記録　付録第２　第３２師団「モロタイ」島戦闘概史　昭１
９．９～２０．８

-

濠北-全般-70 濠北作戦記録 第１復員局

濠北-全般-71 濠北作戦記録 第１復員局

濠北-全般-72 埋もれた記録への旅 飯田　進

濠北-全般-73 埋もれた記録への旅 飯田　進

濠北-全般-74
旧蘭領北部「ニューギニア」　「マンブラモ」河探検記（其の２）　昭１
８．１２

第１６軍　治集団司令部

濠北-全般-75
濠北作戦記録の参考　第１９軍の誕生より第２方面軍の濠北進出
迄

北森　信男

濠北-全般-76 軍隊船舶軍用輸送券綴（甲）　昭和１８．６以降 第３１碇泊場セルイ出張所

濠北-全般-77 軍隊船舶軍用輸送券綴（乙）　昭和１６．６以降 第３１碇泊場セルイ出張所

濠北-全般-80 発動発電機運転記録　昭和１９．２～４ 洋第２３９８部隊通信班

濠北-全般-81 蘭印行政地図（２枚） 外務省南洋局第１課

濠北-全般-82 軍需品船舶軍用輸送券綴（甲）　昭和１８．６ 第４７碇モクメル出張所

濠北-全般-83 南洋原始林開墾に関する文献　資料目録　昭和１８．８ 南洋経済研究所

濠北-全般-84
西部ニューギニア（サライワテイ島等）における部隊の行動概要
昭和１９～２０年

海上機動第２旅団等

濠北-全般-85
西部ニューギニア（サライワテイ島等）における部隊の行動概要
昭和１９～２０年

海上機動第２旅団等

濠北-全般-86 週番（日直）勤務録（士官用）　昭和２０年 菅原隊

濠北-全般-87 南方石油資源要図（２枚） -

濠北-全般-88 雪の松山第３大隊　ニューギニアと私　昭和３５．８ 佐藤七右ェ門著

濠北-全般-89 濠北方面歴戦者聴取史料綴　昭和３６．１２～４２．１２ ４ＦＡ．７ＦＤの一部

濠北-全般-90 給養兵額調書綴　昭和１７．３～９ クーパン野戦倉庫

濠北-全般-91 亀地区作戦根拠地建設概論　昭和１９．１ 稲田正純少将

濠北-全般-92 第２方面軍司令官阿南大将送別写真 第２方面軍司令部

濠北-２Ａ-1 第２方面軍状況報告　昭１８～１９年 第２方面軍司令部

濠北-２Ａ-2 第２方面軍状況報告　昭１９年８月～２０年１月 第２方面軍司令部

濠北-２Ａ-3 濠北．第２方面軍戦史史料　上巻 松木秀満収集
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濠北-２Ａ-4 濠北．第２方面軍戦史史料　下巻 松木秀満収集

濠北-２Ａ-5 第２軍兵力配置要図　昭２０．６．２１～２０．７
大本営陸軍参謀部　第１部第２
課

濠北-２Ａ-6 第２軍機密作戦日誌　資料綴 第２軍司令部

濠北-２Ａ-7 第２軍司令部略歴　昭１７．７～２１．５ 第２軍司令部

濠北-２Ａ-8 第２方面軍司令部　幕僚一同写真　昭１９年末（又は２０年初） 第２方面軍司令部

濠北-２Ａ-9 勢（第２軍）第２号作戦　機密作戦日誌 第２軍司令部

濠北-２Ａ-10 第２軍甲命令綴　昭１８．１２．１～１９．７．１０ 第２軍参謀部

濠北-２Ａ-11 濠北．第２軍戦史史料　昭３１～５１収集 松木秀満収集

濠北-２Ａ-12 第２軍第１遊撃隊史料　昭３１～５１収集 松木秀満収集

濠北-２Ａ-13 濠北第５師団史料　其１　昭３１～５１収集 松木秀満収集

濠北-２Ａ-14 濠北第５師団史料　其２　昭３１～５１収集 松木秀満収集

濠北-２Ａ-15 勢（第２軍）作命丙綴　昭１９．１～２０．４ 勢（第２軍）　参謀部

濠北-２Ａ-16 第３２師団部隊略歴　昭２１．６．１調製 第３２師団司令部

濠北-２Ａ-17
第３２師団　第１０派遣隊　等関係史料　（ハルマヘラ）　昭３１～５
１収集

第３２師団　松木秀満収集

濠北-２Ａ-18 第３２師団（楓）　「モロタイ」島戦闘概史　昭１９．９～２０．８ 第３２師団

濠北-２Ａ-19 濠北．第３５師団史料　昭３１～５１収集 松木秀満収集

濠北-２Ａ-20
第３５師団に対する濠州軍命令綴　１９４５年１０月５日～１２月２２
日

東部隊参謀部

濠北-２Ａ-21 ソロン地区第３５師団　海上機動第２旅団防衛作戦　昭２０．５ 海上機動第２旅団長　玉田美郎

濠北-２Ａ-22 ヌンホル支隊命令綴　昭１９．５．２７～１９．６．２９ ヌンホル支隊

濠北-２Ａ-23 ヌンホル支隊命令綴　昭１９．６．１９～１９．６．２８ ヌンホル支隊

濠北-２Ａ-24 濠北亀のヌンホル支隊　マノクワリ支隊　史料 松木秀満収集

濠北-２Ａ-25 濠北．第３６師団史料　昭３１～５１収集 松木秀満収集

濠北-２Ａ-26 セレベス独立混成第５７旅団史料 松木秀満収集

濠北-２Ａ-27 独立混成第１２８旅団　史料　昭３１～５１収集 松木秀満収集

濠北-２Ａ-28 モロタイ遊撃隊戦闘概要 松木秀満収集

濠北-２Ａ-29 モロタイ島の遊撃戦資料　昭１９．９．１５～２０．８．１５ モロタイ遊撃隊　谷田進

濠北-２Ａ-31 歩兵第１１連隊陣中日誌　昭１８．７．１～１８．７．３１ 歩兵第１１連隊

濠北-２Ａ-32 歩兵第１１連隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．１２．３１ 歩兵第１１連隊

濠北-２Ａ-33 歩兵第１１連隊陣中日誌　昭１９．７．１～１９．１１．３０ 歩兵第１１連隊

濠北-２Ａ-34 歩兵第１１連隊陣中日誌　昭２０．１．１～２０．３．３１ 歩兵第１１連隊

濠北-２Ａ-35 歩兵第１１連隊　第１大隊陣中日誌　昭１８．２．１～２０．３．３０ 歩兵第１１連隊第１大隊

濠北-２Ａ-36
歩兵第１１連隊第１大隊　砲小隊陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１
２．３１

歩兵第１１連隊第１大隊

濠北-２Ａ-37
歩兵第１１連隊第１大隊　砲小隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１
２．３１

歩兵第１１連隊第１大隊

濠北-２Ａ-38
歩兵第１１連隊第１大隊　砲小隊陣中日誌　昭１９．４．１～１９．
４．３０

歩兵第１１連隊第１大隊

濠北-２Ａ-39
歩兵第１１連隊第１大隊　砲小隊陣中日誌　昭２０．１．１～２０．
３．１８

歩兵第１１連隊第１大隊

濠北-２Ａ-40 歩兵第１１連隊第２大隊　陣中日誌　昭１７．１２．１～１８．６．３０ 歩兵第１１連隊第２大隊
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濠北-２Ａ-41 歩兵第１１連隊　第２大隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１２．３１ 歩兵第１１連隊第２大隊

濠北-２Ａ-42 歩兵第１１連隊　第２大隊陣中日誌　昭２０．１．１～２０．４．３０ 歩兵第１１連隊第２大隊

濠北-２Ａ-43
歩兵第１１連隊第２大隊　砲小隊陣中日誌　昭１８．１１．１～２０．
３．１８

歩兵第１１連隊　第２大隊砲小
隊

濠北-２Ａ-44 歩兵第１１連隊　第３大隊陣中日誌　昭１９．６．１～２０．３．３１ 歩兵第１１連隊第３大隊

濠北-２Ａ-45
歩兵第１１連隊第３大隊　砲小隊陣中日誌　昭１９．６．１～２０．
１．３１

歩兵第１１連隊　第３大隊砲小
隊

濠北-２Ａ-46 歩兵第１１連隊　第２中隊陣中日誌　昭１９．１．１～２０．６．３０ 歩兵第１１連隊第２中隊

濠北-２Ａ-47 歩兵第１１連隊　第４中隊陣中日誌　昭１９．９．１～１９．１１．３０ 歩兵第１１連隊第４中隊

濠北-２Ａ-48 歩兵第１１連隊　第５中隊陣中日誌　昭１８．２．１～１８．３．３１ 歩兵第１１連隊第５中隊

濠北-２Ａ-49 歩兵第１１連隊　第５中隊陣中日誌　昭１８．４．１～１８．９．３０ 歩兵第１１連隊第５中隊

濠北-２Ａ-50 歩兵第１１連隊　第５中隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１２．３１ 歩兵第１１連隊第５中隊

濠北-２Ａ-51 歩兵第１１連隊　第５中隊陣中日誌　昭１９．３．１～１９．３．３１ 歩兵第１１連隊第５中隊

濠北-２Ａ-52 歩兵第１１連隊　第５中隊陣中日誌　昭１９．４．１～２０．４．３０ 歩兵第１１連隊第５中隊

濠北-２Ａ-53 歩兵第１１連隊　第５中隊陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．１２．３１ 歩兵第１１連隊第５中隊

濠北-２Ａ-54 歩兵第１１連隊　第６中隊陣中日誌　昭１８．６．１～２０．４．３０ 歩兵第１１連隊第６中隊

濠北-２Ａ-55 歩兵第１１連隊　第７中隊陣中日誌　昭１８．６．１～１９．１０．３１ 歩兵第１１連隊第７中隊

濠北-２Ａ-56 歩兵第１１連隊　第８中隊陣中日誌　昭１８．１．１～１９．１０．３１ 歩兵第１１連隊第８中隊

濠北-２Ａ-57
歩兵第１１連隊　第８中隊．第１０中隊陣中日誌　昭１９．６．１～１
９．１２．３１

歩兵第１１連隊　第８中隊．第１
０中隊

濠北-２Ａ-58 歩兵第１１連隊　第９中隊陣中日誌　昭１９．６．１～２０．１．３０ 歩兵第１１連隊第９中隊

濠北-２Ａ-59 歩兵第１１連隊　第１１中隊陣中日誌　昭１９．６．１～２０．３．３１ 歩兵第１１連隊第１１中隊

濠北-２Ａ-60 歩兵第１１連隊　第１２中隊陣中日誌　昭１９．６．１～１９．１２．３１ 歩兵第１１連隊第１２中隊

濠北-２Ａ-61
歩兵第１１連隊　第１機関銃中隊陣中日誌　昭１９．９．１～２０．
２．２８

歩兵第１１連隊第１機関銃中隊

濠北-２Ａ-62
歩兵第１１連隊　第２機関銃中隊陣中日誌　昭１９．６．１～１９．
６．３０

歩兵第１１連隊第２機関銃中隊

濠北-２Ａ-63
歩兵第１１連隊　第３機関銃中隊陣中日誌　昭１９．６．１～２０．
３．３１

歩兵第１１連隊第３機関銃中隊

濠北-２Ａ-64
歩兵第１１連隊　歩兵砲中隊陣中日誌　昭１９．６．１～１９．１２．３
１

歩兵第１１連隊歩兵砲中隊

濠北-２Ａ-65 歩兵第１１連隊　歩兵砲中隊陣中日誌　昭２０．２．１～２０．２．２８ 歩兵第１１連隊歩兵砲中隊

濠北-２Ａ-66 歩兵第１１連隊　速射砲中隊陣中日誌　昭１８．６．１～２０．２．２８ 歩兵第１１連隊速射砲中隊

濠北-２Ａ-67 歩兵第１１連隊　通信中隊陣中日誌　昭１９．６．１～１９．６．３０ 歩兵第１１連隊通信中隊

濠北-２Ａ-68 歩兵第１１連隊　通信中隊陣中日誌　昭１９．１．１～２０．４．３０ 歩兵第１１連隊通信中隊

濠北-２Ａ-69
歩兵第１１連隊　混成歩兵第１大隊陣中日誌　昭２０．４．１～２０．
４．３０

歩兵第１１連隊　混成歩兵第１
大隊

濠北-２Ａ-70 歩兵第１１連隊　第２中隊陣中日誌　昭１９．７．１～２０．４．１ 歩兵第１１連隊第２中隊

濠北-２Ａ-71 歩兵第１１連隊　第２大隊陣中日誌　昭１９．３．１～１９．９．３０ 歩兵第１１連隊第２大隊

濠北-２Ａ-72 歩兵第１１連隊第２大隊　対空戦闘詳報　昭１９．８．２４ 歩兵第１１連隊第２大隊

濠北-２Ａ-73 歩兵第１１連隊陣中日誌　昭１８．２．１～１８．２．２８ 歩兵第１１連隊本部

濠北-２Ａ-74 歩兵第１１連隊陣中日誌　昭１８．５．１～１８．５．３１ 歩兵第１１連隊本部

濠北-２Ａ-75 歩兵第１１連隊陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ 歩兵第１１連隊本部

濠北-２Ａ-76 歩兵第１１連隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１２．３１ 歩兵第１１連隊本部
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濠北-２Ａ-77 歩兵第１１連隊陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３１ 歩兵第１１連隊本部

濠北-２Ａ-78 歩兵第１１連隊陣中日誌　昭１８．９．１～１８．１０．３１ 歩兵第１１連隊本部

濠北-２Ａ-79 歩兵第１１連隊　第２大隊陣中日誌　昭１８．６．１～１８．７．３１ 歩兵第１１連隊第２大隊

濠北-２Ａ-80 歩兵第１１連隊　第２大隊陣中日誌　昭１８．９．１～１８．９．３０ 歩兵第１１連隊第２大隊

濠北-２Ａ-81 歩兵第１１連隊　第２大隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１２．３１ 歩兵第１１連隊　第２大隊

濠北-２Ａ-82 歩兵第１１連隊　第１中隊陣中日誌　昭１９．７．１～１９．１２．３１ 歩兵第１１連隊第１中隊

濠北-２Ａ-83
歩兵第１１連隊　第１重火器中隊陣中日誌　昭２０．３．１８～２０．
６．３０

歩兵第１１連隊　第１重火器中
隊

濠北-２Ａ-84
歩兵第１１連隊　第２重火器中隊陣中日誌　昭２０．３．１８～２０．
６．３０

歩兵第１１連隊第２重火器中隊

濠北-２Ａ-85 歩兵第２２１連隊会報綴　昭１９年 歩兵第２２１連隊

濠北-２Ａ-86 歩兵第２２２連隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１２．３１ 歩兵第２２２連隊本部

濠北-２Ａ-87 歩兵第２２２連隊　第１大隊作命綴　昭１９．１．１～１９．５．４ 歩兵第２２２連隊第１大隊

濠北-２Ａ-88 歩兵第２２２連隊　第３大隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 歩兵第２２２連隊第３大隊

濠北-２Ａ-89 歩兵第２２２連隊　第２中隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．３．３１ 歩兵第２２２連隊第２中隊

濠北-２Ａ-90 ビアク支隊作戦計画　昭１９．４．２７～１９．５．２０ 歩兵第２２２連隊本部

濠北-２Ａ-91 歩兵第２２２連隊　永久会報綴　昭１８．３．２７～１８．１２．２１ 歩兵第２２２連隊本部

濠北-２Ａ-92 歩兵第２２２連隊　命令会報伝達簿　昭１８年 歩兵第２２２連隊本部　輸送班

濠北-２Ａ-93 ワイゲオ警備隊陣中日誌用　電報綴　昭１９．４．２３～１９．５．１４
歩兵第２２２連隊　ワイゲオ警備
隊本部

濠北-２Ａ-94 歩兵第２２４連隊資料綴　昭１８．１１．２２～１８．１２．２７ 歩兵第２２４連隊本部

濠北-２Ａ-95 歩兵第２２４連隊　第３大隊命令会報綴　昭１９．１．３～１９．２．９ 歩兵第２２４連隊第３大隊

濠北-２Ａ-96 歩兵第２２４連隊　第３大隊陣中日誌　昭１９．１～１９．３ 歩兵第２２４連隊第３大隊

濠北-２Ａ-97 歩兵第２２４連隊　第３大隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１９．３．３１ 歩兵第２２４連隊第３大隊

濠北-２Ａ-98
歩兵第２２４連隊　砲兵大隊第２中隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１
９．４．３０

歩兵第２２４連隊　砲兵大隊第２
中隊

濠北-２Ａ-99 歩兵第２２４連隊　通信隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．３．３１ 歩兵第２２４連隊通信隊

濠北-２Ａ-100
歩兵第２２４連隊　第３歩兵砲小隊陣中日誌　昭１８．１０．１～１
８．１０．３１

歩兵第２２４連隊　第３歩兵砲小
隊

濠北-２Ａ-101 第２軍（勢）法務部書類綴　其１　昭２０年 第２軍法務部

濠北-２Ａ-102 第２軍（勢）法務部書類綴　其２　昭２０年 第２軍法務部

濠北-２Ａ-103 第２軍（勢）法務部書類綴　其３　昭２０年 第２軍法務部

濠北-２Ａ-104 第２軍（勢）情報記録　昭１８年１２月 第２軍

濠北-２Ａ-105 第２軍（勢部隊）教育関係資料　昭１９年 第２軍

濠北-２Ａ-106
第２軍「サルミ」「ビアク」「ヌンホル」及び「マル」戦闘概史　昭１９年
５月以降

第２軍

濠北-２Ａ-107
雪兵団（第３６師団）　作戦経過の概要（上）　昭１８．１２．２５～１
９．４．２０

第３６師団

濠北-２Ａ-108
雪兵団（第３６師団）　作戦経過の概要（下）　昭１９．６．１７～１９．
７．３１

第３６師団

濠北-２Ａ-109 第３６師団　経理勤務部陣中日誌　昭１８．１２．５～１９．２．２９ 第３６師団

濠北-２Ａ-110 第３６師団　隷下土井部隊参考書類綴　昭１９年３月 第３６師団

濠北-２Ａ-111 歩兵第１１連隊　第４中隊戦闘詳報　昭１９．９．８～１９．１１．４ 歩兵第１１連隊第４中隊

濠北-２Ａ-112
歩兵第２２２連隊　第２中隊陣中日誌　昭１７．１２．１～１７．１２．３
１

歩兵第２２２連隊第２中隊
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濠北-２Ａ-113 歩兵第２２２連隊　命令会報伝達簿　昭１８年 歩兵第２２２連隊

濠北-２Ａ-114
歩兵第２２２連隊第２大隊　作業小隊陣中日誌　昭１９．４．１～１
９．４．３０

歩兵第２２２連隊第２大隊

濠北-２Ａ-115
第２７野戦兵器廠　ホルランジャ出張所陣中日誌　昭１８．６．１～
１８．６．３０

第２７野戦兵器廠　ホルランジャ
出張所

濠北-２Ａ-116
第２７野戦兵器廠　ホルランジャ出張所陣中日誌　昭１８．７．１～
１８．７．３１

第２７野戦兵器廠　ホルランジャ
出張所

濠北-２Ａ-117
第２７野戦兵器廠　ホルランジャ出張所陣中日誌　昭１８．９．１～
１８．９．２８

第２７野戦兵器廠　ホルランジャ
出張所

濠北-２Ａ-118
第２７野戦兵器廠　ホルランジャ支廠陣中日誌　昭１８．１１．１～１
８．１１．３０

第２７野戦兵器廠　ホルランジャ
支廠

濠北-２Ａ-119 第２７野戦兵器廠　弾薬の参考　昭１８年 第２７野戦兵器廠

濠北-２Ａ-120 第２７野戦自動車廠陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 第２７野戦自動車廠

濠北-２Ａ-121 第２７野戦自動車廠　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 第２７野戦自動車廠

濠北-２Ａ-122
第２７野戦自動車廠　第３移動修理班陣中日誌　昭１９．３．１～１
９．３．３１

第２７野戦自動車廠　第３移動
修理班

濠北-２Ａ-123
第２７野戦貨物廠　ホーランジャ支廠電報起案綴　昭１９．１～１
９．４

第２７野戦貨物廠　ホーランジャ
支廠

濠北-２Ａ-124 野戦高射砲第６６大隊　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 野戦高射砲第６６大隊

濠北-２Ａ-125 野戦高射砲第６６大隊　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 野戦高射砲第６６大隊

濠北-２Ａ-126
野戦高射砲第６６大隊　第１中隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．
２．２９

野戦高射砲　第６６大隊第１中
隊

濠北-２Ａ-127
野戦高射砲第６６大隊　第２中隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．
２．２９

野戦高射砲第６６大隊　第２中
隊

濠北-２Ａ-128
野戦高射砲第６６大隊　第２中隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．
２．２９

野戦高射砲第６６大隊　第２中
隊

濠北-２Ａ-129
野戦高射砲第６６大隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．
２．２９

野戦高射砲第６６大隊　第３中
隊

濠北-２Ａ-130
野戦高射砲第６６大隊　第３中隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．
２．２９

野戦高射砲第６６大隊　第３中
隊

濠北-２Ａ-131
第５１野戦道路隊　第４中隊陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．
３１

第５１野戦道路隊　第４中隊

濠北-２Ａ-132 第５１野戦道路隊　第４中隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 第５１野戦道路隊　第４中隊

濠北-２Ａ-133 第５１野戦道路隊　第４中隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．３０ 第５１野戦道路隊　第４中隊

濠北-２Ａ-134 第５１野戦道路隊　第４中隊陣中日誌　昭１９．３．１～１９．３．３１ 第５１野戦道路隊　第４中隊

濠北-２Ａ-135 第５１野戦道路隊　陣中日誌　昭１９．４．１～１９．４．１８ 第５１野戦道路隊

濠北-２Ａ-136 第５１野戦道路隊　陣中日誌　昭１９．４．１～１９．４．１８ 第５１野戦道路隊

濠北-２Ａ-137 第５１野戦道路隊　陣中日誌　昭１９．４．１～１９．４．１８ 第５１野戦道路隊

濠北-２Ａ-138 第３揚陸隊作命綴　昭１８．１１．１～１８．１２．２９ 第３揚陸隊

濠北-２Ａ-139 第３揚陸隊日々命令　昭１９．３．２６～１９．４．６ 第３揚陸隊

濠北-２Ａ-140 第３揚陸隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ 第３揚陸隊

濠北-２Ａ-141 第３揚陸隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 第３揚陸隊

濠北-２Ａ-142 第３１碇泊場司令部　陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 第３１碇泊場司令部

濠北-２Ａ-143 第３１碇泊場司令部　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．１３ 第３１碇泊場司令部

濠北-２Ａ-144
第３１碇泊場　ホルランジャ分遣隊陣中日誌　昭１８．１２．２４～１
９．２．２９

第３１碇泊場ホルランジャ分遣
隊

濠北-２Ａ-145 野戦機関砲第３９中隊　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 野戦機関砲　第３９中隊

濠北-２Ａ-146 独立野戦高射砲　第３９中隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 独立野戦高射砲第３９中隊

濠北-２Ａ-147 第７野戦建築隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ 第７野戦建築隊

濠北-２Ａ-148 船舶工兵第７連隊第３中隊　保坂艇隊戦闘詳報　昭１９．７．２４ 船舶工兵第７連隊　保坂艇隊
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濠北-２Ａ-149
ホルランジャ兵站地区司令部　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１
２．３１

ホルランジャ兵站地区司令部

濠北-２Ａ-150
ホルランジャ兵站地区司令部　陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．
３１

ホルランジャ兵站地区司令部

濠北-２Ａ-151 ホルランジャ兵站地区隊陣中日誌　昭　．２．１３～　２．２３ ホルランジャ兵站地区隊

濠北-２Ａ-152 ホーランジャ通信所陣中日誌　昭１８年 ホーランジャ通信所

濠北-２Ａ-153 ホーランジャ電信所陣中日誌　昭１８．７月 ホーランジャ電信所

濠北-２Ａ-154 ホルランジャ守備隊陣中日誌　昭　１１．１～　１１．３０ ホルランジャ守備隊

濠北-２Ａ-155 歩兵第２２４連隊　警備中隊陣中日誌　昭１７．２．８～１７．４．１４ 歩兵第２２４連隊警備中隊

濠北-２Ａ-156
サルミ海上輸送第２大隊　高橋隊陣中日誌（原稿）　昭１８．５．１
～１８．５．２８

サルミ海上輸送第２大隊　高橋
隊

濠北-２Ａ-157 ウイッセル警備隊陣中日誌　昭１９．７．１～１９．７．３１
ウイッセル警備隊　（歩兵第１１
連隊）

濠北-２Ａ-158
野戦作井第５中隊第２小隊　作井給水作業詳報　昭１９．３．２９～
１９．５．１０

野戦作井第５中隊　第２小隊

濠北-２Ａ-159 堅第５移動製材班陣中日誌　昭１８．１０．１～１９．２．２９ 堅第５移動製材班

濠北-２Ａ-160 堅第５移動製材班陣中日誌　昭１８．１２．１～１９．２．２９ 堅第５移動製材班

濠北-２Ａ-161 海上輸送第２大隊日々命令綴　昭１９．１～１９．７ 海上輸送第２大隊

濠北-２Ａ-162 兵団長訓示　昭１８．１．２６ 第３５師団司令部

濠北-２Ａ-163 野戦作井第５中隊陣中日誌　昭１９．３．１～１９．４．３０ 野戦作井第５中隊

濠北-２Ａ-164
旧蘭領北部「ニューギニア」　「マンブラモ」河探検記其１　昭１８．１
２月

治集団司令部　１６Ａ

濠北-２Ａ-165 中西隊陣中日誌　昭１９．１．２０～１９．２．２３ 中西隊

濠北-２Ａ-166 海上機動第２旅団史料　昭３１～５１年収集 松木秀満収集

濠北-２Ａ-167
ビアク支隊（歩兵第２２２連隊）　資料綴　昭１９．５．２７～１９．８．
１６

歩兵第２２２連隊　ビアク支隊

濠北-２Ａ-168 復員時に於ける経理概況書　昭２１．６．２１ 第２軍経理部

濠北-２Ａ-169 ビアク島生還者史料 松木秀満収集

濠北-２Ａ-170 海上輸送第２大隊　第３中隊日命綴　昭１８．５～１８．１２．３１ 海上輸送第２大隊　第３中隊

濠北-２Ａ-171 ホーランジャ神機関業務日誌　昭１９．２．３～１９．４．２０ 第２軍司令部派遣　神機関本部

濠北-２Ａ-172 輸送船の対遭難訓練について　昭１８．９月 第３６師団（雪）

濠北-２Ａ-173 輸送船遭難の心得　昭１８．９月 第３６師団（雪）

濠北-２Ａ-174
独立自動車第４２大隊　第１中隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．
１１．３０

独立自動車第４２大隊　第１中
隊

濠北-２Ａ-175
参考綴　（ホルランジャ兵站司令部　交通係　第５４兵站勤務中隊）
昭１９．２月

ホルランジャ兵站司令部交通係
第５４兵站勤務中隊

濠北-２Ａ-176 野戦貨物廠ビアク支廠日誌 野戦貨物廠ビアク支廠

濠北-２Ａ-177 ビアク島堀井作業隊日誌　昭１９．２．２９～１９．３．５ ビアク島堀井作業隊

濠北-２Ａ-178
第５４兵站地区隊関係資料　（ホルランジャ地区各有線電話通信
使用上の心得）

第５４兵站地区隊

濠北-２Ａ-179 第５１野戦道路隊　第１中隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．３．３１ 第５１野戦道路隊第１中隊

濠北-２Ａ-180
第３６師団経理勤務隊派遣　藤井隊行動詳報　昭１９．２．７～１
９．２．２９

第３６師団経理勤務部派遣　藤
井隊

濠北-２Ａ-181 第３６師団　吉野部隊雑記帳　昭１９年 第３６師団吉野部隊

濠北-２Ａ-182 第９中隊陣中日誌　昭１９．３月 第９中隊

濠北-２Ａ-183 第５４兵站地区隊命令　昭　４．１７ 第５４兵站地区隊　石津部隊

濠北-２Ａ-184 ヌンホル作業隊日誌　昭　４．１～　４．３０ ヌンホル作業隊
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濠北-２Ａ-185 第３揚陸隊日々命令綴　昭１８．１１．３～１９．１．１７ 第３揚陸隊本部

濠北-２Ａ-186 野戦高射砲第６８大隊　病床日記　昭１９年 野戦高射砲第６８大隊

濠北-２Ａ-187 「バボ」を中心とする住民．経済．交通等の概況　昭１８．３．２８ 第５師団憲兵隊（鯉）

濠北-２Ａ-188
濠北作戦記録付録第２　第３２師団（楓）モロタイ戦闘概史　昭１
９．９月～２０．８月

第３２師団（楓）

濠北-２Ａ-189 第３６師団作命　丙第２２３号別冊　昭１８．６．１７ 第３６師団本部

濠北-２Ａ-190 第５師団軍医部　衛生概況報告　昭１８．３月～１９．９月 第５師団軍医部

濠北-２Ａ-191 歩兵第２２２連隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．４．３０ 歩兵第２２２連隊

濠北-２Ａ-192 歩兵第２２２連隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 歩兵第２２２連隊

濠北-２Ａ-193 ヌンホル派遣福田分隊　通信所日誌　昭１９．５．１～１９．６．１９ ヌンホル派遣福田分隊

濠北-２Ａ-194
第２軍「サルミ」「ビアク」「ヌンホル」「マル」戦闘概史　昭１９．５月
以降

史実部

濠北-２Ａ-195
濠北作戦記録付録　第２軍「サルミ」「ビアク」「ヌンホル」「マル」戦
闘概史　昭１９．５

史実部

濠北-２Ａ-196 第２軍「サルミ」「ビアク」「ヌンホル」「マル」戦闘概史　昭１９．５ 史実部

濠北-２Ａ-197 第３２師団第２軍戦闘概史
モロタイ．サルミ．ビアク．マンホ
ル．マル

濠北-２Ａ-198 モロタイ島上陸作戦概史　昭和１９．７～２０．８ 第１復員局

濠北-２Ａ-199 第３６師団　作戦警備地域移譲要領　昭和１８．６．２６ 第３６師団司令部

濠北-２Ａ-200 第３５師団戦史　１／８　昭和２１．１１．１ 服部史料調製

濠北-２Ａ-201 第３５師団戦史資料　２／８ 第３５師団司令部

濠北-２Ａ-202 第３５師団戦史資料　３／８　昭和１９．４ 第３５師団司令部

濠北-２Ａ-203 第３５師団戦史資料　４／８　昭和２０年 -

濠北-２Ａ-204 第３５師団戦史資料　５／８　昭和２０ 第３５師団司令部

濠北-２Ａ-205 第３５師団戦史資料　６／８　昭和２０ 第３５師団司令部

濠北-２Ａ-206 第３５師団南岸各地区　陸軍指揮官履歴表　７／８ 第３５師団　司令部

濠北-２Ａ-207 第３５師団戦史資料　（ソロン地区）　８／８　昭和２０ 第３５師団司令部

濠北-２Ａ-208 渡部長作参謀　週間情報 -

濠北-２Ａ-209 第２方面軍作戦関係書類綴　昭和１８．１２～１９．８ 第２方面軍司令部

濠北-２Ａ-210 第２方面軍作戦関係書類綴　昭和１８．３～２０．５ 史実部

濠北-２Ａ-211 「ニューギニヤ」に於ける第２軍作戦記録　昭和２０．１０ 了戒　次男

濠北-２Ａ-212 「ニューギニヤ」に於ける第２軍作戦記録　付録　昭和２０．１０ 了戒　次男

濠北-２Ａ-213 「ニューギニヤ」に於ける第２軍作戦記録　昭和２１．９ 吉岡英太郎大佐

濠北-２Ａ-214 ?州ハルマヘラの追憶
第３２師団参謀　小杉栄蔵記
楓会

濠北-２Ａ-215 第３６師団関係諸規定綴　昭和１５．２～１８．１０ -

濠北-２Ａ-216 濠北地区に於ける作戦準備及防衛戦闘詳報　昭和１８．２～１１ 歩兵第１１連隊

濠北-２Ａ-217 マノカリ飛行場作業日報　昭和１８．１２～１９．１
第１４野戦飛行場設定隊　第１
中隊

濠北-２Ａ-218 西部ニューギニア決戦記　昭和２８．２記 堀場　一雄

濠北-２Ａ-219 吉本軍司令官要望事項要点抜粋　昭和１８．９ 雪部隊本部

濠北-２Ａ-220 陣中新聞　無疑　第４号から第９号まで 第２方面軍報道部発行（複製）
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濠北-２Ａ-221 ニューギニア各地における　戦闘詳報集録　昭１９．１～１９．１１ 歩兵第１１連隊各隊

濠北-２Ａ-222
第３５師団通信隊　第１輸送隊陣中日誌　昭１９．６．１～１９．６．３
０

-

濠北-１９Ａ-1 第１９軍聴取史料　昭３０～５１年 松木秀満（聴取）

濠北-１９Ａ-2 濠北第４６師団史料　昭３１～５１年収集 松木秀満（聴取）

濠北-１９Ａ-3 第４８師団（ジャワ．濠北）史料　１／２　昭３１～５１年収集 松木秀満（聴取）

濠北-１９Ａ-4 第４８師団（ジャワ．濠北）史料　２／２　昭３１～５１年 松木秀満（聴取）

濠北-１９Ａ-5 第４８師団　終戦処理状況報告　昭２１年 第４８師団司令部

濠北-１９Ａ-6 ヌンホル島ルンボイ勤務隊　陣中日誌　昭１８．６．１～　６．１５
ヌンホル島ルンボイ勤務隊　建
築勤務隊第５２中隊

濠北-１９Ａ-7 ヌンホル島ルンボイ勤務隊　陣中日誌　昭１８．６．１～　６．１５
ヌンホル島ルンボイ勤務隊　建
築勤務隊第５２中隊

濠北-１９Ａ-8 ヌンホル島ルンボイ勤務隊　陣中日誌　昭１８．６．１～　６．１５
ヌンホル島ルンボイ勤務隊　建
築勤務隊第５２中隊

濠北-１９Ａ-9 第２７野戦兵器廠　ハルマヘラ支廠陣中日誌　昭２０年
第２７野戦兵器廠　ハルマヘラ
支廠

濠北-１９Ａ-10 建築勤務第６９中隊　松木隊陣中日誌　昭　４．２７ 建築勤務第６９中隊　松木隊

濠北-１９Ａ-11 横小路隊．白井隊　ケイ島付近戦闘詳報　昭１９．７．１２ 横小路隊　白井隊

濠北-１９Ａ-12 白井隊陣中日誌（原稿）　昭２０．５．１～２０．７．２６ 白井隊

濠北-１９Ａ-13 第７９兵站病院陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 第７９兵站病院

濠北-１９Ａ-14 ヌンホル田中隊．児玉分隊　作業要報 -

濠北-１９Ａ-15 ウイツセル警備隊　陣中日誌　昭和１９．８．１～１９．８．３１ -

濠北-１９Ａ-16 建築勤務第４３中隊　部隊行動表　昭和１６～２２ 第３０２９部隊

濠北-１９Ａ-17 第１９軍機密作戦日誌　自昭和１８．１２．１～２０．３．１９ -

濠北-ボルネオ-1 ボルネオ作戦記録第１巻　昭２１．１２月調製 第１復員局

濠北-ボルネオ-2 ボルネオ作戦記録第１巻　昭２１．１２月調製 第１復員局

濠北-ボルネオ-3 ボルネオ作戦記録第１巻　昭２１．１２月調製 第１復員局

濠北-ボルネオ-4 ボルネオ作戦記録第１巻　昭２１．１２月調製 第１復員局

濠北-ボルネオ-6 ボルネオ作戦記録第１巻　改訂版　昭２９．８月調製 引揚援護局

濠北-ボルネオ-7 ボルネオ作戦記録第１巻　改訂版　昭２９．８月調製 引揚援護局

濠北-ボルネオ-8 ボルネオ作戦記録第１巻　改訂版　昭２９．８月調製 引揚援護局

濠北-ボルネオ-9 ボルネオ作戦記録第１巻　改訂版　昭２９．８月調製 引揚援護局

濠北-ボルネオ-10 ボルネオ作戦記録第１巻　改訂版　昭２９．８月調製 引揚援護局

濠北-ボルネオ-11 ボルネオ作戦記録第２巻　昭２４．７月調製 第１復員局

濠北-ボルネオ-12 ボルネオ作戦記録第２巻　昭２４．７月調製 第１復員局

濠北-ボルネオ-13 ボルネオ作戦記録第２巻　昭２４．７月調製 第１復員局

濠北-ボルネオ-14 ボルネオ作戦記録第２巻　昭２４．７月調製 第１復員局

濠北-ボルネオ-15 ボルネオ作戦記録第２巻　昭２３．１１月調製 第１復員局

濠北-ボルネオ-17
第３７軍（ボルネオ）戦史資料　別冊第２　－「ブルネイ」「ラブアン」
島付近．戦闘経過－　昭２３．１１月調製

第１復員局

濠北-ボルネオ-18
第３７軍（ボルネオ）戦史資料　別冊第３　－「ミリ」付近の戦闘経過
－　昭２０．５．２１～２０．８．２２

ミリ地区警備隊

濠北-ボルネオ-19
第３７軍（ボルネオ）戦史資料　別冊第４　－ボーホート付近の戦闘
経過－　昭２０．５．２４～２０．９．２０

ボーホート警備隊
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濠北-ボルネオ-20
第３７軍（ボルネオ）戦史資料　別冊第５　－終戦後の各地区の状
況－

ミリ地区警備隊

濠北-ボルネオ-21 北ボルネオ軍政概要　昭２１．７月 ３７軍司令部

濠北-ボルネオ-22 ボルネオ第３７軍史料 松木秀満収集

濠北-ボルネオ-23 第３７軍関係参考史料 松木秀満収集

濠北-ボルネオ-24 ボルネオ独立混成第５６旅団　史料 松木秀満収集

濠北-ボルネオ-25 独立混成第７１旅団史料　昭３１～５１年収集 松木秀満収集

濠北-ボルネオ-26 蘭印攻略作戦　坂口支隊史料　昭３１～５１年収集 松木秀満収集

濠北-ボルネオ-27 北ボルネオにおける日本軍　昭１６．１１．６～２０．６．３ 寺光　曻

濠北-ボルネオ-28 ボルネオ守備軍庶務規程　昭１８．８～１９．１１ 陸軍省軍務課

濠北-ボルネオ-29 ボルネオ油田調査報告　昭１８．５月 南方燃料廠　新島良三

濠北-ボルネオ-30 第３７軍司令部編成表　昭２１．１．３１　現在 第３７軍司令部

濠北-ボルネオ-31 ボルネオ守備軍第３７軍史料　（下） ボルネオ守備軍　第３７軍

濠北-ボルネオ-32
独立歩兵第４５４大隊　略歴及戦闘詳報　昭２０．３．１～２０．８．１
９

第３７軍残務整理部

濠北-ボルネオ-33
独立歩兵第４５４大隊　第３中隊陣中日誌　昭２０．４．１～２０．４．
３０

独立歩兵第４５４大隊　第３中隊

濠北-ボルネオ-34 俘虜管理月報　第１～第２号　昭１７．８．１５～１７．９．３０ ボルネオ俘虜収容所

濠北-ボルネオ-35 俘虜管理月報　第３～第４号　昭１７．１０．１～１７．１１．３０ ボルネオ俘虜収容所

濠北-ボルネオ-36 俘虜管理月報　第５～第６号　昭１７．１２．１～１８．１．３０ ボルネオ俘虜収容所

濠北-ボルネオ-37 俘虜管理月報　第７～第８号　昭１８．２．１～１８．２．２８ ボルネオ俘虜収容所

濠北-ボルネオ-38 俘虜管理月報　第９号　昭１８．４．１～１８．４．３０ ボルネオ俘虜収容所

濠北-ボルネオ-39 「クチン」州軍政説明書　昭２０．９．３０ クチン州長官　千田俔次郎

濠北-ボルネオ-40 英領ボルネオ事情　昭　５．５調査 株式会社華南銀行

濠北-ボルネオ-41 ボルネオ方面関係資料　昭２３年 第１復員局

濠北-ボルネオ-42 ボルネオ俘虜収容所服務規則　昭１７．８．２４ ボルネオ守備軍司令部

濠北-ボルネオ-43 ボルネオ地区戦史資料 第１復員局

濠北-ボルネオ-44 ミリ造船所陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ -

濠北-ボルネオ-45 「ボルネオ」作戦記録　第３７軍　昭２１．１２ 第１復員局

濠北-ボルネオ-46 濠北方面関係戦史資料 -

濠北-ボルネオ-47 ボルネオ島配備表　１／２００万 -

濠北-ボルネオ-48 北ボルネオ軍政概要　昭２１．７ 第１復員局

濠北-ボルネオ-49 ボルネオ作戦記録　（第３７軍） 第１復員局

濠北-ボルネオ-50 川口支隊の戦闘に就て 本邦戦史編纂部

濠北-ボルネオ-51 第３７軍戦史資料　追加 第３７軍残務　整理部隊

濠北-ボルネオ-52 誓約書　昭１８．１０ ツゲガラオ憲兵分隊

濠北-ボルネオ-53 工業関係綴　昭和２０．５ 第３７軍軍政部

濠北-ボルネオ-54
１９４５春頃に於けるボルネオ地区及びタラカン島　陸軍兵力調査
昭和２４．９

復員局資料整理部

濠北-ボルネオ-55 敵産調査表　クチン州（ボルネオ）　昭和１８．１０調 -
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濠北-ボルネオ-56 敵性企業財産　クチン州（ボルネオ）　昭和１８年 -

濠北-ボルネオ-57 敵産調査表　クチン州（ボルネオ）　昭和１８．１０調 -

濠北-ボルネオ-58 敵産調査表　クチン州（ボルネオ）　昭和１８．１２調 -

濠北-ボルネオ-59 敵産調査表　クチン州（ボルネオ）　昭和１８．１２調 -

濠北-ボルネオ-60 敵性企業に属せざる財産　クチン州（ボルネオ）　昭和１８年 -

濠北-ボルネオ-61 敵産調査表　クチン州（ボルネオ）　昭和１８．９～１９．１調 -

濠北-ボルネオ-62 敵産調査表　クチン州（ボルネオ）　昭和１９．１調 -

濠北-ボルネオ-63 敵産調査表　クチン州（ボルネオ）　昭和１９．１調 -

濠北-ボルネオ-64 敵産調査表　クチン州（ボルネオ）　昭和１９．３調 -

濠北-ボルネオ-65 敵性財産現状調査　シブ州（ボルネオ）　昭和１８年 -

濠北-ボルネオ-66 敵産調査表　シブ州（ボルネオ）　昭和１８．３ -

濠北-ボルネオ-67 敵産調査表　シブ州（ボルネオ）　昭和１８．１０ -

濠北-ボルネオ-68 敵産調査表　シブ州（ボルネオ）　昭和１８．１１調 -

濠北-ボルネオ-69 敵産調査表　シブ州（ボルネオ）　昭和１８．１１調 -

濠北-ボルネオ-70 敵産調査表　シブ州（ボルネオ）　昭和１８．１１調 -

濠北-ボルネオ-71 敵産調査表　シブ州（ボルネオ）　昭和１８．１１調 -

濠北-ボルネオ-72 敵産調査表　シブ州（ボルネオ）　昭和１８．１１調 -

濠北-ボルネオ-73 敵産調査表　シブ州（ボルネオ）　昭和１８．１１ -

濠北-ボルネオ-74 敵産調査表　シブ州（ボルネオ）　昭和１８．１１ -

濠北-ボルネオ-75 敵産調査表　シブ州（ボルネオ）　昭和１８．１１ -

濠北-ボルネオ-76 敵産調査表　シブ州（ボルネオ）　昭和１８．１１ -

濠北-ボルネオ-77 敵産調査表　シブ州（ボルネオ）　昭和１８．１１ -

濠北-ボルネオ-78 敵産調査表　サンダカン（ボルネオ）　昭和１８．８調 -

濠北-ボルネオ-79 敵産調査表　サンダカン（ボルネオ）　昭和１８．８調 -

濠北-ボルネオ-80 敵産調査表　サンダカン（ボルネオ）　昭和１８．１０調 -

濠北-ボルネオ-81 敵産調査表　サンダカン（ボルネオ）　昭和１８．１０調 -

濠北-ボルネオ-82 敵産調査表　サンダカン（ボルネオ）　昭和１９．２調 -

濠北-ボルネオ-83 敵産調査表　ミリ州（ボルネオ）　昭和１８．１２調 -

濠北-ボルネオ-84 敵産調査表　西海州（ボルネオ）　昭和１８．８ -

濠北-ボルネオ-85 敵性資産明細表　サンダカン州　ボルネオ　昭和１８年 -

濠北-ボルネオ-87 動産関係綴　クチン（ボルネオ）　昭和１８～１９年 敵産管理部

濠北-ボルネオ-88 ボルネオ地域敵産工場　関係書類綴　昭和１８～１９年
ボルネオ守備軍灘（３７Ａ）敵産
管理部

濠北-ボルネオ-89 敵産農園関係書類綴　昭和１９年度 第３７軍司令部

濠北-ボルネオ-90 鉱山関係綴　昭和２０．４ 第３７軍軍政部

濠北-ボルネオ-91 敵産台帳　昭和１６．１２ クチン州（ボルネオ）

濠北-ボルネオ-92 敵産調査表　昭和１７年 シブ州（ボルネオ）
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濠北-ボルネオ-93 敵産関係綴　昭和１９．１２ 第３７軍軍政部

濠北-ボルネオ-94 土地建物関係書類綴　昭和１８．１ 第３７軍軍政部

濠北-ボルネオ-95 パリックパパン政略作戦に関する件　昭和２２．６ 第１復員局

濠北-ボルネオ-97 ボルネオ地区兵力調査表　昭和２３．１１ 資料整理部

濠北-ボルネオ-98 第３７軍戦史資料　昭和１７．４～２０．６ １７Ａ　参謀陸軍中佐　岩橋学

濠北-ボルネオ-99 昭和１７年４月７日～昭和１８年７月２０日軍中書類綴 ボルネオ守備軍司令部

濠北-ボルネオ-100 ボルネオ守備軍司令部関係写真 ボルネオ守備軍司令部

濠北-日誌回想-5 川口支隊のボルネオ作戦 川口　清健

濠北-日誌回想-6
モロタイ遊撃隊戦闘概史　（川島威伸回想手記）　昭和１８．１．２０
～２０．９

当時モロタイ第２遊撃隊長　少
佐　川島威伸

濠北-日誌回想-11
歩兵第２２０連隊　遥かなる征野の想い出　昭和１４．４．１５～２
１．５．２６

歩兵第２２０連隊第３５師団　貞
弘清雅

濠北-日誌回想-17 藤塚中将　濠北日誌　昭和１９．１．１～１９．１２．１
第２軍参謀長陸軍中将　藤塚止
戈夫

濠北-日誌回想-18 藤塚中将濠北メモ
第２軍参謀長陸軍中将　藤塚止
戈夫

濠北-日誌回想-19 山本務第５師団長日誌　２分冊の１ 山本　務

濠北-日誌回想-20 山本務第５師団長日誌　２分冊の２ 山本　務

濠北-日誌回想-21 長谷川寿雄中佐　濠北方面出張記録 長谷川　寿雄

濠北-日誌回想-22 歩兵第４７連隊長　柳勇大佐手記　終戦編　昭和２０．８．１５ 歩兵第４７連隊長　柳勇

濠北-日誌回想-23 陣中日誌　其１　昭和１９．５．６～２１．３．２９ 第２軍司令官　豊嶋房太郎

濠北-日誌回想-24 陣中日誌　其２　昭和１９．５．６～２１．３．２９ 第２軍司令官　豊嶋房太郎

濠北-日誌回想-25 豊島房太郎　中将日記（復写）　昭和１９．５．６～１９．７．１１ 豊島　房太郎

濠北-日誌回想-26
豊島房太郎中将回想録　第２軍司令官としての回想　昭和２９．１
２

豊島　房太郎

濠北-日誌回想-27
豊島房太郎中将回想録　第２軍司令官としての回想　昭和２９．１
２

豊島　房太郎

濠北-日誌回想-28 ボルネオ守備軍司令官時の山脇大将の日記抄 山脇　正隆

濠北-日誌回想-29 濠北占領部隊の展開と初期の掩護　昭和１７末
船舶工兵第１４連隊長陸軍少将
渡辺三郎

濠北-日誌回想-30
椰風　第３５師団　ニューギニア作戦記録　昭和１９．３．１０～２０．
１０

第３５師団参謀陸軍少佐　伊藤
常男

濠北-日誌回想-31
椰風　第３５師団　ニューギニア作戦記録　昭和１９．３．１０～２０．
１０

第３５師団参謀陸軍少佐　伊藤
常男

濠北-日誌回想-32 歩兵第１１連隊　第２中隊長陣中日誌 歩兵第１１連隊第２中隊

濠北-日誌回想-33 第３８師団　蘭印濠北作戦史料　昭和３２収集 松木　秀満

濠北-日誌回想-35 小杉栄蔵回想録　?州ハルマヘラの追憶 第３２師団参謀　小杉栄蔵

濠北-日誌回想-38 歩兵第４７連隊　チモール作戦記　昭和１５．１２．１３～１７．３．１０ 歩兵第４７連隊長　柳勇

濠北-日誌回想-39 歩兵第４７連隊　関係資料　昭和１５．３．５～１８．６．１０ 歩兵第４７連隊長　柳勇

濠北-日誌回想-40 西部ニューギニア決戦記　昭和１９ 堀場一雄編集

濠北-日誌回想-41 西部ニューギニヤ決戦記　昭和２８．２．１ 堀場一雄編集

濠北-日誌回想-42 西部ニューギニヤ決戦記 第１復員局　堀場一雄編集

濠北-日誌回想-45 南東方面気象資料中　主要質問事項に就て 富松　郁夫

濠北-日誌回想-46 歩４７蘭印チモール島勘定作戦　昭和１７．３．５～１８．２．１８ 大分合同新聞　平松鷹史

中太-全般-1 中部太平洋方面作戦記録　第１巻 第１復員局調整
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中太-全般-2 中部太平洋方面作戦記録　第１巻 第１復員局調整

中太-全般-3 中部太平洋方面作戦記録　第１巻 第１復員局調整

中太-全般-4 中部太平洋方面作戦記録　第１巻 第１復員局調整

中太-全般-5 中部太平洋方面作戦記録　第１巻 第１復員局調整

中太-全般-6 中部太平洋方面作戦記録　第１巻 第１復員局調整

中太-全般-7 太平洋諸島作戦記録 第１復員局調整

中太-全般-8 太平洋諸島作戦記録 第１復員局調整

中太-全般-9 太平洋諸島作戦記録 第１復員局調整

中太-全般-10 ミッドウェー作戦に於ける一木支隊 一木支隊参謀

中太-全般-13 サイパン．グァム．硫黄島部隊　別人員出身地隊長一覧表 -

中太-全般-14 第３１軍関係資料　３１Ａ -

中太-全般-15 中部太平洋方面築城指導の状況　（秋山中将回想） 秋山中将

中太-全般-16 第３１軍の統帥について 佐藤　清治

中太-全般-17 中部太平洋作戦に於ける第３１軍の統帥について 泉　莱三郎

中太-全般-18 南方進駐に関する関東軍命令からサイパン到着までの経緯 武田　英之

中太-全般-19 第３１軍復員業務に関する細部の状況　並に申し送り事項　３１Ａ -

中太-全般-20 第３１軍復員概況　３１Ａ -

中太-全般-21 満鮮方面より中部太平洋方面への兵力転用概況 -

中太-全般-23 第３１軍関係資料　３１Ａ -

中太-全般-24 兵器定数表 -

中太-全般-25 中部太平洋地域邦人戦闘参加状況 -

中太-全般-26 旧南洋群島写真集 -

中太-全般-27 旧南洋群島写真集 -

中太-全般-28 旧南洋群島写真集 -

中太-全般-30 南洋第１支隊編制表　（マーシャル諸島） -

中太-全般-31 中部太平洋戦史資料　（大陸命．指．２１Ａ編制）　福重博 -

中太-全般-32 中部太平洋戦史資料　（大海指．ＧＦ編制等）　福重博 -

中太-全般-33 第３１軍司令部臨時編成日課　予定表　昭１９．２．２３ 東部軍司令部調製

中太-全般-34 内南洋群島　昭１９．３ 陸軍経理学校

中太-全般-35 中部太平洋方面作戦記録　第１巻　自．昭１７～至．昭２０ 第１復員局

中太-全般-36 中部太平洋方面作戦記録　（５）　昭２０．８ 第１復員局史実　調査部

中太-全般-37 中部太平洋方面作戦記録　昭和２１．９ 第１復員局

中太-全般-38 中部太平洋方面作戦記録　（２）原稿　昭和２０．８ 第１復員局　史実調査部

中太-全般-39 中部太平洋陸軍作戦メモ　昭１７．９．１～２０．８．１５ 戦史編さん官　福重博２陸佐

中太-全般-40 ウェーキ島戦没者慰霊団の結果報告 大鳥親交会

中太-全般-41 中部太平洋戦史資料　マーシャル．トラック．パラオ 戦史編纂官　福重博
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中太-全般-42 中部太平洋方面作戦記録　昭２０．８ 第１復員局

中太-全般-43 中部太平洋方面作戦記録　（原稿） 第１復員局

中太-全般-44 中部太平洋方面作戦記録　（原稿） 第１復員局

中太-全般-45 中部太平洋方面作戦記録　第１巻　昭２１．９ 第１復員局

中太-全般-46 中部太平洋方面作戦記録　第１巻　昭２１．９ 第１復員局

中太-全般-47
南太平洋に於ける仏領の諸島とそれへの対策に就て　昭和１５．１
１

別技篤彦・高嶋少将史料

中太-全般-48 南洋群島防空計画　昭和１７年度 -

中太-全般-49 米海兵団よりの照会同回答 -

中太-全般-50 南洋群島有用（毒草）植物一覧表　昭和１９．５ 備７９２０部隊情報班

中太-全般-52 軍各部隊通称号．所在地表綴　昭和１９．４ 備第７９２０部隊副官部

中太-全般-53 第３１軍に関する回想　昭和２９．６ 麦倉　俊三郎

中太-全般-54 部隊行動表．玉砕第３１軍　昭和１９年 留守業務部第２整理課

中太-全般-55 部隊名等調査の件回答　昭和２３年 中部太平洋諸島方面

中太-全般-56 南洋群島要覧 -

中太-全般-57
マリアナ方面における日本陸軍の対上陸作戦について(説明要
目）

陸上自衛隊幹部学校

中太-東カロリンマーシャル-1 中部太平洋方面部隊史実資料　（マーシャル方面） -

中太-東カロリンマーシャル-2 マーシャル諸島における戦死者の遺骨等の状況について -

中太-東カロリンマーシャル-3 昭和１９年　南洋第１支隊第１大隊戦闘詳報 -

中太-東カロリンマーシャル-4
Ｓ１８．１０．１～２０．８．１６　中部太平洋（マーシャル諸島）　陣中
日誌

歩兵第122連隊

中太-東カロリンマーシャル-5 マーシャル方面生存者記録 -

中太-東カロリンマーシャル-10 南洋第１支隊関係資料 -

中太-東カロリンマーシャル-11 「マーシャル」島民処刑事件に関する記録 古木　秀策

中太-東カロリンマーシャル-12 日本軍のエニウェトク防禦海上機動　第１旅団　米海兵隊戦史課 -

中太-東カロリンマーシャル-13 海上機動第１旅団の１将校及び准士官の日記 Ｊ・Ｆ　ワグナー大佐

中太-東カロリンマーシャル-14 ポナペ島兵要地誌　南洋第２支隊 -

中太-東カロリンマーシャル-15 中部太平洋方面部隊史実史料　其の１ -

中太-東カロリンマーシャル-16 中部太平洋方面部隊史実史料　其の２ -

中太-東カロリンマーシャル-17 ポナペ島関係史料（中谷中佐記述） 中谷少佐

中太-東カロリンマーシャル-18 クサイ．ポナペ関係史料 -

中太-東カロリンマーシャル-19 中部太平洋方面部隊史実史料　（クサイ島） -

中太-東カロリンマーシャル-20 南洋第２支隊関係書類　（クサイ島守備） -

中太-東カロリンマーシャル-21 トラック地区集団兵要地誌 １２師団司令部

中太-東カロリンマーシャル-22 トラック地区集団兵要地誌 １２師団司令部

中太-東カロリンマーシャル-23 中部太平洋方面部隊史実史料　トラック其１ -

中太-東カロリンマーシャル-24 中部太平洋方面部隊史実史料　トラック其２ -

中太-東カロリンマーシャル-25 中部太平洋方面部隊史実史料　トラック其３ -
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中太-東カロリンマーシャル-26 中部太平洋方面部隊史実史料　トラック其４ -

中太-東カロリンマーシャル-27 中部太平洋方面部隊史実史料　トラック其５ -

中太-東カロリンマーシャル-28 中部太平洋トラック島防備要図 -

中太-東カロリンマーシャル-29
Ｓ１８．１０．１～１８．１０．３１　野砲兵第２３連隊第３大隊　トラック
島陣中日誌

Ⅲ／２３Ａ

中太-東カロリンマーシャル-30 第３１軍部隊行動概要　（トラック諸島）第３１軍 -

中太-東カロリンマーシャル-31 第５２師団輸送状況その他　第５２師団 -

中太-東カロリンマーシャル-32 麦倉俊三郎トラック島作戦の回想 麦倉　俊三郎

中太-東カロリンマーシャル-33 メレオン島事件に関する調査書抜粋 -

中太-東カロリンマーシャル-34 歩兵第３２連隊メレヨン島守備の概要　第３２連隊 -

中太-東カロリンマーシャル-35 東カロリン諸島関係供述史料（回想） -

中太-東カロリンマーシャル-36 中部太平洋方面（大鳥島）部隊　史実資料 -

中太-東カロリンマーシャル-37
Ｓ１７．９．１４～１７．９．３０　独立混成第２１旅団　２１ＭＢＳ　野戦
病院大鳥島患者療養班陣中日誌

-

中太-東カロリンマーシャル-38
Ｓ１８．７．１～１８．７．１８　独立混成第２１旅団　２１ＭＢＳ　野戦
病院大鳥島患者療養班陣中日誌

-

中太-東カロリンマーシャル-39 大鳥島守備に就て 陸軍大佐　八代重矩

中太-東カロリンマーシャル-40 大鳥島防備間に於ける諸問題 近森　重治

中太-東カロリンマーシャル-41 大鳥島関係口述史料 -

中太-東カロリンマーシャル-42 Ｓ１９年　日本軍守備隊に対する米国宣伝文 -

中太-東カロリンマーシャル-43
Ｓ１９．４．１４　南洋第３支隊歩兵第１大隊　戦闘詳報　１／南洋第
３支隊

-

中太-東カロリンマーシャル-44 独立混成第１１連隊復員名簿 -

中太-東カロリンマーシャル-45 南洋第１支隊編成表　昭和２０ -

中太-東カロリンマーシャル-46 太平洋の波永遠に静かなれ 大鳥親文会

中太-東カロリンマーシャル-47
マーシャル方面根拠地隊　警備隊の番号及び所在地　昭和１５～
１９年

-

中太-マリアナ-1_2 上陸・対上陸作戦に関する既往の観察資料　昭和３６年７月 陸上自衛隊幹部学校

中太-マリアナ-1_3 旧陸軍の戦訓特報集　昭和３６年７月 陸上自衛隊幹部学校

中太-マリアナ-1_4 上陸および対上陸作戦　思想の変遷　昭和３６年７月 陸上自衛隊幹部学校

中太-マリアナ-1_6 グァム島戦史　現地研究記録写真集　昭和３７年７月
陸上自衛隊グァム島戦史研究
調査団

中太-マリアナ-2 サイパン島作戦史 陸上自衛隊幹部学校

中太-マリアナ-2_2 サイパン島作戦史　付図・付表 陸上自衛隊幹部学校

中太-マリアナ-2_3 サイパン島作戦史　（補備資料） 陸上自衛隊幹部学校

中太-マリアナ-2_4 米海兵隊戦史　サイパン　（全巻） 米海兵隊少佐ホッフマン

中太-マリアナ-3 サイパン島兵要地誌資料 参謀本部

中太-マリアナ-4 サイパン島兵要地誌 参謀本部

中太-マリアナ-5 サイパン島戦史資料 第１復員局

中太-マリアナ-6 サイパン島戦史資料 第１復員局調整

中太-マリアナ-7 サイパン島戦史資料 第１復員局調整

中太-マリアナ-8 サイパン島戦史資料 第１復員局調整
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中太-マリアナ-9 サイパン島戦史史料 第１復員局調整

中太-マリアナ-10 Ｓ２８．１１　サイパン島戦死者の遺骨等に関する資料　復員局 -

中太-マリアナ-12 Ｓ１８．１０　第１３師団作命等参考綴　１３Ｄ -

中太-マリアナ-13
Ｓ１９．２．２８～１９．３．３１　第３１軍参謀部．経理部陣中日誌　３
１Ａ

-

中太-マリアナ-14
Ｓ１９．１．１～１９．５．３１　第３１軍情報班中部太平洋陣中日誌
３１Ａ情報班

-

中太-マリアナ-15 Ｓ１９．５　第３１軍情報班陣中日誌 第３１軍　情報班

中太-マリアナ-16 Ｓ１９．５　第３１軍情報班陣中日誌 第３１軍　情報班

中太-マリアナ-17 各部隊命令報告等綴（サイパン） -

中太-マリアナ-18 第３１軍直轄隊戦闘の概要　３１Ａ -

中太-マリアナ-19 １９年度　第１派遣隊衛生事務報告綴 -

中太-マリアナ-20 Ｓ１９．４　第１１歩兵団患者療養所陣中日誌 -

中太-マリアナ-21
Ｓ１９．２．２３～１９．４．３０　歩兵第１４連隊第３大隊陣中日誌　其
１

第２５師団第１４連隊

中太-マリアナ-22 Ｓ１９．４．１～１９．６．８　歩兵第１４連隊第３大隊陣中日誌　其２ 第２５師団　第１４連隊

中太-マリアナ-23
Ｓ１９．２．２３～１９．６．８　歩兵第８９連隊第３機関銃中隊陣中日
誌

第２４師団　第８９連隊

中太-マリアナ-24 Ｓ１９年　第３１軍関係雑書類綴 第３１軍

中太-マリアナ-25 Ｓ１９．２．２３～Ｓ１９．６．８　第４０連隊第３大隊陣中日誌 第４０連隊

中太-マリアナ-26 第３１軍訓令訓示綴 第３１軍

中太-マリアナ-27 Ｓ１９．３．３１～Ｓ１９．６．３１　野砲兵第１０連隊第９中隊陣中日誌 野砲兵第１０連隊

中太-マリアナ-28
Ｓ１９．２．２３～Ｓ１９．４．３０　独立山砲第３連隊野重大隊本部
陣中日誌

-

中太-マリアナ-29
Ｓ１９．２．２３～Ｓ１９．４．３０　独立山砲第３連隊野重大隊本部
第４中隊陣中日誌

-

中太-マリアナ-30
Ｓ１９．２．２３～Ｓ１９．４．３０　独立山砲第３連隊野重大隊本部
第５中隊陣中日誌

-

中太-マリアナ-31 Ｓ１９．２～１９．３　独立山砲兵連隊野重大隊第６中隊　陣中日誌 -

中太-マリアナ-32 Ｓ１９．５　独立山砲第３連隊第１中隊　陣中日誌 -

中太-マリアナ-33 独立山砲第３連隊第１中隊　陣中日誌　昭和１９．５
サイパン島西地区　守備隊（砲
兵中隊）

中太-マリアナ-34 Ｓ１９．５　独立山砲第３連隊第１中隊　陣中日誌 -

中太-マリアナ-36 Ｓ１８．８　第３師団（名古屋）事務規程 第３師団

中太-マリアナ-37 Ｓ１９．４～１９．６　第４３師団サイパン方面業務関係綴 第４３師団

中太-マリアナ-38 第４３師団兵器部陣中日誌 第４３師団

中太-マリアナ-39_2 第４３師団行動概要 第４３師団

中太-マリアナ-40 Ｓ１９．４．１２～Ｓ１９．５．３１　歩兵第１３５連隊陣中日誌其１ -

中太-マリアナ-41 Ｓ１９．５　歩兵第１３５連隊陣中日誌（其２）　４３Ｄ　１３５ｉ -

中太-マリアナ-42
Ｓ１９．５．１～１９．５．３１　歩兵第１３５連隊陣中日誌（其３）　４３
Ｄ　１３５ｉ

-

中太-マリアナ-43
Ｓ１９．５．１～１９．５．３１　歩兵第１３５連隊第３中隊陣中日誌　４
３Ｄ１３５ｉ

-

中太-マリアナ-44 Ｓ１９．４　歩兵第１３６連隊陣中日誌　其１　１３６ｉ -

中太-マリアナ-45 Ｓ１９．５　歩兵第１３６連隊陣中日誌　其２　１３６ｉ -

中太-マリアナ-46 Ｓ　第４３師団戦訓速報綴　４３Ｄ -
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中太-マリアナ-47
Ｓ１９．５．１～１９．５．３１　戦車第９連隊第５中隊陣中日誌　９ＴＫ
５Ｃｏ

-

中太-マリアナ-49
Ｓ１９．５．１～１９．５．３１　高射第２５連隊第６中隊陣中日誌　６Ｃ
Ｏ／２５ＡＡ

-

中太-マリアナ-50
Ｓ１９．５．１～１９．５．３１　高射砲第２５連隊第１中隊陣中日誌　１
ＣＯ／２５ＡＡ

-

中太-マリアナ-51
高射砲第２５連隊　第２大隊戦闘詳報等　昭和１９年３月３１日～１
９年４月１１日

２５ＡＡ／２Ｂｎ

中太-マリアナ-52 Ｓ１９．５．１～１９．５．３１　野戦機関砲第４４中隊　陣中日誌 -

中太-マリアナ-53 Ｓ１９．５．１～１９．５．３１　独立高射砲第４３中隊陣中日誌 -

中太-マリアナ-54 Ｓ１９．４．２～１９．５．３１　独立守備歩兵第２８大隊陣中日誌 -

中太-マリアナ-55 Ｓ１９．４．２～１９．４．３０　独立守備歩兵第９派遣隊陣中日誌 -

中太-マリアナ-56 北マ集団控置部隊訓練要綱　昭１９．６ -

中太-マリアナ-57 澄川大尉　サイパン島作戦隊長手簿 -

中太-マリアナ-59 参考控 -

中太-マリアナ-60 雑記録 -

中太-マリアナ-61
Ｓ１９．２．１０～１９．６．３　歩兵第１８連隊１０中隊陣中日誌　１８ｉ
１０ＣＯ

-

中太-マリアナ-62 Ｓ１９．４．１９　歩兵第１３５連隊工兵中隊編成表 -

中太-マリアナ-64 サイパン島生存記録　其１ ４３師団

中太-マリアナ-65 サイパン島生存記録　其２ -

中太-マリアナ-66 サイパン島作戦について 第４３師団

中太-マリアナ-67 サイパン島終戦時の関係資料 田中　徳祐

中太-マリアナ-68 サイパン島詩集 田中　徳祐

中太-マリアナ-69 南洋諸島の地理　（アグリカシ島．テニアンロタ島） -

中太-マリアナ-70 テニアン島戦史資料 -

中太-マリアナ-71 テニアン島戦史資料 第１復員局

中太-マリアナ-72 テニアン島戦史資料 第１復員局

中太-マリアナ-73 テニヤン島戦史資料 第１復員局

中太-マリアナ-74 テニアン島戦史資料 第１復員局

中太-マリアナ-75 中部太平洋方面部隊史実史料 第１復員局

中太-マリアナ-76 Ｓ　歩兵第５０連隊第２大隊陣中日誌　５０ｉⅡ -

中太-マリアナ-77 Ｓ　歩兵第１８連隊戦車中隊陣中日誌　１８ｉ -

中太-マリアナ-78 Ｓ１９．１．１～Ｓ１９．９．３０　中島文彦日記 中島　文彦

中太-マリアナ-79 テニヤン島戦死者の遺骨等に関する史料 第１復員局

中太-マリアナ-80 テニヤン島生存者記録 小林　亀

中太-マリアナ-81 テニアン収容所に於ける邦人の生活について 中島　文彦

中太-マリアナ-82 中島文彦．テニヤン島作戦史料 中島　文彦

中太-マリアナ-83 Ｓ１９．２　ロタ島兵要地誌資料図 参謀本部

中太-マリアナ-84 Ｓ１９．４　歩兵第１連隊第２大隊陣中日誌　１ｉⅡ -

中太-マリアナ-85 Ｓ１９．４　陣中日誌　ロタ患者診療所
ロタ患者診療所(第11歩兵団野
戦病院）
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中太-マリアナ-86 パガン島関係資料 -

中太-マリアナ-87 マリアナ群島兵要地理史料 -

中太-マリアナ-88 Ｓ１９．４　マリアナ群島兵要地理資料 -

中太-マリアナ-89 Ｓ１９．４　マリアナ群島兵要地理資料 -

中太-マリアナ-91 Ｓ１９．３．１　大宮島兵要地誌　参謀本部 -

中太-マリアナ-92 Ｓ１９．３．１　大宮島兵要地誌　参謀本部 -

中太-マリアナ-93 Ｓ１９．３．１　大宮島兵要地誌　参謀本部 -

中太-マリアナ-94 Ｓ　大宮島兵要地誌　１３Ｄ -

中太-マリアナ-95 大宮島兵要地誌　１３Ｄ -

中太-マリアナ-96 グアム島攻略作戦に関する豊福徹夫氏．池添光徳氏回答 -

中太-マリアナ-97 グアム島戦史資料 第１復員局

中太-マリアナ-98 グアム島戦史資料 第１復員局

中太-マリアナ-99 グアム島戦史資料 第１復員局

中太-マリアナ-100 グアム島戦史資料 第１復員局

中太-マリアナ-101 グアム島戦史資料 第１復員局

中太-マリアナ-102 グアム島戦史資料 第１復員局

中太-マリアナ-103 グアム島戦死者の遺骨等に関する資料 -

中太-マリアナ-104 歩兵第１２連隊第３大隊の戦闘概要　Ⅱ／１２ｉ -

中太-マリアナ-105 グァム島戦死及生死不明者に関する史料 -

中太-マリアナ-106 グァム島戦死及生死不明者に関する史料 -

中太-マリアナ-107 Ｓ１９．２．１８～１９．３．８　第２９師団命令綴　其１　２９Ｄ -

中太-マリアナ-108 Ｓ１９．３．８～１９．３．３１　第２９師団命令綴　其２　２９Ｄ -

中太-マリアナ-109 第２９師団戦闘概要　２９Ｄ -

中太-マリアナ-110 歩兵第３８連隊第２大隊陣中日誌　Ⅱ／３８ｉ -

中太-マリアナ-111 Ｓ１９．２　第２９師団第１８連隊補給隊　中隊陣中日誌 -

中太-マリアナ-112 Ｓ１９．３．２４～１９．７．１０　第４８旅団作命綴（丙） -

中太-マリアナ-113 Ｓ１９．３．２４　隆部隊飛行情報 -

中太-マリアナ-114 Ｓ１９．２．２２～１９．５．３１　第１２連隊第９中隊陣中日誌 -

中太-マリアナ-115 Ｓ１９．２．２３～１９．５．３１　第４４連隊第１速射砲小隊陣中日誌 -

中太-マリアナ-116 Ｓ１９．２．２３～１９．６．１１　野砲兵第１連隊第３大隊陣中日誌 -

中太-マリアナ-117
Ｓ１９．６．８～１９．６．３０　独混第１０連隊砲兵隊第３中隊陣中日
誌

-

中太-マリアナ-118 Ｓ１９年　第２９師団情報綴 -

中太-マリアナ-119 Ｓ１９．２．２３～１９．５．３１　山砲兵第１１連隊第３大隊陣中日誌 -

中太-マリアナ-120 サイパン島久野隊陣中日誌 -

中太-マリアナ-121 船舶工兵第１６連隊第２中隊　陣中日誌 船舶工兵第１６連隊

中太-マリアナ-122 グァム島戦史々料 第２９師団参謀



令和５年１月１２日

中太-マリアナ-123 武田英之回想録　グァム島の最後　抜粋 -

中太-マリアナ-124 武田英之回想録　グァム島の最後　（３） -

中太-マリアナ-125 武田英之回想録　グァム島の最後　（３） -

中太-マリアナ-126 武田英之回想録　グァム島の最後　（３） -

中太-マリアナ-127 武田英之回想録　グァム島の最後　（３） -

中太-マリアナ-128 武田英之回想録　グァム島の最後　（３） -

中太-マリアナ-129 武田英之グァム島戦史について米へ回答 武田　英之

中太-マリアナ-130 武田英之グァム島戦史について米へ回答 武田　英之

中太-マリアナ-131 武田英之グァム島戦史について米軍への回答 武田　英之

中太-マリアナ-132 歩兵第３８連隊グァム島戦史 -

中太-マリアナ-133 歩兵第３８連隊グァム島戦史 -

中太-マリアナ-134 歩兵第３８連隊グァム島戦史 -

中太-マリアナ-135 歩兵第３８連隊グァム島戦史 -

中太-マリアナ-136 グァム島作戦について　其１ -

中太-マリアナ-137 グァム島生存者記録 -

中太-マリアナ-138 Ｓ　グァム島戦死者の遺骨等に関する資料 -

中太-マリアナ-139 大東亜戦争　歩兵第２連隊「ペリリュウー島」　生存者の覚書 -

中太-マリアナ-140
グァム島西北方１７０哩付近戦闘における第３１軍隷下部隊（第９
派遣隊　独立守備第１２．１４大隊）　死亡確認綴

-

中太-マリアナ-141 中部太平洋方面 ロタ島　グアム島回想資料
今川　茂男．岡田　順一．佐藤
秀雄

中太-マリアナ-142 Ｓ　ロタ島兵要地誌資料　参謀本部 -

中太-マリアナ-143 Ｓ　サイパン島．思い出の記 青木　八十郎

中太-マリアナ-144 ミクロネシア戦没者遺骨収集報告書 -

中太-マリアナ-145 中部太平洋戦史資料　第３１軍編成 古橋　一雄

中太-マリアナ-146 中部太平洋戦史資料　マリアナ　第３１軍 福重　博

中太-マリアナ-147
歩兵第２連隊「ペリリュー島」　生存者資料　昭和１９．９．１５～２
１．５．７

-

中太-マリアナ-148 Ｓ１９．６．１１～２０．９．２０　独立混成第１０連隊記録綴１／２ 竹内大尉

中太-マリアナ-151 Ｓ１９．３　「サイパン」島陸軍防空隊戦闘計画 サイパン島　防空隊

中太-マリアナ-152 ガム島写真集　１／２ -

中太-マリアナ-153 ガム島写真集　２／２ -

中太-マリアナ-154 歩兵第１８連隊通信中隊　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ -

中太-マリアナ-155 歩兵第１５連隊　迫撃第３中隊　陣中日誌　昭１９．５ -

中太-マリアナ-156
「モウグ」「ウラカス」島兵要地理調査班　陣中日誌　昭１９．５．１
～５．３１

-

中太-マリアナ-157 歩兵第１８連隊第１０中隊　陣中日誌　昭１９．３．１～１９．４．３０ -

中太-マリアナ-158
高射砲第２５連隊　第７中隊陣中日誌　昭１９．３．２３～１９．４．３
０

-

中太-マリアナ-159 歩兵第１連隊第２大隊　陣中日誌　昭１９．４．１～１９．４．３０ -

中太-マリアナ-160 戦史叢書訂正資料　「第２９師団歩兵第５０連隊関係」 村野　新一



令和５年１月１２日

中太-マリアナ-161 烈日サイパン島　－郷土部隊玉砕の記録－ -

中太-マリアナ-162 中部太平洋方面部隊史実資料　（サイパン島）　昭２１ -

中太-マリアナ-164 出帥之詩　－歩兵第１１８連隊　杉井大隊のサイパン島戦記－ -

中太-マリアナ-165 米海兵隊戦史　サイパン付図 陸上自衛隊幹部学校

中太-マリアナ-166 機密作戦日誌　昭和１６．１２～１７．３ 南海支隊

中太-マリアナ-167 元第１８軍杉山高級参謀のスケッチ　（２５枚）　昭和１８～２１年 -

中太-マリアナ-168 変死傷事件綴　昭和１８年度 グアム民政部

中太-マリアナ-169 「ア」号作戦攻撃教令　昭和１９．５ 第１８軍司令部

中太-マリアナ-170 陣中日誌　昭和１９．５．１１～１９．５．３０ 中島部隊

中太-マリアナ-171 勤労作業出勤人員控簿 北部支庁テニアン出張所

中太-マリアナ-172 南農連勘定書　昭和１９年度 テニアン物資配給統制組合

中太-マリアナ-173 ロタ島兵要地誌資料図　昭和１９年２月調製 参謀本部

中太-マリアナ-174
兵器勤務に関する打合会議　提出意見及質疑事項答解　昭和１９
年度

備第７９２０部隊兵器部（第３１
軍司令部）

中太-西カロリン-1 第１４師団パラオ集団行動概要　留守業務部南方課　Ｓ２３．７ -

中太-西カロリン-2 Ｓ１６．１．１～２０．９．２　太平洋戦争暦日表 １復

中太-西カロリン-3
Ｓ２０．１１．３０　「パラオ」地区集団将校名簿抜粋　パラオ地区集
団司令部

-

中太-西カロリン-4 第１４師団に関する情報　１復 -

中太-西カロリン-5 Ｓ１９．１０．１６　「ペリリュー」「アンガウル」戦訓　大本営陸軍部 -

中太-西カロリン-6 パラオ方面生存者口述記述 -

中太-西カロリン-7 パラオ人名録 井上　善哉

中太-西カロリン-8 Ｓ１９．１．１　パラオ群島兵要地誌調査 藤井　広治

中太-西カロリン-9 Ｓ３６．４．１９　ペリリュー島．アンガウル島戦死者の遺骨等の状況 戦史室

中太-西カロリン-10 中部太平洋方面部隊史実史料 第１復員局

中太-西カロリン-11 Ｓ１９年　ペリリュー地区前田隊　昭和１９年度戦闘計画 ペリリュー地区前田隊

中太-西カロリン-12
Ｓ１８．７．１～１８．７．３０　独立自動車第４２大隊第１中隊行動詳
報

独自４２ｂ.１ＣＯ

中太-西カロリン-14 Ｓ１９．６．１７～２１．２．１２　第１４師団電報綴　１４Ｄ -

中太-西カロリン-15 Ｓ１９．７．２～１９．８．３１　第１４師団陣中日誌　１４Ｄ -

中太-西カロリン-16 Ｓ１９．９．１～１９．９．３０　第１４師団陣中日誌　１４Ｄ -

中太-西カロリン-17 Ｓ１９．１０．１～１９．１０．３１　第１４師団陣中日誌　１４Ｄ -

中太-西カロリン-18 Ｓ１９～２０年　パラオ島関係要図　１４Ｄ -

中太-西カロリン-19 Ｓ１９．７　第１４師団長訓示綴　１４Ｄ -

中太-西カロリン-20 Ｓ１９．３　第１４師団関係資料　１４Ｄ -

中太-西カロリン-21 Ｓ１９．４　第１４師団関係資料其３　１４Ｄ -

中太-西カロリン-22 Ｓ　ペリリュー島戦闘の概要　１４Ｄ -

中太-西カロリン-23
Ｓ１９．９．２２～１９．９．２５　第１５連隊「ペリリュー島」逆上陸戦闘
詳報　１５ｉ

-

中太-西カロリン-24 Ｓ　第２連隊第２中隊陣中日誌　２ｉ２Ｃｏ -



令和５年１月１２日

中太-西カロリン-25 Ｓ１９年　第２連隊第６中隊陣中日誌　６ＣＯ／２ｉ -

中太-西カロリン-26 Ｓ１９．７　第２連隊第２中隊陣中日誌　２ＣＯ／２ｉ -

中太-西カロリン-27 Ｓ１９．３　第２連隊第３中隊陣中日誌　３ＣＯ／２ｉ -

中太-西カロリン-28 Ｓ１９．４～１９．７　第２連隊第３中隊陣中日誌 -

中太-西カロリン-29
Ｓ１９．６～１９．８　独立歩兵第３４６大隊第３中隊陣中日誌　３４６ｉ
ｂｓ３ＣＯ

-

中太-西カロリン-31 Ｓ１９．４　第１５連隊陣中日誌　第２号　１５ｉ -

中太-西カロリン-32 Ｓ１９．５　第１５連隊陣中日誌　第３号　１５ｉ -

中太-西カロリン-33 Ｓ１９．６　第１５連隊陣中日誌　第４号　１５ｉ -

中太-西カロリン-34 Ｓ１９．７　第１５連隊陣中日誌　第５号　１５ｉ -

中太-西カロリン-35 Ｓ１９．８　第１５連隊陣中日誌　第６号　１５ｉ -

中太-西カロリン-36 Ｓ１９．９　第１５連隊陣中日誌　第７号　１５ｉ -

中太-西カロリン-37 Ｓ１９．１０　第１５連隊陣中日誌　第８号　１５ｉ -

中太-西カロリン-38 Ｓ１９．１１　第１５連隊陣中日誌　第９号　１５ｉ -

中太-西カロリン-39 Ｓ１９．１２　第１５連隊陣中日誌　第１０号　１５ｉ -

中太-西カロリン-40 Ｓ１９．１２　第１５連隊陣中日誌　第１１号　１５ｉ -

中太-西カロリン-41 Ｓ２０．１　第１５連隊陣中日誌　第１２号　１５ｉ -

中太-西カロリン-42 第１５連隊陣中日誌　第１３号　１５ｉ -

中太-西カロリン-43 第１５連隊陣中日誌　第１４号　１５ｉ -

中太-西カロリン-44 第１４師団参謀中川廉中佐メモ 第１４師団参謀　中川廉

中太-西カロリン-45
Ｓ１８．１１．５～１９．１．３１　斉藤部隊医務室陣中日誌　４３Ｄ医務
室

-

中太-西カロリン-46 Ｓ１８．６　第５４兵站警備第１中隊陣中日誌　５４兵站警備１ＣＯ -

中太-西カロリン-47 Ｓ１８．８～１８．１２　兵站勤務第５４中隊日誌　兵站勤務５４ＣＯ -

中太-西カロリン-48 Ｓ１９．６～１９．８　３４６ｉｂｓ１中隊陣中日誌　１ＣＯ／３４６ｉｂｓ -

中太-西カロリン-49
Ｓ１８．８～１８．１１　兵站勤務第５４中隊陣中日誌　兵站勤務５４Ｃ
Ｏ

-

中太-西カロリン-50
Ｓ１８．２　第５７兵站警備隊道路作業隊　陣中日誌　５７兵站警備
隊

-

中太-西カロリン-51
Ｓ１９．１～１９．４　第５７警備隊第１中隊陣中日誌　１ＣＯ／第５７
警備

-

中太-西カロリン-52 Ｓ１８．８　兵站警備第５４中隊陣中日誌　５４ＣＯ／兵站警備 -

中太-西カロリン-53
Ｓ１９．５．１～１９．６．９　第５７兵立警備隊第１中隊陣中日誌　１Ｃ
Ｏ／５７兵立警備

-

中太-西カロリン-54
Ｓ１８．５　独立自動車第４２大隊第１中隊陣中日誌　１ＣＯ／独自
４２大隊

-

中太-西カロリン-55 Ｓ１８．１２　中部太平洋パラオ島方面第３小隊日誌 -

中太-西カロリン-56
Ｓ１８．７　独立自動車第４２大隊第１中隊　陣中日誌　１ＣＯ／独
自４２大

-

中太-西カロリン-57
Ｓ１８．１０　独立自動車第４２大隊第２中隊　陣中日誌　２ＣＯ／独
自４２大

-

中太-西カロリン-58 中部太平洋方面部隊史実資料　（ヤツプ島） 第１復員局調整

中太-西カロリン-59 中部太平洋方面部隊史実資料　其１（パラオ） 第１復員局調整

中太-西カロリン-60 中部太平洋方面部隊史実資料　其２（パラオ） 第１復員局調整

中太-西カロリン-61 中部太平洋方面部隊史実資料　其３ 第１復員局



令和５年１月１２日

中太-西カロリン-62 中部太平洋方面部隊史実資料　其４ 第１復員局

中太-西カロリン-63 Ｓ２０．１２　パラオ地区集団作命綴　パラオ地区集団司令部 -

中太-西カロリン-64 Ｓ　カロリン群島兵要地誌図 -

中太-西カロリン-65
Ｓ１８．１０．２７～１９．１．２４　独立自動車第３９大隊第４中隊　陣
中日誌　独自３９大隊

-

中太-西カロリン-66 Ｓ１９．４　第２１９連隊藤井隊陣中日誌　２１９ｉ -

中太-西カロリン-67
Ｓ２０．１２　パラオ地区集団命令　（米側支給食糧関係）　パラオ地
区集団司令部

-

中太-西カロリン-68 Ｓ１９．４　瑞露作命綴 -

中太-西カロリン-69 Ｓ１８．１２　第２３防疫給水部陣中日誌 -

中太-西カロリン-70 Ｓ１９．５　第１５連隊第７中隊陣中日誌　７ＣＯ／１５ｉ -

中太-西カロリン-71 独立自動車第４２大隊第１中隊　陣中日誌　昭１８年４月 -

中太-西カロリン-72 独立自動車第４２大隊第１中隊　陣中日誌　昭１８年７月 -

中太-西カロリン-73 独立自動車第４２大隊第１中隊　陣中日誌　昭１８年１０月 -

中太-西カロリン-74 Ｓ２１．９　第１５連隊中部太平洋方面作戦記録　第２巻１／５　１復 -

中太-西カロリン-75 Ｓ２１．９　第１５連隊中部太平洋方面作戦記録　第２巻２／５　１復 -

中太-西カロリン-76 Ｓ２１．９　第１５連隊中部太平洋方面作戦記録　第２巻３／５　１復 -

中太-西カロリン-77 Ｓ２１．９　第１５連隊中部太平洋方面作戦記録　第２巻４／５　１復 -

中太-西カロリン-78 Ｓ２１．９　第１５連隊中部太平洋方面作戦記録　第２巻５／５　１復 -

中太-西カロリン-79 Ｓ１９．３．２８　歩兵第５９連隊第１大隊　アンガウル島の戦闘 -

中太-西カロリン-81 Ｓ１８．６～１８．８　独立自動車第３９大隊第２中隊　陣中日誌 -

中太-西カロリン-82 Ｓ１８．９～１８．１０　独立自動車第３９大隊第２中隊　陣中日誌 -

中太-西カロリン-83 Ｓ１８．９～１８．１０　独立自動車第３９大隊第３中隊　陣中日誌 -

中太-西カロリン-84 Ｓ１８．１０～１８．１１　独立自動車第３９大隊第３中隊　陣中日誌 -

中太-西カロリン-85 Ｓ１７．１　独立自動車第３９大隊第４中隊　陣中日誌 -

中太-西カロリン-86 Ｓ１８．２～Ｓ１８．６　独立自動車第３９大隊第４中隊　陣中日誌 -

中太-西カロリン-87 Ｓ１８．６～Ｓ１８．７　独立自動車第３９大隊第４中隊　陣中日誌 -

中太-西カロリン-88 Ｓ１８．７～Ｓ１８．８　独立自動車第３９大隊第４中隊　陣中日誌 -

中太-西カロリン-89
Ｓ１８．８　大東亜戦争中部太平洋方面独立自動車　第３９大隊第
４中隊陣中日誌　独自３９大４中

-

中太-西カロリン-90
Ｓ１８．９～１２　大東亜戦争中部太平洋方面独立自動車　第３９大
隊第４中隊陣中日誌　独自３９大４中

-

中太-西カロリン-91
Ｓ１８．６　大東亜戦争中部太平洋方面独立自動車　第３９大隊第
２中隊陣中日誌　独自３９大２中

-

中太-西カロリン-92
Ｓ１８．１２．１～１８．１２．３１　大東亜戦争中部太平洋方面独立輜
重第３連隊　第３９大隊第１中隊陣中日誌　３Ｔｓ及同１中

-

中太-西カロリン-93
Ｓ１８．１２（連）　１８．７．８月（３．２中）　大東亜戦争中部太平洋方
面独立輜重兵第３連隊　同第２及第３中隊陣中日誌

-

中太-西カロリン-94
Ｓ１８．６～１８．６．３０　大東亜戦争中部太平洋方面独立自動車
第４２大隊第１中隊戦闘詳報　（第２０号）独立自動車第４２大１中

-

中太-西カロリン-95
Ｓ１８．７～７．３　大東亜戦争中部太平洋方面独立自動車　第４２
大隊第１中隊戦闘詳報　（第２１号）独立自動車第４２大１中

-

中太-西カロリン-96
Ｓ１８．４　大東亜戦争中部太平洋方面独立自動車　第４２大隊第
１中隊戦闘詳報　（第１８号）独立自動車第４２大１中

-

中太-西カロリン-97
Ｓ１８．１２　大東亜戦争中部太平洋方面第２７野戦　自動車廠残
置隊陣中日誌　第２７野戦自動車廠残置隊

-

中太-西カロリン-98
Ｓ１８．１２　大東亜戦争中部太平洋方面第２７野戦　自動車廠残
置隊陣中日誌　第２７野戦自動車廠残置隊

-
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中太-西カロリン-99 Ｓ１９．１　第２７野戦自動車廠残置隊陣中日誌　２７野戦自動車廠 -

中太-西カロリン-100 Ｓ２０．９　パラオ人口関係　パラオ南洋庁 -

中太-西カロリン-101 Ｓ２０．１１　パラオ警備隊陣中日誌　パラオ警備隊本部 -

中太-西カロリン-102 Ｓ１８．１２　第２３野戦防疫給水部陣中日誌　２３野戦防疫給水部 -

中太-西カロリン-103 Ｓ　第２５野戦防疫給水部陣中日誌　２５野戦防疫給水部 -

中太-西カロリン-104 Ｓ１９．２　第２５野戦防疫給水部陣中日誌　２５野戦防疫給水部 -

中太-西カロリン-105 Ｓ１８．９　第５４警備隊第３中隊陣中日誌　５４警備隊３ＣＯ -

中太-西カロリン-106 Ｓ１９．４　端露会報綴　歩兵砲中隊 -

中太-西カロリン-107
第９師団第１架橋材料中隊　陣中日誌　昭和１８．１１．１～１８．１
１．３０

９Ｄ架材中隊

中太-西カロリン-108 Ｓ２０．１１　豊南第１農場引継書 -

中太-西カロリン-109 Ｓ１９　第２監視哨情報記録 -

中太-西カロリン-110
Ｓ１７．１２．１～１８．２．２８　第１０２連隊第３機関銃中隊陣中日誌
３ＭＧ／１０２ｉ

歩兵第１０２連隊第３機関銃中
隊

中太-西カロリン-111 Ｓ１８．８　第１４４連隊第８中隊陣中日誌　８ＣＯ／１４４ｉ -

中太-西カロリン-112 パラオ戦跡写真集　１／３分冊 -

中太-西カロリン-113 パラオ戦跡写真集　２／３分冊 -

中太-西カロリン-114 パラオ戦跡写真集　３／３分冊 -

中太-西カロリン-115 鵜藤一豊パラオ地区第１製油隊の回想 鵜藤　一豊

中太-西カロリン-116 Ｓ１９．３　パラオ群島兵要地誌資料　参謀本部 -

中太-西カロリン-117 歩兵第５９連隊歴史及び行動概要１／２分冊 第５９連隊

中太-西カロリン-118
Ｓ１３．１～２０．９　歩兵第５９連隊歴史及び行動概要　２／２冊　５
９ｉ

-

中太-西カロリン-119
Ｓ１８．８．１～１８．８．３１　第５４兵站警備隊第１中陣中日誌　５４
兵站警備１ＣＯ

-

中太-西カロリン-120
Ｓ１８．１０．１～１８．１０．３１　独立自動車第４２大隊第４中隊陣中
日誌　独自４２Ｂｎ４ＣＯ

-

中太-西カロリン-121 アンガウル島地形写真 -

中太-西カロリン-122 アンガウル島戦友日記 -

中太-西カロリン-123 歩兵第１５連隊第２大隊の行動　（ペリリュー島逆上陸）　Ⅱ／１５ｉ -

中太-西カロリン-124
Ｓ１６．７．３１～２１．夏　第５７兵站地区隊パラオ地区資料　５７兵
站地区隊

-

中太-西カロリン-125 歩兵第１０２連隊第１１中隊陣中日誌　Ｓ１７．１２ １１ＣＯ／１０２ｉ

中太-西カロリン-126 第５２師団「メレヨン」島の真相　５２Ｄ -

中太-西カロリン-127 メレヨン島関係資料 「私の１０年」

中太-西カロリン-128 メレヨン回想史料 -

中太-西カロリン-129 Ｓ４２．４　全国メレヨン会員名簿 -

中太-西カロリン-130 鵜藤一豊パラオ本島　関係資料
第１４師団司令部　元准尉　鵜
藤一豊

中太-西カロリン-131 パラオ本島１４師団経理勤務隊の回想１／２ 鵜藤　一豊

中太-西カロリン-132 パラオ本島１４師団経理勤務隊の回想２／２ -

中太-西カロリン-133 Ｓ１５．４．２９～２０．９．２　第１４師団部隊行動概要　１４Ｄ -

中太-西カロリン-134 Ｓ　パラオ戦史資料　１４Ｄ参謀　中川廉 -
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中太-西カロリン-135 メレオン島関係写真 -

中太-西カロリン-136 戦場経理講演要旨　昭１２～２０ （１４師団経技准尉）　鵜藤一豊

中太-西カロリン-137 戦場における陸軍の被服　昭１２～２０ （１４師団経技准尉）　鵜藤一豊

中太-西カロリン-138 陣中特効薬の追想　昭１２～２０ （１４師団経技准尉）　鵜藤一豊

中太-西カロリン-139
独立工兵第１２連隊「パラオ」－宇品船舶輸送間　戦闘詳報　昭１
９．１．４～１９．１．１５

-

中太-西カロリン-140 歩兵第１５連隊本部陣中日誌 第１５連隊本部

中太-西カロリン-141 南洋第６支隊第１大隊陣中日誌　昭１８．１２．５～１９．２．２９ -

中太-西カロリン-142 南洋第６支隊第１中隊陣中日誌　昭１８．１２．５～１９．２．２９ -

中太-西カロリン-143 南洋第６支隊第２中隊陣中日誌　昭１８．１２．５～１９．２．２９ -

中太-西カロリン-144 南洋第６支隊第３中隊陣中日誌　昭１８．１２．５～１９．２．２９ -

中太-西カロリン-145
南洋第６支隊第１機関銃中隊　陣中日誌　昭１８．１２．５～１８．１
２．３１

-

中太-西カロリン-146
南洋第６支隊第１歩兵砲中隊　陣中日誌　昭１８．１２．８～１９．
２．２８

-

中太-西カロリン-147 兵站勤務第５４中隊　陣中日誌　昭１８．６．１～１８．１１．３０ -

中太-西カロリン-148 第７０５丸輸送指揮官　命令　昭和１９．２．２１～１９．２．２９ -

中太-西カロリン-149 派遣に関する綴　昭１８～１９ 第１４師団参謀　中川廉

中太-西カロリン-150 第１５連隊第２大隊長　飯田義栄少佐関係資料 第１４師団　経理部　鵜藤一豊

中太-西カロリン-151 第１４師団　パラオ島自給作戦資料 第１４師団経理部　鵜藤一豊

中太-西カロリン-152
ペリリュー島　第１５連隊第２大隊の逆上陸　昭１９．９．１５～１０．
４

富士学校　谷田進１佐

中太-西カロリン-153 セントアンドレウ諸島守備隊　資料綴 歩兵第２１９連隊　第１大隊

中太-西カロリン-154 独立混成第４９旅団　戦史資料　昭和２１．３．７
独立混成第４９旅団長　大佐
江藤大八

中太-西カロリン-155
陣中日誌　歩兵第１０２連隊第１１中隊　昭和１７．１２．１～１２．３
１

-

中太-西カロリン-156 第１４師団陣中日誌　昭和１９．３ 参謀長　多田大佐

中太-西カロリン-157 第１４師団陣中日誌　（アリアナ戦況）　昭和１９．６．１５～８．２３ 参謀長　多田大佐

中太-西カロリン-158 第１４師団陣中日誌　（戦況報告）　昭和１９．９．６～１０．１ 参謀長　多田大佐

中太-西カロリン-159 第１４師団陣中日誌　（戦況報告）　昭和１９．１１．３０～２０．１．２ 参謀長　多田大佐

中太-西カロリン-160 第１４師団陣中日誌　（戦況報告）　昭和１９．１１．１～１９．１２．１ 参謀長　多田大佐

中太-西カロリン-161 第１４師団陣中日誌　昭和２０．７以降 参謀長　多田大佐

中太-西カロリン-162 陣中日誌　昭和２０．１ パラオ集団参謀部

中太-西カロリン-163 陣中日誌　昭和２０．４ パラオ地区集団参謀部

中太-西カロリン-164 陣中日誌　昭和２０．７ パラオ集団参謀部

中太-西カロリン-165 陣中日誌　昭和２０．９ パラオ集団参謀部

中太-西カロリン-166 第１４師団命令関係綴　昭和１９．３～１９．７ 参謀長　多田大佐

中太-西カロリン-167 第１４師団訓示綴　昭和１９年 参謀長　多田大佐

中太-西カロリン-168 戦況報告其の２　昭和１９．９～２０．７ パラオ地区集団参謀長

中太-西カロリン-169 米国来翰綴　昭和２０．１０ パラオ集団司令部

中太-西カロリン-170 パラオ諸島の戦後処理　昭和２０．１１～２０．１２ パラオ地区集団司令部
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中太-西カロリン-171 パラオ（ペリリュー島）諸島関係資料　昭和２０年 中川史料

中太-西カロリン-172 ペリリュー決戦譜　昭和１９．９．１５～１９．１１．２４ 第１４師団第７７５７部隊本部

中太-西カロリン-173 第１４師団関係米国報告綴　昭和２０．９．４以降 参謀部　多田大佐

中太-西カロリン-174 第１４師団関係米国報告綴　昭和２０．９．４以降 参謀部　多田大佐

中太-西カロリン-175 第１４師団日米会談発翰綴　昭和２０．１０．１１以降 参謀部　多田大佐

中太-西カロリン-176 第１４師団米軍来翰関係綴　昭和２０．１０．１２以降 参謀部　多田大佐

中太-西カロリン-177 第１４師団発信電報綴　昭和２０．８ 参謀部　多田大佐

中太-西カロリン-178 第３０根拠地隊関係発来翰綴　昭和２０．９～２０．１０ 参謀部　多田大佐

中太-西カロリン-179 教育に関する書類綴　昭和１９年度 石第３５９２部隊

中太-西カロリン-180 独工１２第１中隊　饒津丸遭難状況報告　昭和１９．１．１２ １／１２ＰＳ本部

中太-西カロリン-181 独工１２泛水作業隊第４中隊　戦闘詳報　昭和１９．１．１５ ４／１２ＰＳ本部　相原史料７４

中太-西カロリン-182 パラオ地区集団の行動（第１４師団主力）　昭和１９年 集団長　井上貞衛中将

中太-西カロリン-183 人名表　（イロハ順）　昭和１９．５
歩兵第２３９連隊歩兵砲中隊西
岡隊

中太-西カロリン-184 第１４師団に関する情報の件　昭和２２．１１ 第１復員局法務課

中太-西カロリン-185 パラオ着信電報１／４　昭和１９．９．７～１９．９．２０ パラオ地区集団司令部参謀部

中太-西カロリン-186 パラオ着信電報２／４　昭和１９．９．２１～１０．６ パラオ地区集団司令部参謀部

中太-西カロリン-187 パラオ着信電報３／４　昭和１９．１０．６～１１．２４ パラオ地区集団司令部参謀部

中太-西カロリン-188 パラオ着信電報４／４　昭和２０．８．４～１０．１５ パラオ地区集団司令部参謀部

中太-西カロリン-189 メレヨン守備隊中隊長　桑江良逢　日誌第１号
メレヨン守備隊中隊長　桑江良
逢

中太-西カロリン-189_2 メレヨン守備隊中隊長　桑江良逢　日誌第２号
メレヨン守備隊中隊長　桑江良
逢

中太-西カロリン-189_3 メレヨン守備隊中隊長　桑江良逢　日誌第３号
メレヨン守備隊中隊長　桑江良
逢

中太-西カロリン-189_4 メレヨン守備隊中隊長　桑江良逢　日誌第４号
メレヨン守備隊中隊長　桑江良
逢

中太-西カロリン-189_5 メレヨン守備隊中隊長　桑江良逢　日誌第５号
メレヨン守備隊中隊長　桑江良
逢

中太-西カロリン-189_6 メレヨン守備隊中隊長　桑江良逢メモ
メレヨン守備隊中隊長　桑江良
逢

中太-西カロリン-190 メレヨン守備隊中隊長作戦日誌　昭和１９年４月２９日～８月２２日 桑江良逢

中太-西カロリン-191
メレヨン守備隊中隊長現地自活日誌　昭和１９年８月２４日～１２月
１２日

桑江良逢

中太-西カロリン-192 メレヨン守備隊中隊長戦没隊員記録 桑江良逢

中太-西カロリン-193 メレヨン回想記　昭和１９年～２０年 桑江良逢

中太-西カロリン-194_2 諸参考綴　昭和１９年～２０年 メレヨン守備隊　桑江良逢

中太-西カロリン-195_2 主要食品分析成分表　昭和２０年１月 メレヨン守備隊　桑江良逢

中太-西カロリン-196 戦時イロハ留守担当者名簿　昭和１９年６月９日調整 メレヨン守備隊　桑江良逢

中太-西カロリン-197
遺影集　内南洋西カロリン諸島メレヨン島歩兵第３２連隊第１２中
隊(独立歩兵第３３５大隊第２中隊）

-

中太-西カロリン-198 復員間業務処理参考綴 メレヨン守備隊　薦田准尉

中太-西カロリン-199 メレヨン諸島兵要地誌図「マレヨン」島地図及び爆撃概況要図 桑江良逢

中太-小笠原-1 硫黄島作戦史 陸自幹部学校

中太-小笠原-2 Ｓ２０．７　硫黄島の作戦 -
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中太-小笠原-3 Ｓ１９．８．１０　小笠原兵団将校職員表 -

中太-小笠原-4 Ｓ２６．１０．５　小笠原兵団（１０９Ｄ）部隊行動概要 -

中太-小笠原-5 Ｓ　硫黄島戦死者の遺骨等の状況について 留守業務部

中太-小笠原-6 Ｓ　戦訓特報－硫黄島作戦の教訓 -

中太-小笠原-7 中部太平洋方面部隊史実史料 -

中太-小笠原-8 小笠原群島方面部隊史実史料 -

中太-小笠原-9 小笠原群島方面部隊史実史料 -

中太-小笠原-10 大正１５年　小笠原島状況調査綴 -

中太-小笠原-11 Ｓ２．７　父島要塞司令部行幸に関する書類綴　父島要塞司令部 -

中太-小笠原-12 Ｓ１３年　父島要塞司令部口演要旨綴　父島要塞司令部 -

中太-小笠原-13
Ｓ１７．１．１～１７．１２．３１　父島要塞司令部参謀部陣中日誌　父
島要塞司令部

-

中太-小笠原-14
Ｓ１６．１０．２０～１６．１２．３１　父島要塞司令部参謀部陣中日誌
父島要塞司令部

-

中太-小笠原-15 Ｓ１８　父島要塞司令部参謀部陣中日誌　父島要塞司令部 -

中太-小笠原-16
Ｓ１７．１１～１８．３　父島要塞司令部発来翰綴　１／３分冊　父島
要塞司令部

-

中太-小笠原-17
Ｓ１８．３～１８．１１　父島要塞司令部発来翰綴　２／３分冊　父島
要塞司令部

-

中太-小笠原-18
Ｓ１８．１１　父島要塞司令部発来翰綴　３／３分冊　父島要塞司令
部

-

中太-小笠原-19 Ｓ１８．６　小笠原諸島兵要衛生資料　父島要塞司令部 -

中太-小笠原-20 Ｓ１９．８　第２旅団司令部魚釣に関する綴　父島要塞司令部 -

中太-小笠原-21 Ｓ　小笠原硫黄島関係部隊　雑史料集録 -

中太-小笠原-22 Ｓ１９．４　大東亜戦争硫黄島方面指示訓示綴 -

中太-小笠原-23 Ｓ１９．４～２０　独立速射砲第１０大隊発来翰綴 -

中太-小笠原-24 Ｓ１９．９　小笠原兵団硫黄島戦闘計画 -

中太-小笠原-25 Ｓ　小笠原硫黄島日命会報綴 -

中太-小笠原-26 Ｓ２０．１　混成第２旅団砲兵第３中隊　陣中日誌 -

中太-小笠原-27 Ｓ１９．２．７～１９．６．３０　第７要塞山砲兵隊陣中日誌 -

中太-小笠原-28 Ｓ１９．７．１～１９．１２．３１　混成第２旅団砲兵第３中隊陣中日誌 -

中太-小笠原-29
Ｓ１９．２．６～１９．１２．３１　第６５要塞歩兵隊独歩第３０９大隊
第４中隊陣中日誌

-

中太-小笠原-30
Ｓ１９．２．６～１９．１２．２０　第６５要塞歩兵隊独歩第３０９大隊
第４中隊陣中日誌

-

中太-小笠原-31
Ｓ１９．２．２３～１９．４．１５　第５７要塞歩兵隊第３中隊陣中日誌
（硫黄島）

-

中太-小笠原-32 Ｓ１９．２．６～１９．２．２９　第６５要塞歩兵隊陣中日誌 -

中太-小笠原-33 Ｓ１９．２．１～１９．６父島要塞大村守備隊陣中日誌 -

中太-小笠原-34 Ｓ１９．８．２５　独立歩兵第３１０大隊対空戦闘詳報 -

中太-小笠原-35
Ｓ１９．５．２７～１９．１２．１８　独立混成第５３旅団父島関係史料
独立混成第５３旅団

-

中太-小笠原-36 Ｓ１９．２．２５～１９．６．３０　第６１要塞歩兵隊第３中隊陣中日誌 -

中太-小笠原-37 Ｓ１９．２．２５～１９．６．３０　第６１要塞歩兵隊第３中隊陣中日誌 -

中太-小笠原-38 Ｓ　第６１要塞歩兵第３中隊編成表 -
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中太-小笠原-39 Ｓ１９．８～Ｓ１９．１０　独立歩兵第３１１大隊陣中日誌　（硫黄島） -

中太-小笠原-40 Ｓ１９．８～Ｓ１９．１０　独立歩兵第３１１大隊陣中日誌　（硫黄島） -

中太-小笠原-41 Ｓ１９．７．１～１９．１１．３０　独立歩兵第３１１大隊３中隊陣中日誌 -

中太-小笠原-42 Ｓ２０．１．１９　独混第３１旅団第１中隊命令会報 -

中太-小笠原-43
小笠原諸島硫黄島　三原千秋日記　昭和１９年７月２３日～１２月
７日

-

中太-小笠原-44 Ｓ１８．１１．８～１９．１２．２２　歩兵第１４５連隊発来翰綴　１４５ｉ -

中太-小笠原-45
Ｓ１８．１１．７～１９．１２．３０　歩兵第１４５連隊野砲大隊雑書綴
１４５ｉ

-

中太-小笠原-46
Ｓ１９．１１．１１～１９．１１．１２　歩兵第１４５連隊第３大隊戦闘詳
報　Ⅲ／１４５ｉ

-

中太-小笠原-47 Ｓ１９．７．３～２０．１．３１　独立混成第１７連隊第３大隊陣中日誌 -

中太-小笠原-48 Ｓ１９．７．１～１９．７．３１　中迫撃第２大隊第１中隊陣中日誌 -

中太-小笠原-49 Ｓ１９．６．１８～１９．６．３０　中迫撃第２大隊第１中隊陣中日誌 -

中太-小笠原-50 Ｓ１９．７．１～１９．１２．３１　中迫撃第２大隊第１中隊陣中日誌 -

中太-小笠原-51
Ｓ１９．７．２５～１９．１２．１８　独立速射砲第１０大隊第２小隊陣中
日誌

-

中太-小笠原-52 Ｓ１９．６．２２～１９．１２．３１　独立速射砲第１２大隊日報綴 -

中太-小笠原-53 Ｓ１９．６～１９．１２　独立速射砲第１２大隊陣中日誌 -

中太-小笠原-54 Ｓ１９．５．１９～２０．２．１５　特設第２１機関砲隊陣中日誌 -

中太-小笠原-55 Ｓ１９．７～１９．９　第２１機関砲隊戦闘詳報 -

中太-小笠原-56 Ｓ１９．１～１９．８．３１　特設第４３機関砲隊陣中日誌 -

中太-小笠原-57 Ｓ１９．８．１１～１９．８．３１　特設第４４機関砲隊陣中日誌 -

中太-小笠原-58 Ｓ１９．６．２３～Ｓ１９．１２．３１　瀧澤信治中尉日記 -

中太-小笠原-59 Ｓ　謄１８３２１部隊陣中日誌 -

中太-小笠原-60 Ｓ２０．１．３０　硫黄島警備隊雑件綴 -

中太-小笠原-61 Ｓ　硫黄島関係雑書 -

中太-小笠原-62 硫黄島生存者記録 -

中太-小笠原-63 硫黄島作戦について 第１０９師団

中太-小笠原-64 栗林忠道中将史料 栗林　忠道

中太-小笠原-65 栗林忠道中将史料 栗林　忠道

中太-小笠原-66 Ｓ　独立速射砲第８大隊命令会報綴 -

中太-小笠原-67 Ｓ　硫黄島生還者及遺族名簿 -

中太-小笠原-68 Ｓ　小笠原方面第１次史実調査記録 -

中太-小笠原-70 Ｓ１８．４．１９～Ｓ１９．１０　吉原秀雄　慶田実回想 -

中太-小笠原-72 Ｓ　小笠原群島並八丈島及属島兵要地誌　参謀本部 -

中太-小笠原-73 Ｓ　硫黄島協会々報第３号　硫黄島協会 -

中太-小笠原-75 Ｓ　中部太平洋戦史資料（硫黄島）　福重　博 -

中太-小笠原-76 Ｓ１９年　硫黄島１／１万地形図　参謀本部 -

中太-小笠原-77 中部太平洋戦史々料（硫黄島） -
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中太-小笠原-78 硫黄島の概要 海上自衛隊第４航空群

中太-小笠原-79 硫黄島の血戦 伊藤　正徳

中太-小笠原-80 再び硫黄島に渡る 砂田　久政

中太-小笠原-81 Ｓ１６．１２．１～Ｓ１６．１２．３１　父島要塞防空隊陣中日誌 父島要塞防空隊

中太-小笠原-82 硫黄島会報第５号 硫黄島協会

中太-小笠原-83 硫黄島関係写真 -

中太-小笠原-84 大正１４年４月　硫黄島概況 雨宮　翠斉

中太-小笠原-85 硫黄島壕要図 -

中太-小笠原-86 硫黄島作戦主要戦況経過表 -

中太-小笠原-87 硫黄島南鳥島 海上自衛隊第４航空群

中太-小笠原-88 「バロン西」硫黄島の玉砕 週刊朝日抜粋　週刊朝日

中太-小笠原-89 米国による硫黄島陣地調査要図 -

中太-小笠原-90 Ｓ１９．１０．１～Ｓ１９．１０．３１　伊藤小隊陣中日誌 伊藤小隊

中太-小笠原-91 夜明山高射砲隊戦闘実記号 夜明山

中太-小笠原-92
Ｓ１９．７．１～Ｓ１９．１２．３１　独立歩兵第３０９大隊第４中隊　陣
中日誌

-

中太-小笠原-93 Ｓ２０．２．１７　独立歩兵第３０９大隊機関銃隊　編成表 -

中太-小笠原-94 第６６要塞歩兵隊第２中隊　勤務人員差出区分表綴 -

中太-小笠原-95 硫黄島に於ける日本軍の防衛 -

中太-小笠原-96 中部大平洋戦史資料　（小笠原） 戦史編さん官　福重博

中太-小笠原-97 兵器報告綴　昭和１９．６ 速射砲第１２大隊早内隊

中太-小笠原-98 兵器配当簿　昭和 -

中太-小笠原-99 硫黄島作戦記録　昭和２１．１ 岩野少佐

中太-小笠原-100 八丈島及小笠原父島紀行　大正１２．１２～１３．１ 板津　直純

中太-小笠原-101 硫黄島地下壕調査図　自昭和４３年８月～至昭和４４年８月調査 遺骨収集支援作業隊

中太-小笠原-102 死亡確認書（ＳＢ．第１０３号生死不明者）　昭和１９．１０ 独立速射砲第８大隊

中太-小笠原-103 小笠原方面の日本陸軍兵力　昭和２７．７ 引揚援護庁

中太-小笠原-104 第４１要塞歩兵隊第２中隊　陣中日誌　昭和１９．２～６月 -

中太-小笠原-105 硫黄島厚生省　遺骨収集関連資料（壕図）　昭和５５年～平成３年 -

中太-小笠原-106 福田昭の硫黄島現地　踏査史料等 -

中太-小笠原-106_2 別冊　硫黄島に現存する砲台．トーチカ等の写真集 -

中太-小笠原-107
硫黄島戦没者遺骨収集ダイジェスト　写真集６冊　（昭和６０年６月
以降）

-

中太-小笠原-107_2
硫黄島戦没者遺骨収集ダイジェスト　写真集全６冊　（昭和６０年６
月以降）

-

中太-小笠原-108 硫黄島空中写真測図要図　１万分１　昭和１９年測図 空中写真測地測量部

中太-小笠原-109 硫黄島慰霊戦跡　保全碑石道標　写真集－１ -

中太-小笠原-110 硫黄島慰霊戦跡　保全碑石道標　写真集　２ -

中太-小笠原-111
硫黄島慰霊戦跡　保全碑石道標一覧表　同ロケーション地図及び
写真集

-
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中太-小笠原-112 勤務伝達簿　昭和１９年９月２０日～１１月２７日
陸第９７０４部隊本部　中迫撃第
２大隊

中太-小笠原-113 患者名簿　昭和１９年７月～１２月３１日
第９７０４部隊秋隊　中迫撃第２
大隊

中太-小笠原-114 雑書類綴
第９７０４部隊秋隊　中迫撃第２
大隊第２中隊

中太-小笠原-115 情報綴　昭和１９年１０月１７日～２０年１月３０日
第９７０４部隊第２中隊　中迫撃
第２大隊第２中隊

中太-小笠原-116 昭和１９年度　送達簿　昭和１９年６月２３日～１２月２６日
第９７０４部隊第２中隊　中迫撃
第２大隊第２中隊

中太-小笠原-117 会報綴　昭和１９年８月１日～２０年２月１２日 中迫撃第２大隊第２中隊

中太-小笠原-118 日報綴　昭和１９年６月～１２月 中迫撃第２大隊第２中隊

中太-小笠原-119 供用．個人被服員数表　昭和１９年６月１９日～２０年２月３日
中迫撃第２大隊第２中隊　被服
係

中太-小笠原-120 命令綴　昭和１９年６月１９日～７月１７日
第９７０４部隊　秋隊　中迫撃第
２大隊

中太-小笠原-121 諸規定綴　昭和１９年７月１０日～１４日
第９７０４部隊　秋隊　中迫撃第
２大隊第２中隊

中太-小笠原-122 命令綴　第２１８丸輸送指令第１号　昭和１９年７月８日～９月２日
中迫撃第２大隊輸送指揮官　中
尾少佐

中太-小笠原-123 昭和１９年度　講評綴　昭和１９年１１月～１２月 混成第２旅団砲兵団

中太-小笠原-124 ９７式中迫撃砲教練の参考抜粋　昭和１９年８月７日
謄９７０４部隊　中迫撃第２大隊
第２中隊

中太-小笠原-125 訓令訓示綴　昭和１９年６月２２日～７月２５日
謄９７０４部隊　第２中隊　中迫
撃第２大隊第２中隊

中太-小笠原-126
中迫撃第２大隊第２中隊　陣中日誌（１）　昭和１９年６月１８日～６
月３０日

中迫撃第２大隊第２中隊

中太-小笠原-127
中迫撃第２大隊第２中隊　陣中日誌（２）　昭和１９年７月１日～７
月３１日

中迫撃第２大隊第２中隊

中太-小笠原-128
中迫撃第２大隊第２中隊　陣中日誌（３）　昭和１９年８月１日～９
月３０日　昭和１９年１１月１日～１１月３０日

中迫撃第２大隊第２中隊

中太-小笠原-129 給与通報綴　昭和１９年７月７日～１０月２９日 中迫撃第２大隊第２中隊

中太-小笠原-130 機秘密書類　昭和１９年７月１５日～１２月２日 中迫撃第２大隊輸送指揮官

中太-小笠原-131 学術科予定実施表　昭和１９年５月２２日～２０年２月１１日
第９７０４部隊　秋隊　中迫撃第
２大隊

中太-小笠原-132 命令別綴　昭和１９年７月２日～２０年１月１１日
第９７０４部隊　秋隊　中迫撃第
２大隊

中太-小笠原-133 作業状況報告控綴　昭和１９年７月２２日～１１月１５日 中迫撃第２大隊第２中隊

中太-小笠原-134 命令綴　昭和１９年８月６日～２０年２月１２日 中迫撃第２大隊第２中隊

中太-小笠原-135 作戦命令簿　昭和１９年６月２４日～２０年２月１０日
第９７０４部隊　秋隊　中迫撃第
２大隊

中太-小笠原-136
硫黄島地区駐屯部隊に於ける生鮮蔬菜の補給方法に就いて　昭
和１９年８月２０日

兵站総監部

中太-小笠原-137 陣中日誌資料　昭和２０年２月
第９７０４部隊　秋隊　中迫撃第
２大隊

中太-小笠原-138 昭和１９年度　教育書類綴 中迫撃第２大隊第２中隊

中太-小笠原-139 凡例集　昭和１７年５月５日
西部５１　井上隊　野砲第５６連
隊補充隊

中太-小笠原-140 昭和１９年度　参考書綴 中迫撃第２大隊第２中隊

中太-小笠原-141 栗林忠道陸軍大将　関係史料及写真 -

中太-小笠原-142 硫黄島に現存する野戦陣地跡一覧表　平成１１年２月　現在 福田　昭

中太-小笠原-143 硫黄島に現存する砲台．トーチカ等一覧表　平成１１年２月　現在 福田　昭

中太-小笠原-144 硫黄島から出土した兵器．装備品等一覧表　平成１１年２月　現在 福田　昭

中太-小笠原-145 陸亜普・陸普等綴　昭和１９年度 父島要塞司令部

中太-小笠原-146 昭和１９年7月　諸規定綴
小笠原兵団司令部（兵団長　栗
林忠道中将）

中太-小笠原-147 硫黄島独立歩兵第３１２大隊受閲計画等 独立歩兵第３１２大隊
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中太-小笠原-148 硫黄島作戦史補備資料その１硫黄島における各部隊戦闘概要 陸上自衛隊幹部学校

中太-小笠原-149 硫黄島における作戦実施(説明要目追補） 陸上自衛隊幹部学校

中太-写真-1 中部太平洋陸軍関係写真帳 戦史室　福重２佐収集

中太-写真-2 御鎮座祭記念写真帳　昭和１６年 南洋神社奉賛会

南東-全般-1 南東方面作戦記録　其の１　南海支隊の作戦 南海支隊　第１復員局

南東-全般-2 南東方面作戦記録　其の１　南海支隊の作戦 南海支隊　第１復員局

南東-全般-3 南東方面作戦記録　其の１　南海支隊の作戦 南海支隊　第１復員局

南東-全般-4 南東方面作戦記録　其の１　南海支隊の作戦 南海支隊　第１復員局

南東-全般-5 南東方面作戦記録　其の１　南海支隊の作戦 南海支隊　第１復員局

南東-全般-6 南東方面作戦記録　其の１　南海支隊の作戦（補遺） 南海支隊　第１復員局

南東-全般-7 南東方面作戦記録　其の１　南海支隊の作戦（補遺） 南海支隊　第１復員局

南東-全般-8 南東方面作戦記録　其の１　南海支隊の作戦（補遺） 南海支隊　第１復員局

南東-全般-9 南東方面作戦記録　其の１　南海支隊の作戦（補遺） 南海支隊　第１復員局

南東-全般-10 南東方面作戦記録　其の１　南海支隊の作戦（補遺） 南海支隊　第１復員局

南東-全般-11 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　第１巻 第１７軍　第１復員局

南東-全般-12 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　第１巻 第１７軍　第１復員局

南東-全般-13 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　第１巻 第１７軍　第１復員局

南東-全般-14 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　第１巻 第１７軍　第１復員局

南東-全般-15 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　第１巻 第１７軍　第１復員局

南東-全般-16 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　第２巻 第１７軍　第１復員局

南東-全般-17 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　第２巻 第１７軍　第１復員局

南東-全般-18 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　第２巻 第１７軍　第１復員局

南東-全般-19 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　第２巻 第１７軍　第１復員局

南東-全般-20 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　第２巻 第１７軍　第１復員局

南東-全般-21 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　第２巻 第１７軍　第１復員局

南東-全般-22_1 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　付図 第１７軍　第１復員局

南東-全般-22_2 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　付図 第１７軍　第１復員局

南東-全般-23 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　付図 第１７軍　第１復員局

南東-全般-25 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　付図 第１７軍　第１復員局

南東-全般-26 南東方面作戦記録　其の２　第１７軍の作戦　付図 第１７軍　第１復員局

南東-全般-29 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　第１巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-30 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第１巻　昭和２１．９ 第１復員局

南東-全般-31 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　第１巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-32
南東方面部隊の兵力及編制の資料　南東地区日本地上兵力量及
組織調査報告　昭１６（１９４１）～１９（１９４４）

第１８軍　第１復員局

南東-全般-33 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　第２巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-34 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第２巻 第１８軍　第１復員局
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南東-全般-35 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第２巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-35_2
南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第２巻　昭和２１．９調
製　昭和２４．４複製

第１復員局

南東-全般-36 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第２巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-37 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第２巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-38
深田隊　加藤隊　陣中日誌　通信誌　昭１８．１０．２～１８．１２．２
１

深田隊　加藤隊

南東-全般-39 第５４警備隊第３中隊　陣中日誌　昭１８．６．１～１８．８．３１ 第５４警備隊　第３中隊

南東-全般-40
戦訓報第１７号　未開「ジャングル」地帯に於ける自動車道新設の
為　踏査要領の参考

大本営陸軍部

南東-全般-41 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　第３巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-42 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第３巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-43 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第３巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-44 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第３巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-45 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第３巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-45_2 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第３巻　昭和２１．９ 第１復員局

南東-全般-46 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第４巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-47 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第４巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-48 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第４巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-49 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第４巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-50 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第４巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-50_2 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第４巻　昭和２１．１０ 第１復員局

南東-全般-51 南東方面「ジャングル」戦の参考　昭１９．１ 剛部隊本部　歩校研究部複写

南東-全般-52
ロウレンガウ．サラメ　第４揚二「ロ」作命綴　陣中日誌　（森隊）
昭１８．１０．１２

森隊

南東-全般-53 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　第５巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-54 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　第５巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-55 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　第５巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-56 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　第５巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-57 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　第５巻 第１８軍　第１復員局

南東-全般-57_2 南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　第５巻　昭和２１．１０ 第１復員局

南東-全般-58 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　別表付録 第１８軍　第１復員局

南東-全般-59 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　別表付録 第１８軍　第１復員局

南東-全般-60 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　別表付録 第１８軍　第１復員局

南東-全般-61 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　別表付録 第１８軍　第１復員局

南東-全般-62
南東方面作戦記録　其３　第１８軍の作戦　別表付録　昭和２１．１
０調製

第１復員局

南東-全般-64 南東方面作戦記録　其の３　第１８軍の作戦　付図 第１８軍　第１復員局

南東-全般-67_3 南東方面作戦記録　第１８軍の作戦　其の３　付図 -

南東-全般-68 南東方面作戦記録　其の４　第８方面軍作戦 第８方面軍　第１復員局

南東-全般-69 南東方面作戦記録　其の４　第８方面軍の作戦 第８方面軍　第１復員局
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南東-全般-70 南東方面作戦記録　其の４　第８方面軍の作戦 第８方面軍　第１復員局

南東-全般-71 南東方面作戦記録　其の４　第８方面軍の作戦 第８方面軍　第１復員局

南東-全般-72 南東方面作戦記録　其の４　第８方面軍の作戦　補遺 第８方面軍　第１復員局

南東-全般-73 南東方面作戦記録　其の４　第８方面軍の作戦　補遺 第８方面軍　第１復員局

南東-全般-74 南東方面作戦記録　其の４　第８方面軍の作戦　補遺 第８方面軍　第１復員局

南東-全般-75 南東方面作戦記録　其の４　第８方面軍の作戦　補遺 第８方面軍　第１復員局

南東-全般-76 南東方面作戦記録　其の４　第８方面軍の作戦　補遺 第８方面軍　第１復員局

南東-全般-77 南東方面作戦記録　其の４　第８方面軍の作戦　補遺 第８方面軍　第１復員局

南東-全般-78 南東方面作戦記録　其の４　第８方面軍の作戦　補遺 第８方面軍　第１復員局

南東-全般-79 南東方面作戦記録　其の４　第８方面軍の作戦 第８方面軍　第１復員局

南東-全般-80 南東方面作戦経過及部隊　一覧表 第８方面軍　残務整理部

南東-全般-80_2 南東方面作戦経過及部隊一覧表 第８方面軍残務整理部

南東-全般-81
南東方面作戦記録　其の４付録第１　西部ニューブリテン島第１７
師団の作戦

第１７師団司令部

南東-全般-82
南東方面作戦記録　其の４付録第１　西部ニューブリテン島第１７
師団の作戦

第１７師団司令部

南東-全般-83
南東方面作戦記録　其の４付録第１　西部ニューブリテン島第１７
師団の作戦

第１７師団司令部

南東-全般-84
南東方面作戦記録　其の４付録第１　西部ニューブリテン島第１７
師団の作戦

第１７師団司令部

南東-全般-85
南東方面作戦記録　其の４付録第１　西部ニューブリテン島第１７
師団の作戦

第１７師団司令部

南東-全般-86
南東方面作戦記録　其の４付録第１　西部ニューブリテン島第１７
師団の作戦

第１７師団司令部

南東-全般-87 南東太平洋方面作戦経過の概要 第１復員局

南東-全般-88 南東太平洋方面作戦経過の概要 第１復員局

南東-全般-89 南太平洋作戦資料 田島少佐

南東-全般-90 南太平洋方面作戦経過の概要 参謀本部　猪野少佐講話案

南東-全般-91 南太平洋作戦目次案の大綱　大東亜戦史第７巻 参謀本部　本邦戦史編纂部

南東-全般-92 南太平洋作戦　第１編　第２編　第３編　大東亜戦史第７巻 参謀本部

南東-全般-93 南太平洋作戦　第４編　その１ 参謀本部

南東-全般-94 南太平洋作戦　第４編　その２ 参謀本部

南東-全般-95 南太平洋作戦　第５編　昭１８．１２～１９．１０ 参謀本部

南東-全般-96 南太平洋作戦　第６編 参謀本部

南東-全般-97 南太平洋作戦　第７編　（第１．２．３章） 参謀本部

南東-全般-98 南太平洋作戦　第７編　（第４章） 参謀本部

南東-全般-99 南太平洋作戦　第７編　（第５章） 参謀本部

南東-全般-100 南太平洋作戦　第８編 参謀本部

南東-全般-101 「ガ」島作戦関係資料　昭１８．９　現在 参謀本部

南東-全般-102 大東亜戦争　南太平洋方面に於ける戦闘　昭１９ 陸軍大学校

南東-全般-103 南東方面戦史参考資料 川口支隊

南東-全般-104 第８方面軍作命綴　昭１７．１２．１０～１８．４．２３ 第８方面軍
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南東-全般-105 第８方面軍情報記録　其の１　昭１８ 第８方面軍

南東-全般-106 第８方面軍情報記録　其の２　昭１８ 第８方面軍

南東-全般-107 第８方面軍戦史資料　其の３　（命令電報綴其の１）　昭１８ 第８方面軍

南東-全般-108 第８方面軍戦史資料　其の４　（命令電報綴其の２） 第８方面軍

南東-全般-109 第８方面軍戦史資料 第８方面軍

南東-全般-110 第８方面軍戦史資料 第８方面軍

南東-全般-111 第８方面軍戦史資料 第８方面軍　復員局資料整理部

南東-全般-112 第８方面軍戦史資料 第８方面軍　復員局資料整理部

南東-全般-113 第８方面軍戦史資料　其の２　（計画綴其の２） 第８方面軍　谷川少将所有

南東-全般-114 第８方面軍戦史資料　其の１　（計画綴其の１） 第８方面軍　谷川少将所有

南東-全般-115 第８方面軍戦史資料 第８方面軍

南東-全般-116 第８方面軍戦史資料 第８方面軍

南東-全般-117 状況報告 第１８軍司令部

南東-全般-118 第４船舶輸送隊史実資料報告 第４船舶輸送隊　第１復員局

南東-全般-119 ニューギニア方面部隊史実資料綴　（第１８軍関係）　其の１ 第１８軍司令部

南東-全般-120 ニューギニア方面部隊史実資料綴　（第１８軍関係）　其の２ 第１８軍　第１復員局

南東-全般-121 ニューギニア方面部隊史実資料綴　（第１８軍関係）　其の３ 第１８軍　第１復員局

南東-全般-122 ニューギニア方面部隊史実資料綴　（第１８軍関係）　其の４ 第１８軍　第１復員局

南東-全般-123 ニューギニア方面部隊史実資料綴　（第１８軍関係）　其の５ 第１８軍　第１復員局

南東-全般-124
ニューギニア方面部隊史実資料綴　（ソロモン）　（第１７．第１８軍
関係他）

第１７軍　第１８軍

南東-全般-124_2
ニューブリテン．アイルランド島方面部隊　史実資料綴　（第８方面
軍関係）

第８方面軍

南東-全般-125
ニューギニア．ソロモン方面部隊　史実資料綴　其の１　（第１７軍
関係）

第１７軍

南東-全般-126
ニューギニア．ソロモン方面部隊　史実資料綴　其の２　（第１７軍
関係）

第１７軍

南東-全般-127 ニューギニア．ソロモン方面部隊　史実資料綴　（第１７軍関係） 第１７軍

南東-全般-128
ニューギニア．ソロモン方面部隊　史実資料綴　（第１８軍隷下全
部隊行動概況表）　３分冊の１

第１復員局

南東-全般-129 ニューギニア．ソロモン方面部隊史実資料綴　３分冊の２ 第１復員局

南東-全般-130 ニューギニア．ソロモン方面部隊　史実資料綴　３分冊の３の１ 第１復員局

南東-全般-131 ニューギニア．ソロモン方面部隊　史実資料綴　３分冊の３の２ 第１復員局

南東-全般-132 ニューギニア．ソロモン方面部隊　史実資料 第１復員局

南東-全般-133 史実調査参考資料報告綴　南東方面抜粋 第１復員局

南東-全般-134 南東方面部隊の兵力及編制資料（１）　（第８方面軍） 第８方面軍

南東-全般-135 南東方面部隊の兵力及編制資料（２）　（第８方面軍） 第１７軍

南東-全般-136 南東方面部隊の兵力及編制資料（３）　（第８方面軍） 第１８軍

南東-全般-137
ブーゲンビル島（付属小島嶼を含む）に於ける戦没者の遺体遺骨
等の状況について

復員局留守業務部

南東-全般-138
ブーゲンビル島（付属小島嶼を含む）に於ける戦没者の遺体遺骨
等の状況について

復員局留守業務部

南東-全般-139
ブーゲンビル島（付属小島嶼を含む）に於ける戦没者の遺体遺骨
等の状況について

復員局留守業務部



令和５年１月１２日

南東-全般-140
ブーゲンビル島（付属小島嶼を含む）に於ける戦没者の遺体遺骨
等の状況について

復員局留守業務部

南東-全般-141
ブーゲンビル島（付属小島嶼を含む）に於ける戦没者の遺体遺骨
等の状況について

復員局留守業務部

南東-全般-142 ガダルカナル島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-143 ガダルカナル島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-144 ガダルカナル島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-145 ガダルカナル島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-148 中部ソロモン諸島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 厚生省引揚援護局

南東-全般-149 中部ソロモン諸島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 厚生省引揚援護局

南東-全般-150 中部ソロモン諸島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 厚生省引揚援護局

南東-全般-151 中部ソロモン諸島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 厚生省引揚援護局

南東-全般-152 ニューブリテン島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-153 ニューブリテン島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-154 ニューブリテン島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-155 ニューブリテン島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-156 ニューブリテン島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-157 アドミラルテイ諸島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-158 アドミラルテイ諸島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-159 アドミラルテイ諸島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-160 アドミラルテイ諸島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-161 アドミラルテイ諸島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 復員局留守業務部

南東-全般-162 中部ソロモン諸島に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況について 厚生省引揚援護局

南東-全般-163
東部ニューギニア方面に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況につ
いて

復員局留守業務部

南東-全般-164_1
東部ニューギニア方面に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況につ
いて

復員局留守業務部

南東-全般-164_2
東部ニューギニア方面に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況につ
いて

復員局留守業務部

南東-全般-165
東部ニューギニア方面に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況につ
いて

復員局留守業務部

南東-全般-166
東部ニューギニア方面に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況につ
いて

復員局留守業務部

南東-全般-167_1
東部ニューギニア方面に於ける戦没者の遺体遺骨等の状況につ
いて

復員局留守業務部

南東-全般-167_2 死亡者．生死不明者連名簿 第２０師団　歩兵第７８連隊

南東-全般-168 南海支隊司令部　豊福少佐講話 南海支隊　豊福少佐

南東-全般-169 歩兵第１４４連隊第８中隊　陣中日誌　昭１８．７．１～１８．７．３１ 歩兵第１４４連隊　第８中隊

南東-全般-170 南海支隊の作戦　開戦より昭１８．１ 南海支隊

南東-全般-171 南海支隊の作戦概要 南海支隊

南東-全般-172 歩兵第１４４連隊第８中隊　陣中日誌（イオウ．ギャップ．ココダ） 第１４４連隊　第８中隊

南東-全般-173
南海支隊輜重隊　陣中日誌（ラバウル出発よりバザブァー間）　昭
１７．７．１～１７．８．７

歩兵第１４４連隊　崎川隊

南東-全般-174
南海支隊歩兵第１４４連隊第３大隊　戦闘詳報　（ニューギニア戦
第１次．第２次）

歩兵第１４４連隊　第３大隊

南東-全般-175
南東方面歩兵第４１連隊第３大隊　戦闘詳報資料　昭１７．１２中
下旬

歩兵第４１連隊　第３大隊
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南東-全般-176 南東方面作戦資料覚　陳述要旨綴 -

南東-全般-177 南東方面資料　田中新一作戦部長日記　抜粋 田中　新一

南東-全般-178 南東方面作戦資料　陳述要旨（陸軍少将二見秋三郎外） 戦史室

南東-全般-179 ラバウル方面作戦回想録 今村　均

南東-全般-180
第８方面軍参謀副長　佐藤傑少将のラバウル日記　昭１８．１．１
～１８．８．５

佐藤　傑

南東-全般-181 第１７軍参謀．陸軍少佐　田熊利三郎のソロモン方面　従軍日誌 田熊　利三郎

南東-全般-185 （ラボール回想）　暗号は盗まれていた　（山本元帥戦死秘録） 小山　公利

南東-全般-186 太平洋戦争における陸軍作戦 杉田一次講述

南東-全般-187 ガ島作戦関係者体験談　南方作戦関係講話（説明）　綴 -

南東-全般-188 南東太平洋方面作戦資料　（雑） -

南東-全般-189 ガ島南海支隊　第２師団要図 南方班未歸還調査部　第５課

南東-全般-190 第２部第２章　「パプア」方面の作戦（第２次案） 大前　敏一

南東-全般-192_1 ボーゲンビル島作戦経過要図　ブナ支隊態勢、飛行場配置要図 -

南東-全般-192_2 加藤?平陸軍中将陳述要旨 加藤　?平

南東-全般-194 マーカス岬付近の戦闘に関する戸伏大隊長の回想
元歩兵第１４１連隊　第１大隊長
陸軍少佐　戸伏長之

南東-全般-195_1
南東方面ニューブリテン島戦史資料　１／２　１．日誌（英訳）捜索
第５１連隊陣中日誌資料　（昭１９．１．１～３．２９）　２．小森少佐
日誌（英訳）第１７師団歩兵第８１連隊　小隊長　（昭１８．１０．１６

-

南東-全般-195_2
南東ニューブリテン島戦史資料　２／２　捜索第５１連隊陣中日誌
資料　昭１９．１．１～１９．３．２９

-

南東-全般-196 西部ニューブリテン島に於ける松田支隊の作戦 松田支隊

南東-全般-197
ニューブリテン島に於ける濠諜報員　マーフィ大尉取調書　昭１８．
１１．１７

第６野戦憲兵隊調製　松田支隊
参謀部複製

南東-全般-198 アドミラルテイ諸島における独立混成第１連隊第２大隊の戦記
独立混成第１連隊第２大隊　第
５中隊陸軍中尉　高浜正己

南東-全般-200 東南方面艦隊戦闘詳報（写）　昭１８．１２．１ -

南東-全般-201
独立野戦重砲兵第５大隊臨時編成　第３中隊　陣中日誌　昭１８．
９．１３～１８．９．３０

独立野戦重砲兵　第５大隊

南東-全般-202
独立野戦重砲兵第５大隊臨時編成　第３中隊　陣中日誌　昭１８．
１０．１～１８．１０．３０

独立野戦重砲兵　第５大隊

南東-全般-203 参考綴（上船）沖集団　昭１７．９ 沖集団

南東-全般-204
野戦高射砲第５０大隊第３中隊　陣中日誌　昭１７．１２．１～１７．
１２．３１

野戦高射砲　第５０大隊第３中
隊

南東-全般-205 野戦機関砲第１５中隊　陣中日誌　昭１８．２．１～１８．５．２３ 野戦機関砲　第１５中隊

南東-全般-207 須藤隊　戦闘詳報　昭１８．９．２３～１８．１０．１５ 須藤隊

南東-全般-208 臨時迫撃砲第２小隊　陣中日誌 臨時迫撃砲　第２小隊

南東-全般-209
独立工兵第３０連隊第１中隊　陣中日誌　昭１８．５．１～１８．５．３
１

独立工兵第３０連隊　第１中隊

南東-全般-210
独立工兵第３０連隊第１中隊　陣中日誌　昭１８．５．１～１８．５．３
１

独立工兵第３０連隊　第１中隊

南東-全般-211
ツルヴ支隊命令　第４７号　（ニューブリテン島）　昭１８．４．１８～
１８．８．２６

ツルヴ支隊

南東-全般-212
船舶工兵第２中隊「ブッシング」駐泊隊　陣中日誌　昭１８．１１．１
～１８．１１．３０

船舶工兵第２中隊

南東-全般-213 第４船舶団司令部　陣中日誌（戦闘詳報合冊）　昭１８．７ 第４船舶団司令部

南東-全般-214
船舶工兵第１大隊第２中隊　陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．１０．
３１

船舶工兵第１大隊　第２中隊

南東-全般-215 第４揚陸隊　ロレンガウ派遣隊　作命綴 第４揚陸隊

南東-全般-216 独立自動車第３０２中隊　陣中日誌　昭１８．９．１～９．３０ 独立自動車　第３０２中隊
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南東-全般-217
特設陸上勤務第５中隊残留隊　陣中日誌　昭１８．９．２８～１８．１
０．３１

特設陸上勤務第５中隊　残留隊

南東-全般-218 船舶工兵第１連隊　陣中日誌　昭１８．１０．２０以降～１８．１１．２ 船舶工兵第１連隊

南東-全般-219 船舶工兵第８連隊　当用日記　昭１８．１．１～１．３１ 八木軍医

南東-全般-220 船艇挺進隊命令綴 独立混成第２１旅団工兵隊

南東-全般-221 第１小隊通信隊関係　陣中日誌　昭１８．５．２以降 第１小隊通信隊

南東-全般-222
第１５野戦防空隊司令部関係　衛生業務要報等綴　其の１　昭１
７．１２～１８．５

第１５野戦　防空隊司令部

南東-全般-223
第１５野戦防空隊司令部関係　戦闘詳報　昭１８．３．２５～１８．
３．３０

第１５野戦防空隊司令部

南東-全般-224
第１５野戦防空隊司令部関係　衛生業務要報等綴　其の２　昭１
７．１１～昭１８．５

第１５野戦防空隊司令部

南東-全般-225
第１５野戦防空隊司令部関係　衛生業務要報等綴　其の３　昭１
８．１～１８．５

第１５野戦防空隊

南東-全般-226
第１５野戦防空隊司令部関係　衛生業務要報等綴　其の４　昭１
７．１２～１８．５

第１５野戦防空隊

南東-全般-227
第１５野戦防空隊司令部関係　衛生業務要報等綴　其の５　昭１
７．１２～１８．５

第１５野戦防空隊

南東-全般-228 戦闘業務詳報　昭１９．４．２７ 船舶衛生隊　南海派遣隊本部

南東-全般-229 陣中日誌　昭１９．１
第８方面軍「マラリア」工作隊
第１８軍支部第２班

南東-全般-230 陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ 第８方面軍刑務所

南東-全般-233 陣中日誌　昭１８．６．１～１８．７．２５ カリア兵站出張所

南東-全般-234 陣中日誌　控　昭１８．９．１４～１８．１２．７ ナタモ兵站支部

南東-全般-235 陣中日誌　第２０号　昭１８．３．１～１８．９．３０ 第６４兵站警備隊　第４中隊

南東-全般-236 陣中日誌　昭１８．４．１～１８．４．３０ 第６４兵站警備隊　第４中隊

南東-全般-237 陣中日誌　昭１８．１０～１９．４ 第２船舶団司令部

南東-全般-238 陣中日誌　昭１８．３．１～１８．３．３１ 第３海上輸送監視隊

南東-全般-240 陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ 歩兵第５４連隊　第１大隊

南東-全般-241
巡洋艦「木曽」艦上の戦闘　ニューアイルランド島イースト岬東南
６０海里海上　昭１８．１０．２１

第１７師団歩兵第５４連隊　第２
大隊

南東-全般-242 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 歩兵第５４連隊　第１中隊

南東-全般-243 陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ 歩兵第５４連隊第３中隊

南東-全般-244 迫撃砲隊作命綴　昭１８ 第１７師団第２１大隊

南東-全般-245 陣中日誌　昭１８．９．１～１８．１０．３１
歩兵２２８連隊　第２大隊第５中
隊

南東-全般-246 命令綴 歩兵２２９連隊　第２大隊

南東-全般-247 日々命令録　独立野戦高射砲第３１中隊　昭１８ 剛第３７８５部隊

南東-全般-248
陣中日誌（ニューギニア）　第６５旅団司令部参謀部　昭１８．１．１
～１８．２．２８

第６５旅団

南東-全般-249 陣中日誌　第６５旅団兵器部　昭和１８．１ 第６５旅団

南東-全般-250 陣中日誌　第６５旅団司令部　軍医部　昭１８．２．１～１８．２．２８ 第６５旅団

南東-全般-251 陣中日誌　昭１８．１日～３月３１日 歩兵１４１連隊

南東-全般-252 陣中日誌　昭１８．２．１～１８．２．２８ 歩兵第１４１連隊　第１大隊

南東-全般-253 陣中日誌　昭１８．２．１～１８．１１．３０ 歩兵第１４１連隊　第１中隊

南東-全般-254 陣中日誌　昭１８．２．１～２．２８
第８方面軍第６５旅団　歩兵第１
４１連隊第１中隊

南東-全般-256 臨独日々命令綴　昭１８．１．８～１８．１．１８ 山砲兵第３８連隊
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南東-全般-257 陣中日誌　昭１８．５．２４～１８．５．３１
歩兵第２２８連隊第２大隊　第５
中隊

南東-全般-258 陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１．３１
第８方面軍第６５旅団隷下　歩
兵第１４１連隊第５中隊

南東-全般-259 陣中日誌　昭１８．２
第６５旅団第１４１連隊　ラクネ
守備部隊

南東-全般-260 陣中日誌　昭１８．３
第６５旅団第１４１連隊　夏第９８
５３部隊

南東-全般-261 陣中日誌　昭１８．３．１～１８．３．７
ラクネ第９８５３部隊　第６５旅団
第１４１連隊

南東-全般-262 陣中日誌　昭１８．１ 歩兵第１４１連隊　連隊砲小隊

南東-全般-263 業務簿（南東ビルマ関係）　昭１８．１２．１
第６５独立歩兵団内　歩兵第１４
１連隊　所属部隊

南東-全般-264 陣中日誌　昭１７．１１．１～１７．１１．３０ 第６５旅団工兵隊

南東-全般-265 陣中日誌　昭１８．４．１～１８．４．３０ 第６５旅団工兵隊

南東-全般-266 陣中日誌　昭１７．１２．１～１８．４．２５ 第６５旅団工兵隊

南東-全般-267 陣中日誌　昭１７．１２．１２～１８．１．３１
歩兵第１４１連隊配属　防疫給
水班

南東-全般-268 陣中日誌　在ウナリヤ（ラバウル近傍）　昭１８．１．１～１８．１．３１ 第６５旅団野戦病院

南東-全般-269 第１７軍命令綴　昭１７．１０．８ 歩兵第２３０連隊

南東-全般-270
陣中日誌　宇品．高雄．マニラ．ラバウル　昭１６．１０．１１～１７．
７月～１２月

第１船舶工作廠

南東-全般-271
大東亜戦争（南東）　南東方面作戦経過及部隊一覧表　昭２２．
５．１

第８方面軍　残務整理部

南東-全般-272 大東亜戦争（南東）　南東方面作戦経過及部隊一覧表 第８方面軍　戦史室書架用

南東-全般-274 南東太平洋方面作戦記録その２　第１７軍の作戦巻１　Ｓ２０．８ 第１復員局

南東-全般-275 南東太平洋方面作戦記録その２　第１７軍の作戦巻２　Ｓ２０．８ 第１復員局

南東-全般-276 南東太平洋方面作戦記録その３　第１８軍の作戦巻１ 第１復員局

南東-全般-277 南東太平洋方面作戦記録その３　第１８軍の作戦巻３ 第１復員局

南東-全般-278 南東太平洋方面作戦記録その３　第１８軍の作戦巻４ 第１復員局

南東-全般-279
南東太平洋方面作戦記録その３　第１８軍の作戦第４巻　昭２１．
１０

１復

南東-全般-280
南東太平洋方面作戦記録その３　第１８軍の作戦第５巻　昭２０．
８

第１復員局

南東-全般-281
南東太平洋方面作戦記録その３　第１８軍の作戦付表　付録　Ｓ２
０．８

第１復員局

南東-全般-282 第８方面軍作戦記録（原稿）　Ｓ２０．８ 第８方面軍　第１復員局

南東-全般-283 第８方面軍復員史資料　（ラバウル地区を主とす） 元陸軍大佐　高橋鶴夫

南東-全般-284 南東太平洋方面作戦記録その４　第８方面軍の作戦　Ｓ２０．８ 第８方面軍　第１復員局

南東-全般-285 南東太平洋方面作戦記録その１　南海支隊の作戦　Ｓ２０．８ 南海支隊　第１復員局

南東-全般-286 南東太平洋方面作戦記録その４　南海支隊の作戦　Ｓ２０．８ 南海支隊　第１復員局

南東-全般-287 南東太平洋方面作戦記録その１　南海支隊の作戦　Ｓ２０．８ 南海支隊　第１復員局

南東-全般-288 南東方面作戦の一般経過　自Ｓ１８．１０～至Ｓ１９．２ -

南東-全般-289 南東方面作戦の一般経過　自Ｓ１７．５～至Ｓ１８．２ -

南東-全般-290 ニューギニア島に印した私の足跡 浅野偵察隊　石崎宗雄

南東-全般-291 南東太平洋方面作戦記録その１　第１７軍の作戦付図　Ｓ２１．９ 第１復員局

南東-全般-291_2
南東太平洋方面作戦記録　其２　第１７軍の作戦付図　昭和２１年
９月

第１復員局

南東-全般-292
南太平洋方面作戦の経験に基く教訓の一部　自Ｓ１７．５～至１
８．３

大本営陸軍部
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南東-全般-293 南東方面作戦一般経過 -

南東-全般-294 田熊利三郎少佐日記　昭１８．１．１～１８．５．２３ 第１７軍参謀　田熊利三郎

南東-全般-295 陣中日誌　昭１７．１２ 歩兵第１０２連隊　第１１中隊

南東-全般-296
大東亜戦争（南東方面）　第６師団第１次タロキナ作戦　昭和１８．
１１．１～１１．１１

歩兵第２３連隊長　浜之上大佐

南東-全般-297 南東太平洋方面作戦記録　南海支隊の作戦 第１復員局

南東-全般-298 南東方面作戦記録　その３　第１８軍の作戦　昭２０．８ 第１復員局

南東-全般-299 第３部第２章　抗戦を繰返しつつ西部「ニューギニヤ」へ　第２案 -

南東-全般-300 「ガ」島戦の経験（主として砲兵的見地）に基く教訓　昭１８．２．１０ 野戦重砲兵第４連隊

南東-全般-301
南東方面　日本人戦没者　遺骨送還追悼報告書　昭３０．１．１２
～３．１９

日本政府派遣団

南東-全般-302 第８方面軍司令官　今村均大将訓示　昭和１８．１１．９ -

南東-全般-303 南東方面作戦記録　其３　第１８軍作戦史要図 -

南東-全般-304
南東方面地上部隊の兵力及び編制に関する資料　昭和１６～１９
年

第２復員局

南東-全般-305
南東方面地上部隊の兵力及び編制に関する資料　昭和１６～１９
年

第２復員局

南東-全般-306 第８方面軍戦史資料　昭和２８～１２ 復員局資料整理部

南東-全般-307 南東太平洋方面作戦経過の概要　昭和２９．１２ 厚生省引揚援護局

南東-全般-308 南東方面日本軍部隊指揮官名 -

南東-全般-309 南東地区に前進を命ぜられた全部隊　昭和１６．１２～１９．１０ -

南東-全般-310 南東方面戦史資料（原稿）　昭和１７～１９年 -

南東-全般-311_2 南東方面作戦経過及部隊一覧表　昭和１７．７～１９．１２ -

南東-全般-312 南東太平洋方面作戦経過の梗概　昭和１７～２０年 -

南東-全般-313 南東方面に於ける地上部隊の特攻作戦　昭和１９．７ 猛部隊長　安達二十三

南東-全般-314 南東方面作戦記録　其の３　昭和１９年 第１８軍の作戦要図

南東-全般-315
俘虜情報等より得たる南東方面に於ける敵の化学戦に関する観
察の一端　昭和１９年

大本営　陸軍部備部隊参謀複
写

南東-全般-316 戦（傷病）死者に関する実状調　昭和１８．３ 第３機関銃中隊

南東-全般-317
ＦＳ作戦に於ける１７Ａの兵力区分編制装備　指揮官及人員一覧
表　昭和２５．３

-

南東-全般-318
昭和１６～１９年南東地区日本地上兵力の兵力量及組織調査報
告　昭和２５．７

復員局

南東-全般-320
昭和１６～１９年南東地区日本地上兵力の兵力量及組織調査報
告　昭和２５．７

復員局

南東-全般-321 南東方面作戦記録（其の３）　第１８軍の作戦第３巻 第１復員局

南東-全般-322
昭和１８年１１月９日　ラバウルに於ける第８方面軍司令官　今村
均大将訓示

-

南東-全般-323 衣糧品被害報告（通報）　提出に就て -

南東-全般-324
南海支隊　将校職員表　編成表　南海支援残留部隊　昭和１６
年．１７年

-

南東-ソロモンビスマルク-1 大東亜戦争　第１７軍のあしあと 元第１７軍　神田正種

南東-ソロモンビスマルク-2 第１７軍戦史資料 第１７軍　復員局資料整理課

南東-ソロモンビスマルク-3 第１７軍戦史資料 第１７軍　復員局資料整理課

南東-ソロモンビスマルク-4 第１７軍戦史資料 第１７軍　復員局資料整理課

南東-ソロモンビスマルク-5 第１７軍戦史資料 第１７軍　復員局資料整理課
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南東-ソロモンビスマルク-6 第１７軍戦史資料 第１７軍　復員局資料整理課

南東-ソロモンビスマルク-7 第１７軍戦史資料 第１７軍　復員局資料整理課

南東-ソロモンビスマルク-9 ガ島作戦秘録（ザンガイ録） 元陸軍中将　宮崎周一

南東-ソロモンビスマルク-10 ガ島における第１７軍の作戦 元陸軍少将　小沼治夫

南東-ソロモンビスマルク-11 ガ島参戦記録 元陸軍中将　住吉正

南東-ソロモンビスマルク-12_1 なみはな－火砲と共に－　１／２ 第１７師団野砲兵　第２３連隊

南東-ソロモンビスマルク-12_2 なみはな－火砲と共に－　２／２ 第１７師団野砲兵　第２３連隊

南東-ソロモンビスマルク-13
ガダルカナル島に於ける川口支隊の作戦　昭１６．１２．６～１７．１
０．５

歩兵第３５旅団長　川口支隊長
川口清建

南東-ソロモンビスマルク-14
第１７軍のあしあと　ガダルカナル島．中部ソロモン諸島．ブーゲン
ビル島に於ける作戦等

第１７軍

南東-ソロモンビスマルク-15 ガ島撤収作戦について 瀬島　竜三

南東-ソロモンビスマルク-16 工兵第２連隊長　高橋卓三大佐戦陣備忘録 高橋　卓三

南東-ソロモンビスマルク-17 南東方面作戦資料　ガダルカナル作戦重要書類綴 戦史室

南東-ソロモンビスマルク-18 「ガダルカナル島」戦況要図 -

南東-ソロモンビスマルク-19
ソロモン戦戦闘詳報　軍主力「ガ」島攻撃時期　昭１７．１０．３～１
７．１１．５

独立山砲兵　第２０大隊

南東-ソロモンビスマルク-20
軍主力の持久及ガ島撤収作戦　戦闘詳報　昭１７．１１．６～１８．
２．８

独立山砲兵第２０大隊

南東-ソロモンビスマルク-21 ソロモン戦の教訓　戦闘詳報付録別冊 独立山砲兵　第２０大隊

南東-ソロモンビスマルク-22 ガ島作戦戦闘詳報 野砲兵第２連隊

南東-ソロモンビスマルク-23 野砲兵第２連隊戦闘詳報 野砲兵第２連隊

南東-ソロモンビスマルク-25 ガ島作戦戦闘詳報　（一部分） 第３８師団

南東-ソロモンビスマルク-26 ソロモン「ガ」島に於ける給養補給の教訓　昭１８．３ 第２師団経理部

南東-ソロモンビスマルク-27 ガダルカナル島作戦の経験に基く衛生勤務の参考　昭１８．１０ 小田倉大佐口述

南東-ソロモンビスマルク-28 南東方面戦史資料　ガ島作戦に於ける美談 戦史室

南東-ソロモンビスマルク-29 ソロモン方面　戦闘（行動）経過要図 第２師団　第３５旅団

南東-ソロモンビスマルク-30 ラバウルにおける食糧の現地自活はいかに行なわれたか　１／２
第８方面軍経理部長　陸軍主計
中将　森田親三

南東-ソロモンビスマルク-31 ラバウルにおける食糧の現地自活はいかに行なわれたか　２／２
第８方面軍経理部長　陸軍主計
中将　森田親三

南東-ソロモンビスマルク-33 ガ島後衛戦闘回想録 陸軍少将　矢野桂二

南東-ソロモンビスマルク-34 ソロモン群島防衛第２期戦　機密作戦日誌　昭１８．６ 南東支隊司令部

南東-ソロモンビスマルク-35 ソロモン群島防衛第２期戦　機密作戦日誌　昭１８．６ 南東支隊司令部

南東-ソロモンビスマルク-36 歌集　ブーゲンビル島 -

南東-ソロモンビスマルク-37 中部ソロモン作戦回想記 -

南東-ソロモンビスマルク-38 ムンダ．コロンバンガラ方面戦況　昭１８．６～１８．１０ 南東支隊参謀　神谷中佐

南東-ソロモンビスマルク-39 コロンバンガラ島　撤退戦史 芳村正義中将

南東-ソロモンビスマルク-40 ブーゲンビル島の作戦 第１７軍　残務整理部

南東-ソロモンビスマルク-41 ソロモン諸島における歩兵第１３連隊の行動 第１３連隊第１大隊　木下西丹

南東-ソロモンビスマルク-42 歩兵第４５連隊　タロキナ作戦 歩兵第４５連隊

南東-ソロモンビスマルク-44 神田正種中将回想録　ソロモン列島作戦の回想 第６師団長　神田正種
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南東-ソロモンビスマルク-45 神田正種中将回想録　ソロモン列島作戦の回想 第６師団長　神田正種

南東-ソロモンビスマルク-46 神田正種中将回想録　ソロモン列島作戦の回想 第６師団長　神田正種

南東-ソロモンビスマルク-47 神田正種中将回想録　ソロモン列島作戦の回想 第６師団長　神田正種

南東-ソロモンビスマルク-48 神田正種中将回想録　ソロモン列島作戦の回想 第６師団長　神田正種

南東-ソロモンビスマルク-49 神田正種中将回想録　ソロモン列島作戦の回想 第６師団長　神田正種

南東-ソロモンビスマルク-50 南海記念　ブーゲンビル島に於ける参戦随想
第６師団第６輜重連隊　陸軍大
佐　服部政之助

南東-ソロモンビスマルク-51 ブーゲンビル島関係資料
第１７軍司令官　陸軍中将　神
田正種

南東-ソロモンビスマルク-52 復員日記　ブーゲンビルの戦い 南海守備隊　第２大隊

南東-ソロモンビスマルク-53 ソロモン方面（ベララベラ島　ネグロス島）　戦史資料 -

南東-ソロモンビスマルク-54
南東太平洋方面　輜重兵第６連隊長　服部政之助大佐回想　昭３
２．１２

輜重兵第６連隊長　服部政之助

南東-ソロモンビスマルク-55
西貿易店（ブーゲンビル方面）　陣中日誌　昭１８．４．１～１８．４．
３０

歩兵第１３連隊　第４中隊

南東-ソロモンビスマルク-56
陣中日誌（ムムクイ．ママガタ．ジャウラ．ニキタン．アク．タロキナ）
昭１８．９．１～９．３０

歩兵第２３連隊　第２中隊

南東-ソロモンビスマルク-57
陣中日誌（ナカロ．エレベンダ．ラバウル）　昭１８．４．１～１８．１
０．２３

歩兵第２３連隊　第２中隊

南東-ソロモンビスマルク-59 船舶工兵第２連隊　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 船舶工兵第２連隊

南東-ソロモンビスマルク-60 戦友日記　船舶工兵第８連隊 伊藤武夫中尉

南東-ソロモンビスマルク-61 ブーゲンビル島　三村清日誌　昭１８．６．２０～２１．２．２８
南海第４守備隊　第１１中隊伍
長　三村清

南東-ソロモンビスマルク-62
歩兵第１４１連隊第１大隊　陣中日誌（ラクネ）　昭１８．２．１～１
８．２．２８

歩兵第１４１連隊

南東-ソロモンビスマルク-63 賞詞　第８方面軍野戦自動車廠　昭１９．６．１ 第８方面軍

南東-ソロモンビスマルク-64 長恨が島夜襲の漢詩とレコード　昭４３．５ 第２９連隊　勝股治郎

南東-ソロモンビスマルク-65 戦跡のしおり
第１７師団歩兵８１連隊　月７３８
６部隊

南東-ソロモンビスマルク-67 ガダルカナル島戦における若き中隊長の戦闘体験 富士学校普通科教育部

南東-ソロモンビスマルク-68 ガ島戦小史 勝股　治郎

南東-ソロモンビスマルク-69 対「ガ」島米軍戦闘の参考　昭１７．１１．６
第１７軍…沖集団司令部　第３８
軍…沼兵団司令部複写

南東-ソロモンビスマルク-70 総後衛部隊戦闘詳報　昭１８．２．３～１８．２．８ ガ島　松田部隊　２８ｉ

南東-ソロモンビスマルク-71 総後衛部隊戦闘詳報
松田部隊　第２８連隊　第１２４
連隊基幹本部

南東-ソロモンビスマルク-73 ガダルカナル島血戦記　昭１７．８．３１～１８．２．５ -

南東-ソロモンビスマルク-74 南東方面ガ島作戦資料　西山日誌　昭１７．１１．４～１８．１．６
第３８師団歩兵第２２８連隊　陸
軍少佐西山遼

南東-ソロモンビスマルク-75 南東方面戦史資料　ガ島作戦に於ける戦例 野戦重砲第４連隊

南東-ソロモンビスマルク-76 陣中日誌　昭１７．５．１５～１７．９．１９　１７．１１．３～１８．１．２６
ガダルカナル　７ＳＡ小隊長　鈴
木正光中尉

南東-ソロモンビスマルク-77_2
大東亜戦争（南東方面）　ガ島作戦死没者遺族名簿　田村昌雄少
佐日誌

第２師団歩兵第４連隊　第２大
隊長　田村昌雄

南東-ソロモンビスマルク-78 阿部芳光ガダルカナル作戦　回想録　昭１７．９．１７～１８．４．５ 第３８師団　参謀長阿部芳光

南東-ソロモンビスマルク-82
第１７軍第２期　第２師団歩兵第２９連隊　戦闘詳報　昭１７．１０．
３～１７．１１．５

第２師団　歩兵第２９連隊

南東-ソロモンビスマルク-83 「ボ」島兵要衛生地誌
第７６兵站病院　軍医少尉　矢
數道明

南東-ソロモンビスマルク-84 南東支隊　陣中日誌　昭１８．５．２０～１８．１２．１２ 南東支隊司令部

南東-ソロモンビスマルク-86 南東支隊ニューヂョーヂア防衛第２期戦　作戦一覧図 南東支隊司令部

南東-ソロモンビスマルク-87
南東支隊ムンダ．コロンバンガラ島　配備要図　昭１８．７．２９～１
８．８．１０

南東支隊司令部
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南東-ソロモンビスマルク-88 陣中日誌　２部中其の２　昭１８．５．２６～１８．１２．１２ 南東支隊司令部

南東-ソロモンビスマルク-89
歩兵第１３連隊　中部ソロモン諸島における行動　１／２　昭１８．
１．１３～１８．１０．１２

歩兵第１３連隊　第１大隊長　木
下西舟

南東-ソロモンビスマルク-90 陣中日誌　２部中其の１　昭１８．５．２６～１８．７．３１ 南東支隊司令部

南東-ソロモンビスマルク-91 作戦諸記録綴　昭１７ 歩兵第４１連隊

南東-ソロモンビスマルク-92 南東方面　タロキナ逆上陸関係編成表　昭１８．１１．７
歩兵第５４連隊　第２大隊第２剣
部隊

南東-ソロモンビスマルク-93 南十字星～浜崎積三日記　１／２　昭１８．１０～２１．４ 浜崎　積三

南東-ソロモンビスマルク-94 南十字星～浜崎積三日記　２／２　昭１８．１０～２１．４ 浜崎　積三

南東-ソロモンビスマルク-95 故山本五十六　死体捜索について　昭１８．４．１８～１８．４．２０
第６師団輜重兵第６連隊　第３
中隊長　安部茂

南東-ソロモンビスマルク-96 ガ島遺骨収集の記録　ソロモンの墓標 福島民友新聞

南東-ソロモンビスマルク-97 暗黒の孤島の遺骨を求めて 第２師団　勇会

南東-ソロモンビスマルク-98 歩兵第１３連隊ムンダ作戦　昭１８．１下～１８．９．１５
歩兵第１３連隊　陸軍伍長　加
賀伝之助

南東-ソロモンビスマルク-99 船舶工兵第２連隊戦史資料
船舶工兵第２連隊　陸軍中佐
祝不二夫

南東-ソロモンビスマルク-100 「タ」号作戦に伴う海上輸送
船舶工兵第２連隊　副官　中島
保吏

南東-ソロモンビスマルク-101 捜索第５１連隊（佐藤支隊）　行動の概要　昭１７．１ 捜索第５１連隊

南東-ソロモンビスマルク-102
第６師団第４野戦病院戦史　－ボ島編　野飼いの虎－　昭１７．１１
～２１．２

竹田　一磨

南東-ソロモンビスマルク-103 ソロモンの土 渡辺　康夫

南東-ソロモンビスマルク-104 南東太平洋方面戦没者遺骨　収集　昭４６年秋 ラバウル方面　陸海軍戦友会

南東-ソロモンビスマルク-111 独立自動車第３８大隊史　昭１８．８ 独立自動車　第３８大隊

南東-ソロモンビスマルク-112 第１７軍海戦隊資料　昭１８．１１～１９．４ 芳村　正義

南東-ソロモンビスマルク-113 ブーゲンビル島兵要地誌図 -

南東-ソロモンビスマルク-114
歩兵第２３０連隊第１大隊　ガ島戦記　昭１７．９．３０～１７．１２．１
９

歩兵２３０連隊　第１大隊　原久
吉

南東-ソロモンビスマルク-115 南海の緑と火箭－野戦高射砲　第３９大隊　第２中隊戦記
野戦高射砲第３９大隊　第２中
隊

南東-ソロモンビスマルク-116 ガダルカナル敢闘記　昭１８．９．２０ 柏木　啓一

南東-ソロモンビスマルク-117 戦友（Ｎｏ１～Ｎｏ１０） ボ島戦友会

南東-ソロモンビスマルク-118 戦友（Ｎｏ６～Ｎｏ１０） ボ島戦友会

南東-ソロモンビスマルク-119 戦友（Ｎｏ１１～Ｎｏ１６）　昭４７．５～５６．３ ボ島戦友会

南東-ソロモンビスマルク-120
アドミラルティ諸島所在部隊　某将校日記　昭１７．１１．２４～１７．
１２．９

某将校

南東-ソロモンビスマルク-121 那須弓雄少将日記　昭１７．３．１４～１７．７．３１ 那須　弓雄

南東-ソロモンビスマルク-123
木下西舟少佐回想（歩兵第１３連隊　北部ソロモン作戦）　昭１８．
９～２０．８　２／２

歩兵第１３連隊　木下西舟

南東-ソロモンビスマルク-124 ビスマルク．ソロモン方面　参考資料綴　昭４１．３．１５ （編さん官）　柏田忠男

南東-ソロモンビスマルク-125 写真帳「南海の嵐」　昭１８．１１．２ 第８方面軍参謀　今泉金吾

南東-ソロモンビスマルク-126
独立混成第２１旅団　野戦病院陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１．
３１

独立混成第２１旅団

南東-ソロモンビスマルク-127 歩兵第１４１連隊作命綴　昭１８．７．４～１８．１２．２０ 歩兵第１４１連隊本部

南東-ソロモンビスマルク-128 ブーゲンビル島　小島某兵の和歌　「蠅」 小島某兵

南東-ソロモンビスマルク-129 第５７兵站警備隊第３中隊　編成表　昭１８．１．２５ 第５７兵站警備隊　第３中隊

南東-ソロモンビスマルク-130 南海支隊エフオギ南側における戦闘 南海支隊
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南東-ソロモンビスマルク-131 ラバウルの軍陣生活　昭１９．１．７～２０．８．１５
第６５旅団工兵隊　軍医古守豊
甫

南東-ソロモンビスマルク-132 ソロモン　創刊号～５号 ソロモン会

南東-ソロモンビスマルク-133 ソロモン　第６号～１０号 ソロモン会

南東-ソロモンビスマルク-134 ソロモン　第１１号～１５号 ソロモン会

南東-ソロモンビスマルク-135 ソロモン　第１６号～２０号 ソロモン会

南東-ソロモンビスマルク-136 ソロモン　第２１号～２４号 ソロモン会

南東-ソロモンビスマルク-137 ソロモン　第２５号 ソロモン会

南東-ソロモンビスマルク-138 ソロモン　第６号　昭５２．１．２０ 全国ソロモン会　事務局

南東-ソロモンビスマルク-139 ソロモン　第７号　昭５２．８．２０ 全国ソロモン会　事務局

南東-ソロモンビスマルク-140 ソロモン　第８号　昭５２．１１．１０ 全国ソロモン会　事務局

南東-ソロモンビスマルク-141 ソロモン　第９号　昭５３．１．３０ 全国ソロモン会　事務局

南東-ソロモンビスマルク-142 ソロモン　第１０号　昭５３．５．３０ 全国ソロモン会　事務局

南東-ソロモンビスマルク-143 ラバウルの戦友　第１号～９号 ラバウルの戦友の会

南東-ソロモンビスマルク-145 ラバウルの戦友　第２１号～２９号 ラバウルの戦友の会

南東-ソロモンビスマルク-146 ラバウルの戦友　第３０号～３９号 ラバウルの戦友の会

南東-ソロモンビスマルク-147 ラバウルの戦友　第４０号～４４号 ラバウルの戦友の会

南東-ソロモンビスマルク-148 ラバウルの戦友　第４５号～４９号 ラバウルの戦友の会

南東-ソロモンビスマルク-149 ラバウルの戦友　第５１号～５４号 ラバウルの戦友の会

南東-ソロモンビスマルク-150 歩兵第１４１連隊第１大隊　陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１．３１ 歩兵第１４１連隊　第１大隊

南東-ソロモンビスマルク-151 歩兵第１４１連隊第１大隊　陣中日誌　昭１８．３．１～１８．３．３１ 歩兵第１４１連隊　第１大隊

南東-ソロモンビスマルク-152 歩兵第１４１連隊第２大隊　陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１．３１ 歩兵第１４１連隊　第２大隊

南東-ソロモンビスマルク-153 独立山砲兵第１０連隊　残留隊陣中日誌 独立山砲兵第１０連隊　残留隊

南東-ソロモンビスマルク-154
野砲兵第２連隊戦闘詳報　第１７軍主力のガ島攻撃間　昭１７．１
０．３～１７．１１．５

野砲兵第２連隊本部

南東-ソロモンビスマルク-155 野砲兵第６連隊の戦史概要　昭１７．１２．１０～２１．２．２８
野砲兵第６連隊　暗号班長　藏
原惟和

南東-ソロモンビスマルク-156 野戦機関砲第２８中隊　陣中日誌　昭１８．１．１～１８．３．３１ 野戦機関砲　第２８中隊

南東-ソロモンビスマルク-157 野戦機関砲第２８中隊　陣中日誌　昭１８．４．１～１８．６．３０ 野戦機関砲　第２８中隊

南東-ソロモンビスマルク-158 野戦機関砲第２８中隊　陣中日誌　昭１８．７．１～１８．８．３１ 野戦機関砲　第２８中隊

南東-ソロモンビスマルク-159 野戦機関砲第２８中隊　陣中日誌　昭１８．９．１～１８．９．３０ 野戦機関砲　第２８中隊

南東-ソロモンビスマルク-160 野戦機関砲第２８中隊　陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．１０．３１ 野戦機関砲　第２８中隊

南東-ソロモンビスマルク-161 野戦機関砲第２８中隊　陣中日誌　昭１７．１１．１～１７．１２．３１ 野戦機関砲　第２８中隊

南東-ソロモンビスマルク-162
山本五十六元帥搭乗機　（１式陸攻）　残骸写真　昭５２．８．１１撮
影

藏原　惟和

南東-ソロモンビスマルク-163 今村均大将終戦秘録　（第８方面司令官） 今村　均

南東-ソロモンビスマルク-164 第６５旅団作命綴　昭１８年 第６５旅団

南東-ソロモンビスマルク-165 第６５旅団兵器部陣中日誌　昭１７．１２．１～１７．１２．３１ 第６５旅団　兵器部

南東-ソロモンビスマルク-166
第６５旅団司令部参謀部　陣中日誌　昭１７．１２．１～１７．１２．３
１

第６５旅団司令部

南東-ソロモンビスマルク-167 第６５旅団軍医部陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１．３１ 第６５旅団司令部



令和５年１月１２日

南東-ソロモンビスマルク-168 第６５旅団司令部参謀部　陣中日誌　昭１８．２．１～１８．３．３１ 第６５旅団司令部

南東-ソロモンビスマルク-169 第６５旅団兵器部　陣中日誌　昭１８．２．１～１８．２．２８ 第６５旅団　兵器部

南東-ソロモンビスマルク-170 第６５旅団兵器部　陣中日誌　昭１８．３．１～１８．３．３１ 第６５旅団兵器部

南東-ソロモンビスマルク-171 第２船舶団司令部陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３０ 第２船舶団司令部

南東-ソロモンビスマルク-172 第２船舶団司令部陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２８ 第２船舶団司令部

南東-ソロモンビスマルク-173 第２船舶団司令部陣中日誌　昭１９．４．１～１９．４．３０ 第２船舶団司令部

南東-ソロモンビスマルク-174 第３揚陸隊命令　１／２　昭１８年 第３揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-175 第３揚陸隊陣中日誌　２／２　昭１８年 第３揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-176 第３揚陸隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 第３揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-177 第３揚陸隊第１中隊　陣中日誌　昭１８．２．１～１８．２．２８ 第３揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-178 第３揚陸隊第１中隊　陣中日誌　昭１８．５．１～１８．５．３１ 第３揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-179 第３揚陸隊第１中隊　陣中日誌 第３揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-180 第３揚陸隊　陣中日誌　昭１８．７．１～１８．７．３０ 第３揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-181 第３揚陸隊　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３０ 第３揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-182 第３揚陸隊　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ 第３揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-183 第３揚陸隊　陣中日誌　昭１８．４．１～１８．４．３０ 第３揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-184 第３揚陸隊　陣中日誌　昭１８．５．１～１８．５．３１ 第３揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-185 歩兵第２１９連隊陣中日誌　昭１９．３．１～１９．３．３１ 歩兵第２１９連隊本部

南東-ソロモンビスマルク-186 ビスマルク諸島食用有毒植物図説 陸軍軍医大尉　麻生徹男

南東-ソロモンビスマルク-187
第４揚陸隊「ローレンガウ」派遣隊　森隊陣中日誌　昭１８．１０．１
２～１８．１２．３１

第４揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-188
第４揚陸隊「ローレンガウ」派遣隊　森隊陣中日誌　昭１８．１０．１
２～１８．１１．３０

第４揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-189 第４揚陸隊「ローレンガウ」派遣隊　森隊陣中日誌 第４揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-190
第４揚陸隊「ローレンガウ」派遣隊　陣中日誌　昭１９．１．１～１９．
１．３１

第４揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-191
第９揚陸隊第１中隊第４小隊第１分隊陣中日誌　昭１８．７．１～１
８．９．３０

第９揚陸隊

南東-ソロモンビスマルク-192 ガダルカナル島航空写真 -

南東-ソロモンビスマルク-193
第６野戦憲兵隊ツルブ分隊　陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．
３０

第６野戦憲兵隊　ツルブ分隊

南東-ソロモンビスマルク-194 川口支隊長使用　ガダルカナル島航空写真　昭１７．７．２３撮影 陸軍少将　川口清健

南東-ソロモンビスマルク-195 ガダルカナル島航空写真　昭１７．１２．８ 独立飛行第76中隊

南東-ソロモンビスマルク-196 ニューブリテン諸港泊地及びダムビル海峡付近諸島白地図 船舶輸送司令部

南東-ソロモンビスマルク-197 軍隊手牒 陸軍中尉　宮野政治

南東-ソロモンビスマルク-198 ラバウル６航測戦史資料　「その時我等は」　昭５６．９．２２編 杉藤　恒

南東-ソロモンビスマルク-199 独立山砲兵第２０大隊　ガ島ニューギニア戦線における諸戦訓 -

南東-ソロモンビスマルク-200 小沼治夫氏の文芸春秋　編集部次長　中井勝氏　宛書簡 -

南東-ソロモンビスマルク-201 ムンダ島対空監視日記 -

南東-ソロモンビスマルク-202 ムンダ．コロンバンガラ方面戦況　昭１８．５．２６～１８．１２．１２ 神谷義治回想手記

南東-ソロモンビスマルク-203 ガダルカナル島に関する情報回答綴　昭和２１．８．３１調整 第１復員局



令和５年１月１２日

南東-ソロモンビスマルク-206_2 大東亜戦争従軍日誌 -

南東-ソロモンビスマルク-207
陣中日誌　歩兵第１４１連隊通信中隊　昭和１７．１２．１～１８．２．
２８

-

南東-ソロモンビスマルク-208 陣中日誌　歩兵第１４１連隊第５中隊　昭和１８．１．１～２．２８ -

南東-ソロモンビスマルク-209
陣中日誌　歩兵第１４１連隊第２機関銃中隊　昭和１８．１．１～２．
２８

-

南東-ソロモンビスマルク-210 陣中日誌　歩兵第１４１連隊野砲中隊　昭和１８．１．１～２．２８ -

南東-ソロモンビスマルク-211 陣中日誌　歩兵第１４１連隊連隊砲小隊　昭和１８．１．１～３１ -

南東-ソロモンビスマルク-212 陣中日誌　歩兵第１４１連隊第１中隊　昭和１８．１．１～１．３１ -

南東-ソロモンビスマルク-213
陣中日誌　歩兵第１４１連隊第１機関銃中隊　昭和１８．２．１～３．
３１

-

南東-ソロモンビスマルク-214 陣中日誌　歩兵第１４１連隊第２大隊　昭和１８．２．１～２．２８ -

南東-ソロモンビスマルク-215 陣中日誌　歩兵第１４１連隊第１中隊　昭和１８．３．１～３．３１ -

南東-ソロモンビスマルク-216 陣中日誌　歩兵第１４１連隊連隊砲小隊　昭和１８．３．１～３．３１ -

南東-ソロモンビスマルク-217 陣中日誌　歩兵第１４１連隊第３中隊　昭和１８．８．１～８．３１ -

南東-ソロモンビスマルク-218 陣中日誌　歩兵第１４１連隊第２大隊　昭和１８．１２．１～１２．３１ -

南東-ソロモンビスマルク-219 西部ニューブリテン作戦経過の概要　昭和１８年 第１７師団

南東-ソロモンビスマルク-220 ニューヂョーヂャ防衛第２期戦作戦一覧図　昭和１８．５～１８．１０ 南東支隊司令部

南東-ソロモンビスマルク-221 第１次．第２次「ガ」島強行輸送作戦間に於ける所見　昭和１８．６ 陸軍船舶司令部

南東-ソロモンビスマルク-222 南東方面戦況（ボ島戦闘状況）　昭和１８年 渡辺中佐

南東-ソロモンビスマルク-223 Ｇ－２　ＷＤ１の質問に対する回答　昭和２１．８ 史実調査部

南東-ソロモンビスマルク-224 加藤?平陸軍中将陳述要旨　昭和３１．３記 戦史室主任者

南東-ソロモンビスマルク-225 ガ島戦他についての所見録 勝股　治郎

南東-ソロモンビスマルク-226 長恨ガ島夜襲解義等 勝股　治郎

南東-ソロモンビスマルク-227 暗黒の孤島に遺骨を求めて　昭和４６．１２ ガダルカナル島遺骨収集団

南東-ソロモンビスマルク-228 田の浦警備地区隊作命綴　昭和１９年 -

南東-ソロモンビスマルク-229 第８方面軍各部隊行動概要　昭和１３．４～２０．８ 第８方面軍残務整理部

南東-ソロモンビスマルク-230 陣中日誌 第６５旅団第１大隊

南東-ソロモンビスマルク-231 「ガ」島作戦に関する情報要求の件回答　昭和２１．８ 第１復員局

南東-ソロモンビスマルク-232 「ガ」島作戦に関する情報要求の件回答　昭和２１．８ 第１復員局

南東-ソロモンビスマルク-233 諸記録綴　昭和１８年 剛部隊軍医部

南東-ソロモンビスマルク-234 ブイン地区に於ける食用．薬用．有毒植物　其の他　昭和１９．１ 第７６兵站病院

南東-ソロモンビスマルク-235 太平洋戦争従軍記　（ラバウル）　昭和１７．１～２１．５ 野村　喜直

南東-ソロモンビスマルク-236 ラバウル空襲の写真　昭和１８年１１月２日 -

南東-ソロモンビスマルク-237 ガダルカナル関係地図
元独立山砲兵第２０連隊　梶松
次郎氏寄贈

南東-ソロモンビスマルク-238 第２師団関係　教育訓練資料　昭和１７年１０月 第２師団参謀

南東-ソロモンビスマルク-239 ニュージョージア島エノガイ岬の日本軍砲台跡の写真 ＥＷＡＮＳＴＥＶＥＮＳＥＮ氏撮影

南東-ソロモンビスマルク-240
ガダルカナル攻防戦　１９４２年１２月末日～１９４３年１月１７日間
態勢（行動）要図

-

南東-ソロモンビスマルク-241 ムンダ付近写真
米陸軍第４３師団第１７２歩兵連
隊
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南東-ソロモンビスマルク-242 第１７軍経理部メモ　住谷悌史資料 第１７軍経理部

南東-ソロモンビスマルク-243 「ガ」島作戦の教訓　住谷悌史資料 第１７軍経理部

南東-ソロモンビスマルク-244
７月中「ボ」島搭載南東支隊向糧秣揚陸成績調査表　ボーゲンビ
ル島に於ける温湿度記録表　住谷悌史資料

第２６野戦貨物廠ボ島支廠

南東-ソロモンビスマルク-245 船舶糧秣輸送状況一覧表　住谷悌史資料 第１７軍経理部

南東-ソロモンビスマルク-246 「ガ」島糧秣輸送状況一覧表　住谷悌史資料 第１７軍経理部

南東-ソロモンビスマルク-247 「ガ」島に於ける糧秣揚陸交付数量調　住谷悌史資料 第１７軍経理部

南東-ソロモンビスマルク-248 ガダルカナル島　第１７軍の補給線　住谷悌史資料 沖集団測量班

南東-ソロモンビスマルク-249 彼我態勢要図（昭和１８年１月１日）　住谷悌史資料 -

南東-ソロモンビスマルク-250 ソロモン作戦経験録　住谷悌史資料 住谷大佐

南東-ソロモンビスマルク-251 「ガ」島作戦に於ける諸調査表送付の件　住谷悌史資料 第２６野戦貨物廠ボ島支廠長

南東-ソロモンビスマルク-252 中部ソロモン地区輸送衣糧軍需品揚陸状況表　住谷悌史資料 第１７軍経理部

南東-ソロモンビスマルク-253 描画　マ河両岸地区空中写真図 南東方面駐屯部隊

南東-ソロモンビスマルク-254 ガダルカナル島及フロリダ島（1932年ノ英国海図ヨリ採ル） 南東方面駐屯部隊

南東-ソロモンビスマルク-255 ラバウルの戦友　第５５・５６号 ラバウルの戦友の会

南東-東ニューギニア-1
東部ニューギニア方面作戦経過　一覧表　昭１７．１．２２～１８．１
２．３０

第１復員局　史実部第１課

南東-東ニューギニア-3 第１８軍関係　ニューギニア方面部隊戦闘経過要図 第１８軍

南東-東ニューギニア-4 第１８軍隷下　全部隊行動概況綴 第１８軍　留守業務部　南方課

南東-東ニューギニア-5 猛号作戦　猛戦作命甲綴　昭１９．６．２７～１９．８．１９ 第１８軍参謀部

南東-東ニューギニア-6 第１８軍作命綴（猛作命綴）　昭１８．１．２６～１８．５．５ 第１８軍参謀部

南東-東ニューギニア-7
第１８軍司令部　猛部隊命令綴　猛作命丙　第４１８号（８月２６日）
第４４０号（９月２日）

第１８軍司令部

南東-東ニューギニア-8 運命の漂流記（大東亜戦争　ニューギニア戦）
歩兵第１１５連隊　上等兵　田村
正太郎

南東-東ニューギニア-9 猛作命丁綴　昭１９．８～ 猛参謀部（１８Ａ）

南東-東ニューギニア-10 将校命課に関する綴　昭２０．５ 猛参謀部　１８Ａ

南東-東ニューギニア-11 第１８軍軍隊区分一覧表 第１８軍（猛参謀）

南東-東ニューギニア-12 第１８軍隷下　全部隊行動概況綴 第１８軍　留守業務部南方課

南東-東ニューギニア-13 第１８軍隷下　全部隊行動概況綴 第１８軍　留守業務部南方課

南東-東ニューギニア-14 第１８軍関係　ニューギニア戦史資料 第１８軍

南東-東ニューギニア-15 第１８軍現況報告　昭２０．１１．１５ 第１８軍司令部

南東-東ニューギニア-16
東部ニューギニア　第１８軍の作戦（補遺並所見）　昭１８．３．２４
～２０．８．１５

第１８軍参謀部

南東-東ニューギニア-17 猛部隊戦訓綴 猛部隊参謀部　１８Ａ

南東-東ニューギニア-18 第１８軍　感状賞詞及び戦闘経過要図 第１８軍

南東-東ニューギニア-19 ニューギニア遠征行
第１８軍経理部部員　陸軍主計
少佐　渡辺文也

南東-東ニューギニア-20_1 第１８軍司令官　陸軍中将　安達二十三遺書 安達　二十三

南東-東ニューギニア-20_2 第１８軍司令官　陸軍中将　安達二十三遺書 安達　二十三

南東-東ニューギニア-20_3 第１８軍司令官　陸軍中将　安達二十三閣下　遺書 安達　二十三

南東-東ニューギニア-22 ニューギニア「ギルワ」付近戦闘状況　昭１８．１月中旬 陸軍大佐　横山與助



令和５年１月１２日

南東-東ニューギニア-23 第５１歩兵団長　陸軍少将　岡部通回想録（口述） 岡部　通

南東-東ニューギニア-24 ワゥ付近地形図（２５万分の１） -

南東-東ニューギニア-25 第５１師団関係資料　「ラエ」「サラモア」付近　昭１８．５～１８．８ 終連軍事課長　第５１師団

南東-東ニューギニア-26 第１８軍　参謀部情報記録　昭１８．８．１５ 猛部隊参謀部　第１８軍

南東-東ニューギニア-27 猛部隊　「ニューギニア」作戦事情　昭２１．３．１０ 第１８軍司令部

南東-東ニューギニア-28 治集情第１４号　極秘「パプア」事情　昭１８．２ 第１６軍　治集団司令部

南東-東ニューギニア-29 マムボガ地区（ブフを含む）　情報図 -

南東-東ニューギニア-30 第１８軍（ニューギニア）　ボイキン．アイタベ付近兵要地誌図 第１８軍

南東-東ニューギニア-31 東部ニューギニア．ウエワク国辺地図 第１８軍　陸軍大佐　杉山茂

南東-東ニューギニア-32 ニューギニア方面局地　地形図 -

南東-東ニューギニア-33 アイタペ地区（ニューギニア）地形図　１／１０万 第１８軍司令部

南東-東ニューギニア-34 アイタペ（ニューギニア）付近兵要地誌図　昭１９．６．５調製 河部隊本部

南東-東ニューギニア-35 「アイタペ」作戦概況　昭和２１．３．１６ 第１８軍司令部

南東-東ニューギニア-36 フィンシュハーフェン付近戦闘　経過要図 -

南東-東ニューギニア-37
サラモア付近（ニューギニア）　兵力配置図　昭１８．６　１／６３３６
０

-

南東-東ニューギニア-38 第８１号作戦　戦闘詳報　昭１８．２．１５～１８．３．１３ 船舶工兵第８連隊

南東-東ニューギニア-40 「ニューギニア」の作戦（第１次案）　昭２２．１０　第３部第３章 大井　篤

南東-東ニューギニア-41 陣中日誌　昭１８．１０ 第１８軍兵器部

南東-東ニューギニア-42 東部　ニューギニア方面戦史料　昭１７～２０ 第１８軍隷下部隊

南東-東ニューギニア-43 大東亜戦争　南東方面　第２０師団資料　昭１９年１１月 第２０師団

南東-東ニューギニア-44 東部「ニューギニア」作戦史別表　別表第１～別表第２２迄 １８Ａ

南東-東ニューギニア-45 陣中日誌（ウエワク）　昭１９．２．１～１９．２．２９ 第１８軍後方司令部

南東-東ニューギニア-46 陣中日誌（ウエワク　猛錦山）　昭１９．２．１～１９．２．２９ 第１８軍後方司令部

南東-東ニューギニア-47 陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ 第１８軍兵器部

南東-東ニューギニア-48 陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 第１８軍法務部

南東-東ニューギニア-49 衛生業務要報　昭１８．２ 第１８軍軍医部

南東-東ニューギニア-50 戦闘詳報　第１２号～第３３号　昭１９．２．３～２．２９ 野戦機関砲　第３６中隊

南東-東ニューギニア-51 陣中日誌　昭１８．５．１～１８．５．３１ 野砲兵第２６連隊　第８中隊

南東-東ニューギニア-52 陣中日誌（ハンサ．マダン）　昭１８．９．１～１９．２．２９ 山砲兵第４１連隊　第４中隊

南東-東ニューギニア-53 陣中日誌（ウエワク）　昭１９．１．１～１９．１．３１ 第１２野戦防空隊　司令部

南東-東ニューギニア-54 陣中日誌　昭１７．８．１～１７．９．３０
野戦高射砲　第４７大隊第２中
隊

南東-東ニューギニア-55 陣中日誌　昭１７．９．１～１７．９．３０
野戦高射砲　第４７大隊第２中
隊

南東-東ニューギニア-56 陣中日誌（ギルワ）　昭１７．９．１～１７．９．３０
野戦高射砲　第４７大隊第２中
隊

南東-東ニューギニア-57 陣中日誌　昭１７．９．１～１７．９．３０
野戦高射砲　第４７大隊第２中
隊

南東-東ニューギニア-58 戦闘詳報　第２４号　昭１９．１．１７
野戦高射砲　第６５大隊　ハンサ
防空隊

南東-東ニューギニア-59 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．２．２９ 野戦高射砲　第６２大隊本部
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南東-東ニューギニア-60 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．２．２９ 野戦高射砲　第６１大隊

南東-東ニューギニア-61 陣中日誌（ウエワク．ハンサ）　昭１９．１ 野戦高射砲　第６２大隊本部

南東-東ニューギニア-62 陣中日誌（ウエワク）　昭１９．１．１～１９．１．３１
野戦高射砲　第６２大隊第２中
隊

南東-東ニューギニア-63 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１
野戦高射砲　第６２大隊第１中
隊

南東-東ニューギニア-64 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１
野戦高射砲　第６２大隊第１中
隊

南東-東ニューギニア-65 陣中日誌　昭１８．９～１９．４
野戦高射砲第６６大隊　村坂進
個人日記

南東-東ニューギニア-66 陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ 独立野戦高射砲　第３８中隊

南東-東ニューギニア-67 陣中日誌（ブーツ）　昭１８．１２．１～１２．３１ 独立野戦高射砲　第４２中隊

南東-東ニューギニア-68 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 独立野戦高射砲　第４１中隊

南東-東ニューギニア-69 陣中日誌（ブーツ）　昭１８．１２．１～１９．１．３１ 独立野戦高射砲　第４２中隊

南東-東ニューギニア-70 戦闘詳報（アッツ島．戦訓含）　昭１９．１．１７
野戦高射砲　第６５大隊ハンサ
防空隊

南東-東ニューギニア-71 陣中日誌　昭－３．２９～　１１．１９ 独立野戦照空第３中隊

南東-東ニューギニア-72 戦闘詳報　サラモア付近　昭　７．７～　７．２０ 野戦機関砲　第１５中隊

南東-東ニューギニア-73
陣中日誌（ラバウル．ツルブ　ラエ．マーカム）　昭１８．８．１～１８．
８．３１

野戦機関砲　第２５中隊

南東-東ニューギニア-74 陣中日誌　昭１７．１１．２９～１８．２．２８ 野戦機関砲　第２９中隊

南東-東ニューギニア-75 陣中日誌　８月分
猛第４３３２部隊　第１８軍（野戦
機関砲２９中）

南東-東ニューギニア-76 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 野戦機関砲第３７中隊

南東-東ニューギニア-77 野戦行動詳報　昭１９．２．３～１９．２．２９ 独立野戦照空第１中隊

南東-東ニューギニア-78 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 独立野戦照空第１中隊

南東-東ニューギニア-79 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 独立野戦照空第２中隊

南東-東ニューギニア-80 カラップ地区隊命令綴（ウエワク．ボイキン．カラップ　カサライ島） 第２１迫撃大隊　猛８１２３部隊

南東-東ニューギニア-81 陣中日誌（アレキシス．マダン）　昭１８．９．１～１８．９．３０ 独立工兵第８連隊

南東-東ニューギニア-82
陣中日誌（東部ニューギニア．マダン地区）　昭１８．１２．１～１８．
１２．３１

第４４野戦道路隊

南東-東ニューギニア-83
陣中日誌（ボイキン．テレプ　ハンダカラ河．ウオム　クエロンボ．ウ
エワク）　昭１９．１．１～１９．１．３１

第４０野戦道路隊　第２中隊

南東-東ニューギニア-84 陣中日誌（ビアンガ）　昭１９．１．１～１９．１．３１ 第４０野戦道路隊　第３中隊

南東-東ニューギニア-85 陣中日誌（エリマ．マダン）　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 第４４野戦道路隊

南東-東ニューギニア-86
陣中日誌（ムギル．ブナブン　オロツア　スガル．レンピー．カバラ
ソン河）　昭１８．１１．１～１８．１１．３０

第３７野戦道路隊本部

南東-東ニューギニア-88 陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ 船舶工兵第５連隊　第３中隊

南東-東ニューギニア-89 陣中日誌（ウエワク．オーム岬）　昭１８．９．１～１８．９．３０ 海上輸送第４大隊本部

南東-東ニューギニア-90 陣中日誌　昭　１２．１～　１２．３１
猛２６９０部隊　青山隊　第２７野
戦自動車廠の支廠

南東-東ニューギニア-91 陣中日誌　昭１８．９．１～１８．９．３０
暁第６１９１部隊　海上輸送第４
大隊本部　材料廠

南東-東ニューギニア-92 陣中日誌（ウエワク．ウォーム岬）　昭１８．９．１～１８．９．３０ 海上輸送第４大隊　第２中隊

南東-東ニューギニア-93
陣中日誌（ウォーム．ムシュー島　ウエワク．ハンサ）　昭１８．１０．
１～１８．１０．３１

海上輸送第４大隊　第２中隊

南東-東ニューギニア-94 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 海上輸送第４大隊　第４中隊

南東-東ニューギニア-95 陣中日誌　昭１８．９．１～１９．９．３０ 海上輸送第４大隊　第４中隊

南東-東ニューギニア-96 陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ 海上輸送第４大隊　第４中隊
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南東-東ニューギニア-97
陣中日誌　付ウエワク付近　戦闘詳報　昭１８．１２．１～１８．１２．
３１

海上輸送第４大隊　第４中隊

南東-東ニューギニア-98 陣中日誌（ウエワク．ブーツ　ハンサ）　昭１８．６．１～１９．１．３１ 海上輸送第４大隊

南東-東ニューギニア-99 陣中日誌（ウエワク．ブーツ　ハンサ）　昭１９．１．１～１９．１．３１ 海上輸送第４大隊　第５中隊

南東-東ニューギニア-100 陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 第１野戦船舶廠　ウエワク支廠

南東-東ニューギニア-101 陣中日誌（ハンサ）　昭１８．９．１～１８．９．３０ 第３野戦輸送司令部

南東-東ニューギニア-102 陣中日誌（ウエワク）　昭　１．４～　４．１ 猛第６０３０部隊　竹井隊

南東-東ニューギニア-103 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 第４４兵站地区隊　第１支部

南東-東ニューギニア-104 陣中日誌（マダン．ブーツ．ソナム）　昭１８～１９年 第５４兵站警備隊

南東-東ニューギニア-105 陣中日誌　昭１８．４．２０～１８．４．３０ 第５４兵站警備隊　第１中隊

南東-東ニューギニア-106 陣中日誌　昭１９．３．１８～１９．３．３１ アイタベ兵站支部

南東-東ニューギニア-107 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 第４野戦輸送司令部　外

南東-東ニューギニア-108
陣中日誌（ウリンゲン．レンピ．マダン　サラガレム．エリマ．ヤウラ
外）　昭１８．９．１～１８．９．３０

独立自動車第３９大隊　第４中
隊

南東-東ニューギニア-109 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．２．２９ 独立自動車第２２５中隊

南東-東ニューギニア-110 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 独立自動車２２５中隊

南東-東ニューギニア-111 陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 独立自動車第２２５中隊

南東-東ニューギニア-112 陣中日誌　昭１８．１２．１～１９．１．３１ 第２７野戦貸物廠

南東-東ニューギニア-113
陣中日誌（ガスパン．ウエワク　ハンザ）　昭１８．１１．１～１８．１
１．３０

第２７野戦自動車廠

南東-東ニューギニア-114 陣中日誌（ウエワク．マダン　ホルランヂャ）　昭１８．５～１２ 第２７野戦兵器廠

南東-東ニューギニア-115
陣中日誌（ウエワク．ホルランヂャ．レンムラ）　昭１８．１１．１～１
８．１２．３１

第２７野戦兵器廠

南東-東ニューギニア-116 陣中日誌（原稿）　昭１９．３．２１～１９．３．３１ 第１整備中隊

南東-東ニューギニア-117 陣中日誌　昭１９．８．１０～１９．１０．３１ 第７勤務中隊

南東-東ニューギニア-118 陣中日誌（コビ．ウエワク）　３月分 勤務中隊

南東-東ニューギニア-119
陣中日誌（マダン．ハンサ．ウエワク）　昭１８．１２．１～１８．１２．３
１

水上勤務第３７中隊

南東-東ニューギニア-120
陣中日誌（マダン．ハンサ．ウエワク）　昭１８．１１．１～１９．１．３１
（１２月分欠）

水上勤務第３７中隊

南東-東ニューギニア-121 陣中日誌（マダン）　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ 水上勤務第３７中隊

南東-東ニューギニア-122 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．２．２９
ウエワク第１０３７１部隊　長谷
川隊

南東-東ニューギニア-123 陣中日誌（ボイキン）　昭１９．２．１～１９．２．２９ 特設水上勤務　第１７中隊

南東-東ニューギニア-124
陣中日誌（ウエワク．ブーツ　マグエル）　昭１８．１０．１～１９．２．
２９

特設水上勤務　第１８中隊

南東-東ニューギニア-125
陣中日誌（ウエワク．ブーツ　マグエル）　昭１８．１０．１～１９．２．
２９

特設水上勤務　第１８中隊

南東-東ニューギニア-126 陣中日誌（ウエワク）　昭１９．１．１～１９．１．３１ 特設建築勤務　第２６中隊

南東-東ニューギニア-127 陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．１０．３１ 建築勤務第４９中隊

南東-東ニューギニア-128 陣中日誌（カラツプ．ボイキン）　昭１９．２．１～１９．２．２９ 建築勤務第５１中隊

南東-東ニューギニア-129 猛第１０３８３隊
特設建築勤務第２６中隊　田中
兵長

南東-東ニューギニア-130 陣中日誌　昭１８．９．１～１８．９．３０ 第３揚陸隊本部

南東-東ニューギニア-131 陣中日誌　昭１８．２～１８．２．２８ 第３揚陸隊本部

南東-東ニューギニア-132 陣中日誌（ラバウル）　昭１８．６～１８．６．３０ 第３揚陸隊本部
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南東-東ニューギニア-136 陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．１０．３１ 第９揚陸隊　第１中隊．第２中隊

南東-東ニューギニア-137 陣中日誌　昭１８．７．１～１８．１０．３１ 第９揚陸隊

南東-東ニューギニア-138 陣中日誌（ウエワク）　昭　１１．５～　３．２６
飛行場整備隊又は　揚陸作業
隊中隊

南東-東ニューギニア-139 陣中日誌（ムギル）　昭１９．１２．１～１９．１２．３１
ムギル患者療養所　第１８軍第
１１２兵站病院

南東-東ニューギニア-140 陣中日誌（ギルワ）　昭１７．１０．１～１７．１０．３１
第６７兵站病院　第２半部　調製
官陸軍医中尉　大久保福信

南東-東ニューギニア-141 陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 第１８軍　第９０兵站病院

南東-東ニューギニア-142 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．２．２９ 第１８軍第９０兵站病院

南東-東ニューギニア-143 陣中日誌（コシヤコシヤ．ハンサ）　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 第１８軍第１１２兵站病院

南東-東ニューギニア-144 陣中日誌（コシヤコシヤ．ハンサ）　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 第１８軍第１１２兵站病院

南東-東ニューギニア-145 衛生隊陣中日誌（ウエワク）　昭１９．４．１～１９．４．９ 沖部隊

南東-東ニューギニア-146 陣中日誌資料　昭１９．１．１～１９．３．２３ 暁第８７３８部隊　医務局

南東-東ニューギニア-147 作命（日命）綴　昭１８．１２．１６～１９．３．１９ 猛憲兵隊

南東-東ニューギニア-148 陣中日誌（ハンサ．ボギア）　昭１９．３．３０～１９．４．２３ 朝憲兵隊

南東-東ニューギニア-149 陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 第１８軍憲兵隊　ウエワク分隊

南東-東ニューギニア-150 「ツンガガ」付近戦闘詳報　昭１８．９．１８～１８．９．２４ 花田憲兵分遣隊

南東-東ニューギニア-151 ニューギニアに於ける第２０師団の作戦 中井増太郎中将

南東-東ニューギニア-152 第２０師団作戦経過要報　付図欠 第２０師団

南東-東ニューギニア-153 第２０師団作戦経過要報　付図欠　昭１８．１～２１．１ 第２０師団

南東-東ニューギニア-155 第２０師団朝作戦命令綴　昭１８．１１．３ 第２０師団　歩兵第８０連隊

南東-東ニューギニア-156
歩兵第４１連隊　第１次ニューギニア戦　戦闘行動概要　昭１７．
８．２１～１８．２．６

歩兵第４１連隊

南東-東ニューギニア-157 「ブナ」「ギルワ」方面戦闘の教訓及将来　攻勢に関する情報資料 ブナ支隊

南東-東ニューギニア-158
戦史資料　其の３　中井増太郎中将回想録（ニューギニア第２０師
団　作戦の経過と感想）

中井　増太郎

南東-東ニューギニア-159
戦史資料　其の３　中井増太郎中将回想録（ニューギニア第２０師
団　作戦の経過と感想）

中井　増太郎

南東-東ニューギニア-160
戦史資料　其の３　中井増太郎中将回想録（ニューギニア第２０師
団　作戦の経過と感想）

中井　増太郎

南東-東ニューギニア-161
戦史資料　其の３　中井増太郎中将回想録（ニューギニア第２０師
団　作戦の経過と感想）

中井　増太郎

南東-東ニューギニア-162
戦史資料　其の３　中井増太郎中将回想録（ニューギニア第２０師
団　作戦の経過と感想）

中井　増太郎

南東-東ニューギニア-163_2 歩兵第７８連隊　ニューギニア作戦間　戦況要図綴 歩兵第７８連隊

南東-東ニューギニア-164 作戦日々命令綴　昭１８．１０．１～１８．１０．３１ 工兵第２０連隊　第２中隊

南東-東ニューギニア-165 業務要報　昭１８．１．２１～１８．３．１０
ウエワク第２０師団　第１野戦病
院

南東-東ニューギニア-166 陣中日誌（アメレ．ハンサ．マダン）　昭１８．７．１～１８．７．３１ 第２０師団管理部

南東-東ニューギニア-167 陣中日誌（パレリオ．ブーツ）　昭１９．５．３１～１９．７．１４ 歩兵第８０連隊第２大隊

南東-東ニューギニア-168 陣中日誌資料（満洲．ウエワク）　昭１８．１２．９～１９．３．１８ 満州第７８５０部隊庶務

南東-東ニューギニア-169 第４１師団　ニューギニア作戦史　昭２１．３．２５ 第４１師団

南東-東ニューギニア-170 第４１師団　ニューギニア作戦史　別冊付図 第４１師団

南東-東ニューギニア-171 第４１師団発来電綴参本 第１８軍　第４１師団

南東-東ニューギニア-172 ４１会々誌　第２号　昭３２．１２月 第４１師団
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南東-東ニューギニア-173 ４１会々誌　第３号　昭３３．１２月 第４１師団

南東-東ニューギニア-174 ４１会々誌　第４号　昭３４．１１月 第４１師団

南東-東ニューギニア-175 ４１会々誌　第５号　昭３５．１１月 第４１師団

南東-東ニューギニア-176 ４１会々誌　第６号　昭３６．１１月 第４１師団

南東-東ニューギニア-177 ４１会々誌　第７号　昭３７．１１月 第４１師団

南東-東ニューギニア-178 ４１会々誌　第８号　昭３８．１１月 第４１師団

南東-東ニューギニア-179 ４１会々誌　第１号　昭３１年１２月 第４１師団

南東-東ニューギニア-180
陣中日誌（カバカウル．サラモア　プテワン．ラバウル）　昭１８．１．
１～１８．１．１５

歩兵第１０２連隊　第３機関銃中
隊

南東-東ニューギニア-181 陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１．３１ 歩兵第２３８連隊　歩兵砲隊

南東-東ニューギニア-182 南東方面作戦資料　歩兵第２３９連隊作戦経過に関する要図 第２３９連隊

南東-東ニューギニア-184 第５１師団　作命綴　昭１７．１０～１８．５ 第５１師団

南東-東ニューギニア-185 第５１師団戦闘詳報　自．昭和１８．１～２０．８ 第５１師団

南東-東ニューギニア-186
第５１師団（ラエ．サラモア付近の戦闘）　戦闘詳報　１／２　昭１
７．１０．２７～１８．９．１４

第５１師団

南東-東ニューギニア-187
第５１師団（ラエ．サラモア付近の戦闘）　戦闘詳報　２／２　昭１
７．１０．２７～１８．９．１４

第５１師団

南東-東ニューギニア-188 第５１師団（ニューギニア．ラエ）　昭３７年
鹿児島大学練習船かごしま丸
日本日食観測隊撮影

南東-東ニューギニア-189 戦史資料　其の３　中野英光中将回想録 中野　英光

南東-東ニューギニア-190 戦史資料　其の３　中野英光中将回想録 中野　英光

南東-東ニューギニア-191 戦史資料　其の３　中野英光中将回想録 中野　英光

南東-東ニューギニア-192 戦史資料　其の３　中野英光中将回想録 中野　英光

南東-東ニューギニア-193 戦史資料　其の３　中野英光中将回想録 中野　英光

南東-東ニューギニア-194 ニューギニア．サラワケット越へ　さまよう英霊
第５１師団第３野戦病院　衛生
伍長　岩田亀索

南東-東ニューギニア-195 歩兵第６６連隊　最後の状況 連隊長　遠藤房俊大佐

南東-東ニューギニア-196 第５１師団の戦闘記録（東部ニューギニアに於ける） 中野英光中将執筆

南東-東ニューギニア-197 発翰番号簿　昭１８年 第５１師団　基兵団

南東-東ニューギニア-198 「ラエ」「サラモア」付近要図　昭１８．６ 剛部隊写真印刷班

南東-東ニューギニア-199 歩兵第１４４連隊第３大隊　陣中日誌　昭１８．４．１～１８．７．１６ 歩兵第１４４連隊　第３大隊

南東-東ニューギニア-200 歩兵第１４４連隊第８中隊　陣中日誌　昭１７．７．１～１８．１．３１ 歩兵第１４４連隊　第８中隊

南東-東ニューギニア-201 基連作命第２５号　第５１師団命令 第５１師団

南東-東ニューギニア-202 歩兵第６６連隊第１大隊　陣中日誌　昭１８．６．１～１９．６．１１ 歩兵第６６連隊　第１大隊

南東-東ニューギニア-203 陣中日誌　昭１７．１２．１～１８．５．３１ 歩兵第６６連隊　第３中隊

南東-東ニューギニア-204 陣中日誌　昭１７．１２．１～１８．２．２８
歩兵第１０２連隊　第３機関銃中
隊

南東-東ニューギニア-205
陣中日誌（カバカウル．ラバウル　木古浦）　昭１７．１２．１～１８．
２．２８

歩兵第１０２連隊　第３機関銃中
隊

南東-東ニューギニア-206
陣中日誌（カバカウル．ラバウル　木古浦）　昭１７．１２．１～１８．
２．２８

歩兵第１０２連隊　第３機関銃中
隊

南東-東ニューギニア-207
陣中日誌（ハウエル．サイ河．ラバウル　フインシュ．ツルブ）　昭１
８．２～１８．６（５月欠）

工兵第５１連隊第２中隊

南東-東ニューギニア-208 陣中日誌（フインシュ）　昭１８．５．１～１８．５．３１ 工兵第５１連隊第２中隊

南東-東ニューギニア-209 歩兵第１１５連隊命令　歩兵第１１５作命．第１号 歩兵第１１５連隊長　松井大佐
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南東-東ニューギニア-210 日命録　昭１８．４．３０～１８．８．７ 歩兵第１１５連隊

南東-東ニューギニア-211
第１１５連隊作命録（歩兵第１１５連隊命令）　昭１８年度　５月２１
日～７月４日

歩兵第１１５連隊　神田部隊

南東-東ニューギニア-212 神田部隊　陣中日誌　昭１８．２．１～４．３０ 第１１５連隊　神田部隊

南東-東ニューギニア-213 第１１７兵站病院　陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．１３ 第１１７兵站病院

南東-東ニューギニア-214 第１８軍兵器部　陣中日誌　昭１８．９．１～１８．９．３１ 第１８軍兵器部

南東-東ニューギニア-215
キャンベル岬通信所　第２小隊　第２分隊　陣中日誌　昭１８．１０．
３１～１８．１１．１０

キャンベル岬通信所　第２小隊
第２分隊

南東-東ニューギニア-216
東部ニューギニア慰霊巡拝並びに　政府収骨事業協力に関する
報告　昭４５．５

東部ニューギニア　戦友会

南東-東ニューギニア-217 軍隊日誌 船舶工兵第５連隊　柴田幸雄

南東-東ニューギニア-219
野戦照空第４大隊　第２中隊（アルキシス泊地）　陣中日誌　昭１
８．１２．１～１８．１２．３１

野戦照空第４大隊　第２中隊

南東-東ニューギニア-220
東部ニューギニアに於ける　高射部隊の作戦　１／２部中　昭１７．
７．下旬～２０．８．上旬

第１８軍参謀中佐　田中兼五郎

南東-東ニューギニア-221 第３野戦輸送司令部　陣中日誌　昭１８．３．１～１８．８．３１ 第３野戦輸送司令部

南東-東ニューギニア-223 南東方面（ニューギニア）　作戦経過及び部隊一覧表 -

南東-東ニューギニア-224 陣中日誌　昭１７．１．１～１８．３．３１ 輜重兵第５１連隊

南東-東ニューギニア-225 「ニューギニア」における　第１８軍の作戦 第１８軍参謀　田中兼五郎

南東-東ニューギニア-226 ニューギニアへの道（写真集） 東部ニューギニア　戦友会

南東-東ニューギニア-227 ニューギニア戦の想い出 群馬公論抜萃

南東-東ニューギニア-228 第４１師団　「ニューギニア」作戦史 梶塚　喜久雄

南東-東ニューギニア-229 第１８軍参謀　田中兼五郎の感状　昭２０．８．１４ 第１８軍司令官　安達二十三

南東-東ニューギニア-230 歩兵第２３８連隊　戦史資料　昭１８．２．２４～２１．１．３１
第４１師団　第２３８連隊　賀来
敬次

南東-東ニューギニア-231 ニュギニア戦回想手記　歩兵第１１５連隊戦史
歩兵第１１５連隊　第２大隊第５
中隊　掛川恒太郎

南東-東ニューギニア-232 大東亜戦争　第１８軍感状 第１８軍

南東-東ニューギニア-233 第１８軍における　感状．賞詞に関する発来翰綴 第１８軍　猛参謀部

南東-東ニューギニア-235 東部ニューギニア南海支隊　歩兵第５５旅団関係写真集 南海支隊

南東-東ニューギニア-236 東部ニューギニア戦陣日記 谷口　昇

南東-東ニューギニア-237 東部ニューギニアにおける　高射部隊の作戦　昭１７．７～２０．８ 第１８軍参謀　田中兼五郎

南東-東ニューギニア-238 第５１師団（基）関係資料　昭１８．５．２０～１８．７．２０ 第５１師団

南東-東ニューギニア-239 第１８軍司令官安達二十三遺書　Ｓ２２．９．２３ １８Ａ司安達二十三

南東-東ニューギニア-240 第１８軍司令官　安達二十三遺書　昭２２年９月２３日 第１８軍司令官　安達二十三

南東-東ニューギニア-241 独立工兵第３６連隊　行動記録　昭１８．２．２５～２０．１０
南海派遣　猛第９４２３部隊　独
立工兵第３６連隊

南東-東ニューギニア-242
第５１師団　東部ニューギニア作戦資料　昭１８．８．１３～１８．８．
２４

第５１師団

南東-東ニューギニア-243 第２０師団穀戦経過要報　昭１８．１～２１．１ 第２０師団

南東-東ニューギニア-244 ウエワク．ホルランジャ　周辺地区兵要地誌　昭１９．１１ 第５１師団　参謀部

南東-東ニューギニア-245 第１８軍司令官　安達二十三遺書　昭２２年 安達　二十三

南東-東ニューギニア-246 死の間隙－東部ニューギニア戦　下級指揮官の手記 長友　久義

南東-東ニューギニア-247 第１８軍関係書類綴　昭２０～２１．８．１０ 第１８軍経理部

南東-東ニューギニア-248 「ニューギニヤ」作戦事情　昭２０．３．１０ 第１８軍（猛）
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南東-東ニューギニア-249 大野六雄主計少佐参考綴 第１８軍経理部　大野六雄

南東-東ニューギニア-250 第４１師団「ニューギニア」作戦史 第４１師団

南東-東ニューギニア-251 輜重兵第５１連隊　マヌス島の玉砕　昭１８．３．１０～１９．３．６ 第５１師団軍曹　飯塚栄地

南東-東ニューギニア-252 東部ニューギニヤ方面　参考資料綴 -

南東-東ニューギニア-253
第２０師団　斉藤義勇隊等　感状（写）　昭１９．４．２９～２０．６．３
０

第１８軍司令官　安達二十三

南東-東ニューギニア-254 歩兵第３６連隊第１１中隊　陣中日誌 歩兵第３６連隊　第１１中隊

南東-東ニューギニア-255 歩兵第４１連隊　ニューギニア戦況報告　昭４５．４．１９
歩兵第４１連隊　須山院義瑠和
居士

南東-東ニューギニア-256
野砲兵第１４連隊　第３大隊　陣中日誌　昭１６．９．１～１８．１．３
１

野砲兵第１４連隊　第３大隊

南東-東ニューギニア-257 ココダ道道路図 -

南東-東ニューギニア-258
歩兵第４１連隊　第７中隊　井出政夫手記　（ポートモレスピー作戦
スタンレー越へ）

井手　政夫

南東-東ニューギニア-259 ラバウルの現地自活　－終戦後－ 上田大尉

南東-東ニューギニア-260 今村大将訓示　昭２０．１０末 今村大将

南東-東ニューギニア-261 終戦後の第８方面軍（南東方面軍） 第８方面軍

南東-東ニューギニア-262 南海支隊作戦命令綴　昭１７．８．１６～１７．１０．１５ 南海支隊

南東-東ニューギニア-263 南海支隊作戦命令綴　昭１７．１０．２～１７．１１．７ 南海支隊

南東-東ニューギニア-264 南海支隊命令綴 南海支隊

南東-東ニューギニア-265
第４１師団　歩兵第２３８連隊　歩兵砲隊情報綴　１／２　昭１８．１
～１８．６

歩兵第２３８連隊　歩兵砲隊

南東-東ニューギニア-266 第４１師団　歩兵第２３８連隊　歩兵砲隊情報綴　２／２ 歩兵第２３８連隊　歩兵砲隊

南東-東ニューギニア-267 第５１師団　ラエ．サラモア地域　作戦計画 第５１師団

南東-東ニューギニア-268 歩兵第６６連隊　作戦命令　昭１８．１．１８～１８．６．１２ 歩兵第６６連隊本部

南東-東ニューギニア-269
歩兵第１０２連隊　作戦命令及び　日々命令　昭１７．１２．２９～１
８．６．３

歩兵第１０２連隊

南東-東ニューギニア-270 南方海上輸送処理要綱（案） 南方軍総司令部

南東-東ニューギニア-271 「ニューギニア」戦訓一部の私見 第１８軍参謀　小幡一喜

南東-東ニューギニア-272 ニューギニア方面地図及び　手描索図 -

南東-東ニューギニア-274 「基」兵団残存部隊の輸送計画　及び命令　昭４３．４．１１ 基兵団

南東-東ニューギニア-275 第１８軍第１１２兵站病院　陣中日誌　昭１９．３．１～１９．３．３１ 第１１２兵站病院

南東-東ニューギニア-276 ギルワの野戦病院支処の記録 ギルワ野戦病院

南東-東ニューギニア-277 鹵獲された日本軍文書の目録（日本軍人の日記類リスト） -

南東-東ニューギニア-278 オーストラリア戦争記念館保管　日本軍文書 -

南東-東ニューギニア-279 マダン～ラエ道　啓開作戦　１／２部中 彦坂　幸七

南東-東ニューギニア-280 マダン～ラエ道　啓開作戦　２／２部中 彦坂　幸七

南東-東ニューギニア-282 歩兵第１４４連隊第８中隊　陣中日誌　昭１７．２．１～１７．１１．２５ -

南東-東ニューギニア-283
野戦高射砲第６６大隊　第１中隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．
２．２９

-

南東-東ニューギニア-284
野戦高射砲第４７大隊　第２中隊陣中日誌　昭１７．９．１～１７．
９．３０

-

南東-東ニューギニア-285 独立野戦高射砲第４０中隊　陣中日誌 -

南東-東ニューギニア-286 第５４兵站警備隊本部　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ -
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南東-東ニューギニア-287
第５４兵站警備隊　第１中隊　陣中日誌　昭１８．５．１～１８．５．３
１

-

南東-東ニューギニア-288
第５４兵站警備隊　第１中隊　陣中日誌　昭１８．７．１～１８．７．３
１

-

南東-東ニューギニア-289
第５４兵站警備隊　第２中隊　陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１
１．３０

-

南東-東ニューギニア-290
第５４兵站警備隊　第３中隊　陣中日誌　昭１８．５．１～１８．１０．
３１

-

南東-東ニューギニア-291
第５４兵站警備隊第４中隊　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．
３１

-

南東-東ニューギニア-292
第５４兵站警備隊　機関銃中隊　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．
１２．３１

-

南東-東ニューギニア-293
マダン兵站地区隊　第５４兵站警備隊　陣中日誌　昭１９．１．２０
～１９．１．３１

-

南東-東ニューギニア-294 第１船舶工作廠　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．９．３０ -

南東-東ニューギニア-295
船舶工兵第５連隊　第２中隊　平野隊　陣中日誌　昭１８．８．１～
１８．８．３１

-

南東-東ニューギニア-296
船舶工兵第５連隊　第２中隊　平野隊　陣中日誌　昭１８．８．１～
１８．８．３１

-

南東-東ニューギニア-297
船舶工兵第５連隊　第３中隊　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３
１

-

南東-東ニューギニア-298 船舶工兵第５連隊　材料廠　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ -

南東-東ニューギニア-299
船舶工兵第５連隊　材料廠　先遺隊　陣中日誌　昭１８．８．８～１
８．９．２２

-

南東-東ニューギニア-300 建築勤務第４９中隊　陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ -

南東-東ニューギニア-301
第１８軍第１１２兵站病院　ウリンガン患者療養所　陣中日誌　昭１
８．１２．１～１８．１２．３１

-

南東-東ニューギニア-302 ホルランジャ地区兵站司令部　陣中日誌　昭１８．１０月 -

南東-東ニューギニア-303
中野英光中将書簡写（第５１師団長）　安達中将．松井少将宛書
簡

-

南東-東ニューギニア-304 輜重兵第５１連隊　経理室　参考綴　昭１７．９．９ -

南東-東ニューギニア-305 第１８軍　法務部　陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ -

南東-東ニューギニア-306 船舶工兵第５連隊陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ -

南東-東ニューギニア-307
船舶工兵第５連隊　第１中隊　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３
１

-

南東-東ニューギニア-308
船舶工兵第５連隊　第２中隊　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３
１

-

南東-東ニューギニア-309 第９揚陸隊　戦闘詳報　昭１８．１１．２７ -

南東-東ニューギニア-310 第１８軍兵器部戦時兵站月報資料　昭１８．７．３１ -

南東-東ニューギニア-311 第１８軍兵器部会議資料　昭１８．８．２１ -

南東-東ニューギニア-312 第１８軍兵器部兵站月報資料　昭１８．９．３０ -

南東-東ニューギニア-313 第１８軍兵器部　陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．１０．３１ -

南東-東ニューギニア-314 第１８軍法務部　陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１２．３１ -

南東-東ニューギニア-315 第９揚陸隊本部　陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ -

南東-東ニューギニア-316 第９揚陸隊本部　陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ -

南東-東ニューギニア-317 第９揚陸隊　戦闘詳報　昭１８．１１．２７ -

南東-東ニューギニア-318 第９揚陸隊　第２中隊　内務規定　昭１８．８．２０ -

南東-東ニューギニア-319
第９揚陸隊　第２中隊　陣中日誌　昭和１８年１０月１日～１８年１０
月３１日

-

南東-東ニューギニア-320 第９揚陸隊　第２中隊　内務規定　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ -

南東-東ニューギニア-321 第９揚陸隊　第２中隊　陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ 第９揚陸隊

南東-東ニューギニア-322
船舶工兵　第５連隊　材料廠　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３
１

船舶工兵第５連隊
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南東-東ニューギニア-323
船舶工兵　第５連隊　材料廠　先遣隊　陣中日誌　昭１８．８．８～
１８．９．２２

船舶工兵第５連隊

南東-東ニューギニア-324 第２７野戦自動車廠　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３０ 第２７野戦自動車廠

南東-東ニューギニア-325
第２７野戦自動車廠　残置隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．
３０

第２７野戦自動車廠

南東-東ニューギニア-326 第２７野戦自動車廠　残置隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 第２７野戦自動車廠

南東-東ニューギニア-327
海上輸送　第４大隊　第４中隊　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１
２．３１

海上輸送第４大隊

南東-東ニューギニア-328
海上輸送　第４大隊　第４中隊　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．
２９

海上輸送第４大隊

南東-東ニューギニア-329
東南太平洋方面作戦記録　南海支隊のポートモレスピー攻撃作
戦　昭和２０．８

第１復員局

南東-東ニューギニア-330 アンギ湖及ランシキ川流域　資源調査中間報告 ニューギニヤ　資源調査隊

南東-東ニューギニア-331 第１４方面軍情報綴　昭和１９．６．２５～１９．１２．２６ １４ＨＡ司令部

南東-東ニューギニア-332 ナサブ空挺降下第１撃発信経緯 -

南東-東ニューギニア-333 第３部第１章「パプア」に於ける苦戦（第２案） -

南東-東ニューギニア-334 第７次「ハンサ」輸送概見表 -

南東-東ニューギニア-335
ＡＬＬＩＥＤ　ＴＲＡＡＮＳＬＡＴＯＲ　ＡＮＤ　ＩＮＴＥＲＰＲＥＴＥＲ　ＳＥＣＴＩ
ＯＮ．

-

南東-東ニューギニア-336 ＳＹＮＯＰＳＩＳ　ＯＦ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＭＥＤＩＣＡＬ　ＩＴＥＭＳ． -

南東-東ニューギニア-337 第２０師団作戦経過要報　昭１８．１～２１．１ 第２０師団

南東-東ニューギニア-338 人事関係書類綴　昭１７～２０
南支派遣－東部ニューギニヤ
基第２８１０部隊（輜重兵第５１
連隊）

南東-東ニューギニア-339
（南東方面作戦経過及部隊　東部ニューギニア参戦部隊｝一覧表
昭２２．５．１

第８方面軍残務整理部調製

南東-東ニューギニア-340 輸送券（甲片）綴　昭和１８．６～１２ 第３１碇泊場司令部揚搭班

南東-東ニューギニア-341 「ブナ」「ギルワ」方面戦闘の教訓及将来攻勢に関する情報資料 -

南東-東ニューギニア-342 ニューギニア作戦に於ける道路構築　昭和１８．１２ -

南東-東ニューギニア-343 陣中日誌　昭和１８．１２．１～３１
第２７野戦兵器廠第３移動修理
班

南東-東ニューギニア-344 ビアク戦闘概要　昭和１９年 第２軍司令部編纂

南東-東ニューギニア-345
東部ニューギニア方面に於ける戦没者の遺体　遺骨等の状況に
就て　昭和２８．４

復員局留守業務部

南東-東ニューギニア-346 「ウエワク」中飛行場規定　昭和１９．２ ウエワク中飛行場勤務部長

南東-東ニューギニア-347 衛生録別冊綴　昭和１８．５ 第２４飛行場中隊

南東-東ニューギニア-348
自　昭和１７年１０月２７日　至　昭和１８年９月１４日　第５１師団戦
闘詳報　第２号（「ラエ」「サラモア」付近戦闘）

-

南東-東ニューギニア-349
東部パプア島関係地図　１．ホルランジャ　２．ボギァ　３．ＳＨＥＥＴ
４．ＡＢＡＵ

-

南東-東ニューギニア-350
「ウエワク」周辺地区兵要地誌図（其の２）　昭和１９年１０月～２０
年８月頃

猛部隊参謀部

南東-東ニューギニア-351
日本軍が原住民に付与した腕章等（東部ニューギニア）　昭和１８
年頃～２０年頃

第１２野戦防空隊司令部（猛第５
０６１部隊）

南東-東ニューギニア-352 歩２３７作命「猛」第１０号　歩兵第２３７連隊命令 -

南東-東ニューギニア-353 ウエワク付近の写真　昭和４６年２月 共同通信社写真部　竹内誠一

南東-東ニューギニア-354 「ニューギニア」戦戦闘詳報　昭１７．７．１５～１８．２．２
臨時輜重隊第１中隊　第２中隊
調製部隊独立山砲兵　第２０大
隊

南東-東ニューギニア-355 告示、陸達、陸支普綴　昭和１５～１９年 第１８軍第４野戦飛行場設定隊

南東-東ニューギニア-356 陸亜密綴　昭和１８年度
猛第6030部隊（第18軍第54兵站
地区隊）

南東-東ニューギニア-357 陸密等綴　昭和１８年度
第４船舶輸送隊第４９碇泊場司
令部

南東-東ニューギニア-359 第１２野戦防空隊司令部東部ニューギニア参戦録 １２防司戦友会



令和５年１月１２日

南東-東ニューギニア-360 慰問文集 京都市本能国民学校

南東-東ニューギニア-361 昭和１６年徴集　現役兵連名簿 中村隊

南東-東ニューギニア-362 幹部候補生名簿 -

南東-東ニューギニア-363 修養日誌 中村隊　高橋泰三

南東-日誌回想-1 我斯く戦えり　其２　大東亜戦争における　南東方面作戦記録 第８方面軍　久納清之助

南東-日誌回想-2 ニューギニア戦線奮戦記　昭和１６年～２１年
元第５１師団野戦病院勤務　森
田文字之助

南東-日誌回想-3 小森政光少佐日誌　１９４３．１０．２８～１９４４．３．３１
第１７師団歩兵第８１連隊大隊
長

南東-日誌回想-4
ガダルカナルに眠る　陣殺英霊に捧ぐる言葉　昭和１７年８月～１
８年２月

宮崎周一（陸士２８期）

南東-日誌回想-6 東部ニューギニア作戦体験記　昭和１８年６月～２０年８月 第１１５連隊　渡辺信一中尉

南東-日誌回想-7 ガ島方面作戦回想録　昭和１８年２月 沖第９８２部隊　神谷義治参謀

南東-日誌回想-8 ガ島方面作戦回想録　地図・付図　昭和１８年２月 -

南東-日誌回想-9 修養録ガ島及ボ島方面作戦雑録 沖982部隊神谷

南東-日誌回想-10 船舶工兵第３連隊長日記（前段） 松山作二

南東-日誌回想-11 船舶工兵第３連隊長日記（後段） 松山作二

南東-日誌回想-12 船舶工兵第３連隊長日記（全期間） 松山作二

南東-日誌回想-13 ガ島戦の思い出 瀬戸理一

陸空-中央全般-8 独伊派遣軍事視察団報告資料航空　１／７　昭１６．７．２０ 独伊派遣軍事視察団調製

陸空-中央全般-9 独伊派遣軍事視察団報告資料航空　２／７　昭１６．７．２０ 独伊派遣軍事視察団調製

陸空-中央全般-10 独伊派遣軍事視察団報告資料技術　３／７　昭１６．７．２１ 独伊派遣軍事視察団調製

陸空-中央全般-11 独伊派遣軍事視察団報告資料技術　４／７ 独伊派遣軍事視察団調製

陸空-中央全般-12 独伊派遣軍事視察団報告資料　軍事全般　５／７ 独伊派遣軍事視察団調製

陸空-中央全般-13 独伊派遣軍事視察団報告資料　下士官学校視察記事　６／７ 独伊派遣軍事視察団調製

陸空-中央全般-14 独伊派遣軍事視察団報告資料　軍事全般　７／７ 独伊派遣軍事視察団調製

陸空-中央全般-15 陸軍航空後方業務沿革史　昭２１．１１ 第１復員局

陸空-中央全般-16 陸軍航空後方業務沿革史　昭２２．３ 第１復員局

陸空-中央全般-16_2 陸軍航空後方業務沿革史　昭和２２．３ 第１復員局

陸空-中央全般-17 陸軍航空後方業務沿革史　昭２２．３ 第１復員局

陸空-中央全般-18 陸軍航空後方業務沿革史　昭２２．３ 第１復員局

陸空-中央全般-19 陸軍航空後方業務沿革史　昭２２．３ 第１復員局

陸空-中央全般-20 陸軍航空後方業務沿革史　付表・付録 第１復員局

陸空-中央全般-21 陸軍航空後方業務沿革史　付表・付録　昭２２．６ 第１復員局

陸空-中央全般-22 陸軍航空後方業務沿革史　付表・付録 第１復員局

陸空-中央全般-23 陸軍航空後方業務沿革史　付表・付録　昭２２．６ 第１復員局

陸空-中央全般-24 陸軍航空後方業務沿革史　付表・付録 第１復員局

陸空-中央全般-25 日本陸軍航空部隊戦史資料（部隊略歴）　１９４６年４月 第１復員局

陸空-中央全般-26 日本陸軍航空部隊戦史資料（部隊略歴）　１９４６年４月 第１復員局



令和５年１月１２日

陸空-中央全般-27
米陸軍一般情報第２部陸軍　調査課に対する回答　陸軍航空部
隊の略歴一覧表　昭２１

第１復員局

陸空-中央全般-28 日本陸軍航空部隊戦史資料（部隊略歴）　１９４６年４月 第１復員局

陸空-中央全般-29 陸軍航空部隊の略歴　昭２１．４ 第１復員局

陸空-中央全般-30 陸軍航空部隊の戦歴概要 第１復員局

陸空-中央全般-31 航空関係書類綴　其の１　昭１８．１～１８．６ 参謀本部

陸空-中央全般-32 航空関係書類綴　其の２　昭１８．１～１８．９ 参謀本部

陸空-中央全般-33 航空関係書類綴　其の３　昭１８．１～１８．６ 参謀本部

陸空-中央全般-34 航空関係書類綴　其の４　昭１８．８～１８．１２ 参謀本部

陸空-中央全般-35 航空関係書類綴　其の５　昭１８．８～１８．１２ 参謀本部

陸空-中央全般-36 航空関係書類綴　其の６　昭１８．８～１８．１２ 参謀本部

陸空-中央全般-37 航空関係書類（大陸指・大陸命）綴　昭１８～１９ 参謀本部

陸空-中央全般-38 航空関係書類綴　其の１　昭１９．１～１９．８ 参謀本部

陸空-中央全般-39 航空関係書類綴　其の２　昭１９．１～１９．８ 参謀本部

陸空-中央全般-40 航空関係書類綴　其の３　昭１９．１～１９．８ 参謀本部

陸空-中央全般-41 航空関係書類綴　其の４　昭１９．１～１９．８ 参謀本部

陸空-中央全般-42 航空座談会速記録　第１回　昭５５．１．２９ 防衛研修所戦史部

陸空-中央全般-43 航空座談会速記録　第２回　昭５５．２．２６ 防衛研修所戦史部

陸空-中央全般-44 航空座談会速記録　第３回　昭５５．３．２５ 防衛研修所戦史部

陸空-中央全般-45 航空座談会速記録　第４回　昭５５．４．２２ 防衛研修所戦史部

陸空-中央全般-46 航空座談会速記録　第５回　昭５５．５．２９ 防衛研修所戦史部

陸空-中央全般-47 航空座談会速記録　第６回　昭５５．６．２４ 防衛研修所戦史部

陸空-中央全般-48 航空座談会速記録　第７回　昭５５．７．２９ 防衛研修所戦史部

陸空-中央全般-49 航空座談会速記録　第８回　昭５５．８．２６ 防衛研修所戦史部

陸空-中央全般-50 陸軍航空輸送部状況報告　昭２０．１．２０ （陸軍航空輸送部長）久米精一

陸空-中央全般-51 主要日本空軍部隊の略歴　昭２１．３ 第１復員局調整

陸空-中央全般-52 日本陸軍航空部隊の略歴　昭２０．１０ 第１復員局

陸空-中央全般-53 陸軍航空沿革史・航空用兵（原稿） 第１復員局

陸空-中央全般-54 陸軍航空沿革史・航空用兵 第１復員局調整史料

陸空-中央全般-55 陸軍航空沿革史・航空用兵 第１復員局

陸空-中央全般-56 陸軍航空沿革史・戦法 第１復員局

陸空-中央全般-57 陸軍航空沿革史・戦法 第１復員局

陸空-中央全般-58 陸軍航空沿革史・戦法 第１復員局

陸空-中央全般-59 陸軍航空沿革史・戦法 第１復員局

陸空-中央全般-60 陸軍航空沿革史・戦法 第１復員局

陸空-中央全般-61 陸軍航空沿革史・航空経理の変遷 第１復員局

陸空-中央全般-62 陸軍航空沿革史・航空経理の変遷　昭８～２０ 第１復員局



令和５年１月１２日

陸空-中央全般-63 航空総軍関係命令綴　昭２０ 航空総軍司令部

陸空-中央全般-64 航空総軍後方関係命令綴　昭２０ 航空総軍司令部

陸空-中央全般-65 外地航空部隊状況要覧　昭２１．５ 第１復員局調整

陸空-中央全般-66 航空総軍司令部発簡控　昭２０．６～２０．７ 航空総軍司令部

陸空-中央全般-67 陸軍飛行部隊主要運用概見表　昭１６．９～２０．８ 第１復員局

陸空-中央全般-68 中島飛行機株式会社概史 中島飛行機株式会社

陸空-中央全般-69 加藤調査団報告結言　昭１５．９ 加藤調査団

陸空-中央全般-70
大東亜戦争開戦時における　杉山元参謀総長指示　昭１６．１１．
１０

杉山参謀総長

陸空-中央全般-71 航空事故防止対策　昭１９年春頃 飛行５２戦隊

陸空-中央全般-72 米国の連合国に対する航空機　割当数　１９４０～１９４５ 米国空軍大学戦史部

陸空-中央全般-73 飛行場調査図　昭１２．７ 航空記事特号第１７９号

陸空-中央全般-74 科学研究者調（甲表）　昭１９．２ 文部省

陸空-中央全般-75 暦　昭１２．１．１～１６．１２．３１ 東京天文台

陸空-中央全般-76 二宮忠八と飛行神社 飛行神社

陸空-中央全般-77 陸軍航空本部状況報告　昭１３．６．２２ 陸軍航空本部第２部

陸空-中央全般-78 航空兵団特種演習講評抜萃　昭１６年度 航空兵団司令部

陸空-中央全般-79 大本営航空情報綴　昭１９ 大本営

陸空-中央全般-80 大本営航空情報綴　昭２０ 大本営

陸空-中央全般-81 連合国の戦争指導とその背景付表　昭３１．１２．１調整 -

陸空-中央全般-82 第３部第６章特攻（第３案）　昭２２調整 主担任　服部・副担任　中村

陸空-中央全般-83 陸軍航空後方業務沿革史　昭２２．３ 第１復員局

陸空-中央全般-83_2 陸軍航空後方業務沿革史　昭和２２．３ 第１復員局

陸空-中央全般-84 陸軍航空後方業務沿革史　昭２２．３ 第１復員局

陸空-中央全般-85 陸軍航空後方業務沿革史　付表　付録　昭２２．６ 第１復員局　資料整理部

陸空-中央全般-85_2 陸軍航空後方業務沿革史　付表　付録　昭和２２．３ 第１復員局

陸空-中央全般-86 陸軍航空後方業務沿革史　付表　付録　昭２２．６ 第１復員局　資料整理部

陸空-中央全般-87 飛行禁止の徹底に関する件　昭２０．８．２２ 陸軍次官　参謀次官

陸空-中央全般-88 有線通信施設廃止に関する件　昭２０．９．３ 航空総軍　参謀長

陸空-中央全般-89 第２次大戦における　米軍機航続距離等一覧表 -

陸空-中央全般-90 宇都宮陸軍航空廠　服務規則（抜すい）　昭７．７．２３～７．８．２１ -

陸空-中央全般-91 故陸軍大佐　新海希典追弔資料　昭２０．３．１８～２０．３．１９ 新海元

陸空-中央全般-92 航空年鑑（昭和１４年版の一部） -

陸空-中央全般-93 航空年鑑（昭和１５年版の一部） -

陸空-中央全般-95 参考書類綴　昭１９ 太刀洗陸軍　航空廠

陸空-中央全般-96 参謀総長報告資料 -

陸空-中央全般-97 ニュージーランド飛行場要覧　昭１７．８．１ 参謀本部



令和５年１月１２日

陸空-中央全般-98 ニュージーランド飛行場要覧　昭１７．８．１ 参謀本部

陸空-中央全般-99 航空関係調査地図　小笠原－呂宗　ミンダナオ－パプア -

陸空-中央全般-100 昭和７年航空年鑑抜萃 -

陸空-中央全般-101 大臣の意図示達に関する件　大臣の示達意図に対する対策 -

陸空-中央全般-102 航空関係符号一覧表 -

陸空-中央全般-103 航空関係符号一覧表 -

陸空-中央全般-104 航空視察団報告　第１巻　昭和１１．１０～１２．２ -

陸空-中央全般-105 航空本部を主体にした　陸軍航空の変遷 陸軍中将　平田勝治

陸空-中央全般-106 陸軍航空部隊の現況 -

陸空-中央全般-107 航空将校人事に関する意見 -

陸空-中央全般-108 航空沿革史　航空用兵 -

陸空-中央全般-109 陸軍航空軍備充実計画　昭和１４ 参謀本部第３課

陸空-中央全般-110 陸軍航空充備計画綴　昭和１２ 参謀本部第３課

陸空-中央全般-111 通信の運用 藤田　朋

陸空-中央全般-112
中田武實史料（大正７年徳川好敏少佐からの手紙　大正９年山梨
半造中将からの手紙　大正９年欧州派遣の訓令）

-

陸空-中央全般-113 服部武士資料　昭和１６ -

陸空-中央全般-114 暗黒の中の決戦（英独両国の電波戦史） 航空自衛隊第２術科学校

陸空-中央全般-115 陸軍航空概史　昭和３９．７ 航空幕僚監部

陸空-中央全般-116 航情報　第１～２２号　目次　大正１５．９ 陸軍航空本部

陸空-中央全般-117 航情報　第４～６号　大正１４．１２ 陸軍航空本部

陸空-中央全般-118 航情報　第７～１０号　大正１５．１～２ 陸軍航空本部

陸空-中央全般-119 航情報　第１２～１６号　大正１５．３～４ 陸軍航空本部

陸空-中央全般-120 航情報　第１７～２０号　大正１５．５～６ 陸軍航空本部

陸空-中央全般-121 航情報　第２１～２２号　大正１５．７ 陸軍航空本部

陸空-中央全般-122 陸軍機の制式決定時史料（１／３）　昭和３．１～１２．１２ 大日記類複製

陸空-中央全般-123 陸軍機の制式決定時史料（２／３）　昭和１３．１～１５．９ 大日記類複製

陸空-中央全般-124 陸軍機の制式決定時史料（３／３）　昭和１５．１１～３５．６ 大日記類複製

陸空-中央全般-125 対空数字信号表（翻訳用）　大正１４．１
下志津陸軍飛行学校飛行第２
連隊

陸空-中央全般-126 航空偵察の発達が用兵上に及ぼしたる影響　大正１４．５ 坂口四郎大尉

陸空-中央全般-128 航空沿革史・戦法（航空） -

陸空-中央全般-129 航空部隊地上勤務の参考 -

陸空-中央全般-130 航空一般情報（英ソ東亜）　昭和１６～１７年 -

陸空-中央全般-131 送達簿　昭和 第１１４飛行場大隊信務

陸空-中央全般-132 陸軍航空部隊の配置　昭和２０．８ 大本営陸軍部軍事課

陸空-中央全般-133
陸軍航空部隊の沿革（マッカーサー司令部への回答）　昭和２０．
１０

陸軍省

陸空-中央全般-134 連合軍司令部回答書類綴　昭和２０．１１ 陸軍省
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陸空-中央全般-135 航空特攻戦備　昭和２１．３ 史実調査部長

陸空-中央全般-136 日本航空の回顧（初期の実相）原稿） 男爵陸軍中将　徳川好敏

陸空-中央全般-137 日本陸軍航空部隊の沿革　明治３７年～昭和１６年 -

陸空-中央全般-138
日本陸軍航空作戦情報要求の件に関する陸軍調査部質問書（其
の７）回答　昭和２０．１１

１復

陸空-中央全般-139
日本陸軍航空作戦関係情報要求の件に関する陸軍調査部質問
書（其の９）回答　昭和２０．１１

１復

陸空-中央全般-140
日本陸軍航空作戦関係情報要求の件に関する陸軍調査部質問
書（其の１１）回答　昭和２０．１１

１復

陸空-中央全般-141
日本陸軍航空作戦関係情報要求の件に関する陸軍調査部質問
書（其の１２）回答　昭和２０．１１

-

陸空-中央全般-142
日本陸軍航空作戦関係情報要求の件に関する陸軍調査部質問
書（其の１２）回答　昭和２０．１１

１復

陸空-中央全般-143
「日本陸軍航空作戦関係情報要求の件」に関する陸軍調査部質
問書（其の１３）回答　昭和２０．１１

-

陸空-中央全般-144
日本陸軍航空作戦情報要求の件に関する陸軍調査部質問書（其
の１３）回答　昭和２０．１１

-

陸空-中央全般-145
日本陸軍航空作戦情報要求の件に関する陸軍調査部質問書（其
の１４）回答　昭和２０．１１

１復

陸空-中央全般-146
日本陸軍航空作戦情報要求の件に関する陸軍調査部質問書（其
の１４）回答　昭和２０．１１

１復

陸空-中央全般-147
日本陸軍航空作戦関係情報要求の件に関する陸軍調査部質問
書（其の１４）回答　昭和２０．１１

-

陸空-中央全般-148
日本陸軍航空作戦関係情報要求の件に関する陸軍調査部質問
書（其の１７）回答　昭和２０．１１

１復

陸空-中央全般-149 鮮台人．所属部隊行動表 第５飛行師団隷下

陸空-中央全般-150 鮮台人．所属部隊行動表 第６飛行師団隷下

陸空-中央全般-151 飛行台覧関係資料　大正１３年 -

陸空-中央全般-152 主要日本航空部隊の略歴　昭和２１．３ 第１復員省

陸空-中央全般-153 陸軍部隊調査表（其の４）　航空関係　昭和２０．１０ 陸軍省

陸空-中央全般-154 帝国陸軍飛行機現況表　昭和２０．８ 大本営陸軍部

陸空-中央全般-155 外地航空部隊状況要覧　昭和２１．５ 留守業務部航空課

陸空-中央全般-156 外地航空部隊状況要覧　昭和２１．５ 留守業務部航空課

陸空-中央全般-157 主要購入外国機性能一覧表　昭和１２年まで -

陸空-中央全般-158 米国戦略爆撃調査報告書　目録　等　昭和５１．２ -

陸空-中央全般-159 主要外国軍用機性能及び生産数一覧表　昭和５０．２ 航空班　長島３佐

陸空-中央全般-160 陸軍省新聞班編　小冊子（３冊）　昭和９．３～１２．３ 空中国防の趨勢等

陸空-中央全般-161 建物内の火気使用個所防火構造　規準 陸軍航空本部

陸空-中央全般-162 鮮台人所属部隊行動表 第５航空軍隷下

陸空-中央全般-163 鮮台人所属部隊行動表 第９飛行師団隷下

陸空-中央全般-164 日本陸軍機諸元性能全集　昭和４９．７ １空尉　長島務

陸空-中央全般-165 航空改善に関する意見書　昭和１７．７ 稲田正純少将

陸空-中央全般-166 空襲状況関係綴　昭和１７～２０年 陸軍大佐　稲留勝彦資料

陸空-中央全般-167 飛行機に関する通俗的説明　昭和６．６ 高木文庫

陸空-中央全般-168 局地偵察参考　昭和１９．１０ -

陸空-中央全般-169 陸軍航空について -

陸空-中央全般-170 航空関係部隊軍令目録　昭和１６．５．２２～２０．７．１０ 戦史部史料係



令和５年１月１２日

陸空-中央全般-171 陸海軍航空材料規格一覧表　昭和１４年４月
中島飛行機株式会社太田製作
所

陸空-中央全般-172 航空特攻作戦記録の概要　昭和２０年８月１０日 第１復員局資料整理部

陸空-中央全般-173 仏国での飛行訓練及び　各種飛行競技に関するメモ 柏原　振一

陸空-中央全般-174 独伊派遣軍事視察団報告資料　航空　其１　昭和１６年 原少将

陸空-中央全般-175 陸軍航空兵科創立祝典　大正１４年８月５日 所沢飛行場

陸空-中央全般-176
１９１９年頃　フランス空軍戦史部所蔵　滋野清武男爵等に関する
資料

-

陸空-中央全般-177 特別航空兵演習概況　昭和３年 陸軍航空本部

陸空-中央全般-178 空中射手必携　昭和１１年 明野陸軍飛行学校

陸空-中央全般-179 英・米・蘇軍飛行機識別の参考　昭和１７年夏頃 -

陸空-中央全般-180 昭和１２年５月　幹部実設演習に関する書類綴 寺本大佐

陸空-中央全般-181 大正１５年　飛行第２連隊資料 飛行第２連隊

陸空-中央全般-182 昭和３年　航空加俸改正案 寺本熊市少佐

陸空-中央全般-183 昭和２年　業務申送事項概要航本 寺本熊市少佐

陸空-中央全般-184 昭和２年　航空情報（特別情報第２３号） 陸軍航空本部

陸空-中央全般-185 昭和５年　航空情報（航空調査資料昭５第９号） 陸軍航空本部

陸空-中央全般-186 昭和５年　航空情報（航空調査資料昭５第１１号） 陸軍航空本部

陸空-中央全般-187 昭和５年　航空情報（航空調査資料昭５第２３号） 陸軍航空本部

陸空-中央全般-188 昭和５年　航空情報（航空調査資料昭５第３２号） 陸軍航空本部

陸空-中央全般-189 昭和５年　航空情報（航空調査資料昭５第３８号） 陸軍航空本部

陸空-中央全般-190 昭和６年　航空情報（航空調査資料昭６第１号） 陸軍航空本部

陸空-中央全般-191 昭和６年　航空情報（航空調査資料昭６第６号） 陸軍航空本部

陸空-中央全般-192 昭和５年　航空調査資料 陸軍航空本部

陸空-中央全般-193 昭和８年　動員会議における議決 -

陸空-中央全般-194 昭和１３年　浜校における後進教育資料 寺本熊市

陸空-中央全般-195 寺本熊市資料雑綴 -

陸空-中央全般-196 一式双発高等練習機航空事故調査 第４教育飛行隊

陸空-中央全般-197 航空こぼれ話 絵野沢静一

陸空-中央全般-198
陸軍航空関連史料　技術関係史編纂　衛生史　経理の変遷　第５
飛行師団及び第３航空軍　南西方面航空作戦

第1復員省(局）史実調査部

陸空-中央全般-199 航空特攻作戦記録の概要（未定稿）　昭和２０年８月１０日 第１復員局資料整理部

陸空-中央航空作戦指導-1 陸軍航空沿革史　航空用兵 -

陸空-中央航空作戦指導-2 米空軍航空機情報 東京師団司令部

陸空-中央航空作戦指導-3 航空特攻作戦記録の概要（未定稿）　昭２２．８ 第１復員局　資料整理部

陸空-中央航空作戦指導-4 航空特攻作戦実施　概観要図 -

陸空-中央航空作戦指導-5 航空作戦綱要写第１編　航空部隊の編組及任務 第１復員局

陸空-中央航空作戦指導-6 航空作戦綱要写第１編　航空部隊の編組及任務 第１復員局

陸空-中央航空作戦指導-7 航空作戦綱要写第１編　航空部隊の編組及任務 第１復員局
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陸空-中央航空作戦指導-8 航空作戦綱要 -

陸空-中央航空作戦指導-9 航空作戦綱要 第１２冊から複製　陸軍省

陸空-中央航空作戦指導-10 航空作戦綱要　昭１９．２ 史実調査部

陸空-中央航空作戦指導-11 航空作戦綱要　昭１９．２ 史実調査部

陸空-中央航空作戦指導-12 比島・台湾・硫球方面　作戦準備視察報告　昭１９．８．１７ 山田大佐他

陸空-中央航空作戦指導-13 大型爆撃機に対する戦闘の参考 陸軍航空総監部

陸空-中央航空作戦指導-14 航空作戦綱要　第１編　航空部隊の編組及び任務 第１復員局

陸空-中央航空作戦指導-15 航空作戦綱要　第１編　航空部隊の編組及び任務 第１復員局

陸空-中央航空作戦指導-16 航空作戦綱要に対する質疑並に回答　昭和１９．６ 陸軍航空総監部

陸空-中央航空作戦指導-17 航空作戦綱要 -

陸空-中央航空作戦指導-18 航空作戦綱要写 -

陸空-中央航空作戦指導-19 航空作戦綱要 史実調査部

陸空-中央航空作戦指導-20 航空作戦綱要　昭和１８．１２ 陸軍航空総監部

陸空-中央航空作戦指導-21 防空関係史料 木原中佐

陸空-中央航空作戦指導-22 第４航空軍作戦命令　昭和１９．１１ -

陸空-中央航空作戦指導-23 陸上空軍作戦原則抜萃（航空作戦綱要） １復

陸空-中央航空作戦指導-24 陸軍航空準備及び運用関係史料　昭和４５年 調査史料綴

陸空-中央航空作戦指導-25 義烈空挺隊　攻撃計画　昭和２０年５月 -

陸空-中央航空作戦指導-26
義烈空挺隊員　陸軍少尉　小林真吾　両親宛の遺書　昭和２０年
５月２３日１３時

-

陸空-中央航空作戦指導-27 現難局打開ノ為　航空トシテノ新戦法に関スル研究 -

陸空-中央編制用法-1 陸軍航空沿革史　陸軍航空編制々度 第１復員局

陸空-中央編制用法-2 陸軍航空沿革史　陸軍航空編制々度 第１復員局

陸空-中央編制用法-3 陸軍航空沿革史　陸軍航空編制々度 第１復員局

陸空-中央編制用法-4 陸軍航空沿革史　陸軍航空編制々度 第１復員局

陸空-中央編制用法-5 陸軍航空沿革史　陸軍航空編制々度 第１復員局

陸空-中央編制用法-6 航空部隊用法（付同編纂理由書）　昭１２．１１ 陸軍航空本部

陸空-中央編制用法-7 航空部隊用法（付同編纂理由書）　昭１２．１１ 陸軍航空本部

陸空-中央編制用法-8 留航資第２０号航空部隊配置要図　昭和２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-10 航空部隊の編組及任務 第１復員局

陸空-中央編制用法-11 航空部隊の編組及任務 第１復員局

陸空-中央編制用法-12 陸軍航空部隊編制々度概見表 第１復員局

陸空-中央編制用法-13 陸軍航空部隊編制々度概見表 第１復員局

陸空-中央編制用法-14 陸軍航空部隊　編制制度概見表 １復史実調査部航空班

陸空-中央編制用法-15 陸軍航空部隊編制定員集計表　昭１５ 参謀本部第３課

陸空-中央編制用法-16 陸軍航空部隊編成改編　時期一覧表（案）　昭２１．２ 第１復員局

陸空-中央編制用法-17 陸軍航空部隊の編成　昭１３～２０ 戦史部　生田惇
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陸空-中央編制用法-18
陸軍航空本部・技術研究所　審査部編制表（軍令陸乙第２７号付
表）　昭１７

陸軍航空本部

陸空-中央編制用法-19 陸軍航空本部各部課　高等官業務分担表　昭１３．７ 陸軍航空本部

陸空-中央編制用法-20 飛行部隊主要運用概見表　昭１６．９～１９．１２ 第１復員局

陸空-中央編制用法-21 飛行部隊主要運用概見表　昭１６．９～２０．８ 第１復員局

陸空-中央編制用法-22 飛行部隊主要運用概見表　昭１６．９～２０．８ 第１復員局

陸空-中央編制用法-23 飛行部隊主要運用概見表　昭１６．９～２０．８ 第１復員局

陸空-中央編制用法-24 陸軍部隊概況表（航空及船舶部隊） 留守業務部

陸空-中央編制用法-25 航空部隊一覧表（人事科用） 陸軍航空本部

陸空-中央編制用法-26 陸軍航空部隊一覧表　昭１８．１２．３１ 山下　義之

陸空-中央編制用法-29 航空部隊通称番号一覧表　昭和２１．９．１ １復

陸空-中央編制用法-30 航空部隊関係通称号補遺 第１復員局

陸空-中央編制用法-31 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-32 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-33 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-34 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-35 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-36 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-37 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-38 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-39 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-40 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-41 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-42 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-43 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-44 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-45 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-46 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-47 航空部隊配置要図　昭２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-48 陸軍航空本部人事関係回答資料　終戦時 -

陸空-中央編制用法-49 消耗戦略と航空用兵
陸軍大学校　研究部主事　青木
喬大佐

陸空-中央編制用法-51 外地航空部隊状況要覧　昭２１．５．３１ 第１復員局

陸空-中央編制用法-52 陸軍航空部隊編制々度概見表 第１復員局

陸空-中央編制用法-53 航空関係部隊一覧表　昭２５．１１ 第１復員局

陸空-中央編制用法-54 陸軍航空部隊編制々度概見表 第１復員局

陸空-中央編制用法-55
陸軍兵器行政本部　技術研究所編制表（昭１７　軍令陸第２７号付
表）

-

陸空-中央編制用法-56 昭和１２年以降軍関係　作戦軍の編合概見表　昭１２～２０ -
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陸空-中央編制用法-57 各飛行場別飛行機一覧表　昭２０．８．３１ ３航軍

陸空-中央編制用法-58 航空部隊通称番号一覧表 第１復員局

陸空-中央編制用法-59 菅原道大中将の陸軍航空に関する所見集 菅原　道大

陸空-中央編制用法-60 マレー作戦における　陸軍航空部々隊の編制 堀川　龍己

陸空-中央編制用法-61 南東方面部隊の兵力及び編成資料　航空関係部隊 復員局

陸空-中央編制用法-62 編合部隊名調査書　第５飛行師団　昭１６．１１～２１．２ 第１復員局

陸空-中央編制用法-63 挺進連隊の編成装備に関する改善意見 挺進第２連隊

陸空-中央編制用法-64 塩月三市履歴及び第７５飛行場　大隊編成表 -

陸空-中央編制用法-65 緬甸方面軍　隷下　指揮下　部隊通称号表 -

陸空-中央編制用法-66 第２．４．飛行師団の編合　昭１９．５．１２ -

陸空-中央編制用法-67 「と」飛行隊の編成　昭１９．１０．２１～２０．４ -

陸空-中央編制用法-68 陸軍航空部隊編制制度 第１復員局　史実部航空班

陸空-中央編制用法-69 対空航測隊展開配置図　昭２０．８．１ 航空総軍司令部

陸空-中央編制用法-70 航空作戦綱要写　第１編　航空部隊の編組及任務 第１復員局

陸空-中央編制用法-71 航空作戦綱要写　第１編　航空部隊の編組及任務 第１復員局

陸空-中央編制用法-72 陸軍航空部隊編制．同細則　昭和１６．５．２１ 陸軍省

陸空-中央編制用法-73 大東亜戦争中期　航空部隊編合表　其の３ 木村３佐

陸空-中央編制用法-74 大東亜戦争後期　航空部隊編合表　其の４ 木村３佐

陸空-中央編制用法-75 陸軍航空関係　軍令抜萃 木村３佐

陸空-中央編制用法-76
陸軍航空部隊　編成及び編制改正　一覧表（飛行戦隊および飛行
場大隊の部）　自昭和１３．７～至昭和２０．８

木村３佐

陸空-中央編制用法-77 陸軍軍用機設計の史的観察 -

陸空-中央編制用法-78 気球研究会並　航空制度改善書類　大正６．１２～７．１２
当時交通兵団司令部付　少将
井上幾太郎保管

陸空-中央編制用法-79 航空部隊配置要図　留航資第２０号　昭和２２．７．２１ 航空課

陸空-中央編制用法-80 航空部隊編制人員集計　終戦時人員試算 -

陸空-中央編制用法-81 航空隊用法要綱　案　昭和８．３．８ -

陸空-中央編制用法-82 各種飛行機任務一覧図 -

陸空-中央編制用法-83 航空部隊編合表　其の１ 木村３空佐

陸空-中央編制用法-84 第５４飛行場中隊関連史料　昭和１９．５～１９．８ －

陸空-中央編制用法-85 陸軍航空部隊編制任務の概要（案）　昭和２０．９ 陸軍省軍事課

陸空-中央編制用法-86 航空兵備（１／２）　昭和２０年度 軍事課．第３課　浜谷少佐

陸空-中央編制用法-87 航空兵備（２／２）　昭和２０年度 軍事課第３課　浜谷少佐

陸空-中央編制用法-88 大東亜戦航空戦史に関する観察 青木大佐

陸空-中央編制用法-89 第１編　航空部隊の編組　及び任務 -

陸空-中央編制用法-90 航空編制関係資料　昭和１１～１３年 -

陸空-中央編制用法-91 航空兵備要綱案　昭和２７．１ １復

陸空-中央編制用法-92 陸軍（航空）現役将校編成表　昭和８．９現在 -
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陸空-中央編制用法-93 内地航空部隊通称号一覧表　昭和２２．５ 留守業務局航空課

陸空-中央編制用法-94 東軍航空隊に関する参考書　大正１１．１１ 山崎少佐

陸空-中央編制用法-95 陸軍航空関係部隊　通称号索引表　昭和２６．６ 留守業務部

陸空-中央編制用法-96 空輸挺進隊に就て　昭和１５．６ 陸軍大学校

陸空-中央編制用法-97 教導飛行師団について -

陸空-中央編制用法-98 空地連絡に関する資料 歩技研究部

陸空-中央職員表-1 陸軍航空　官衙学校部隊　職員表　昭１０．３ -

陸空-中央職員表-2 第２１独立飛行隊将校准士官　職員表　昭１５ -

陸空-中央職員表-4
第９飛行団将校職員表　昭１５．３．１０　第９飛行団将校各部将校
職員表　昭１４．１１．１０及１４．４．１５

第９飛行団司令部

陸空-中央職員表-5 職員表　昭１６．８．１０ 第５飛行集団

陸空-中央職員表-6 第５飛行師団将校職員表　昭１２．９．２０ 第５飛行師団司令部

陸空-中央職員表-7 第３航空軍司令部　将校高等文官職員表　昭１７～１８ -

陸空-中央職員表-8 第１１飛行師団高等官職員表　昭２０．６．１ 第１１飛行師団司令部

陸空-中央職員表-9 陸軍航空部隊官衙学校職員表　昭１０．５ 在満航空部隊を含む

陸空-中央職員表-10 第５飛行集団職員表 -

陸空-中央職員表-11 第２航空軍　部隊長職員表　昭２０．６．２０調整　２０．７．１０訂正 -

陸空-中央職員表-12 第６航空軍　高等官職員表　昭２０．６．１ 第６航空軍司令部

陸空-中央職員表-13 第９飛行師団将校職員表 第９飛行師団司令部

陸空-中央職員表-14 旧陸軍航空部隊の人員について（特に操縦者） -

陸空-中央職員表-15 部隊職員表　昭１９．５．１５～２１．１
仙台飛行学校　第１練習飛行団
第１０２教育飛行連隊　第１０４
教育飛行団司令部等

陸空-中央職員表-16
大東亜戦争人名関係諸表（全航空部隊長停年名簿より）　Ｓ１９．
９．１～２０．８．１５

生田　惇

陸空-中央職員表-17 職員表　昭和１９．４ 第１９航空地区隊

陸空-中央職員表-18 将校職員表　昭和２１．３調 第５飛行師団司令部

陸空-中央職員表-19
昭和２、８、９年航空本部職員表　昭和１２年留守航空兵団司令部
職員表

第５飛行師団司令部

陸空-中央名簿-6 陸軍航空将校経歴表（あ行）１／６　昭５６．１作成 防衛研修所　戦史部

陸空-中央名簿-7 陸軍航空将校経歴表（か行）２／６　昭５６．１作成 防衛研修所　戦史部

陸空-中央名簿-8 陸軍航空将校経歴表（さ行）３／６　昭５６．１作成 防衛研修所　戦史部

陸空-中央名簿-9 陸軍航空将校経歴表（た行）４／６　昭５６．１作成 防衛研修所　戦史部

陸空-中央名簿-10 陸軍航空将校経歴表（な．た行）５／６　昭５６．１作成 防衛研修所　戦史部

陸空-中央名簿-11 陸軍航空将校経歴表（ま～わ行）６／６　昭５６．１作成 防衛研修所　戦史部

陸空-中央名簿-13_2 陸軍特攻戦没者名簿　其１～其５ 第１復員局

陸空-中央名簿-14 陸軍特攻戦没者名簿　昭２８．１２　其の１～其の５ 第１復員局

陸空-中央名簿-15 陸軍特攻戦没者名簿　昭２８．１２　其の１～其の５ 第１復員局

陸空-中央名簿-16 陸軍特攻戦没者名簿　昭２８．１２　其の１～其の５ 第１復員局

陸空-中央名簿-17 陸軍特攻戦没者名簿　昭２８．１２　其の１～其の５ 第１復員局

陸空-中央名簿-18 陸軍航空部隊高等官職員表　昭５．４．２０調 陸軍航空本部
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陸空-中央名簿-19 陸軍航空部隊高等官職員表　昭５．４．２０調 陸軍航空本部

陸空-中央名簿-20 将校操縦者名簿 -

陸空-中央名簿-21 陸軍航空通信学校職員表　昭１５．１２．１５現在 陸軍航空通信学校

陸空-中央名簿-22 熊谷陸軍飛行学校　関係名簿資料 熊谷陸軍飛行学校

陸空-中央名簿-23 陸軍電波兵器練習部　将校職員表　昭２０．７．１調 電波兵器練習部

陸空-中央名簿-24 陸軍航空士官学校職員表　昭１７．４ 陸軍航空士官学校

陸空-中央名簿-25 陸軍航空士官学校職員表　昭１７．１２ 陸軍航空士官学校

陸空-中央名簿-26 多摩陸軍技術研究所　高等官職員表　昭２０ 多摩陸軍技術研究所

陸空-中央名簿-27
多摩陸軍技術研究所　主要職員自宅電話番号表　昭１９．９．１２
調

多摩陸軍技術研究所

陸空-中央名簿-28 航空士官学校満洲派遣隊　人名簿　昭２０．９．１５ 航空士官学校

陸空-中央名簿-29
陸軍兵器行政本部技術部及び　陸軍技術研究所研究嘱託名簿
昭２０．１．１

陸軍兵器行政本部　陸軍技術
研究所

陸空-中央名簿-30 第４航空教育団岐阜第２　航空教育隊人名表　昭１９．４
第２航空教育隊長　陸軍中佐
児島義徳

陸空-中央名簿-31 第１６教育飛行隊連名簿 第１６教育飛行隊

陸空-中央名簿-32 特操第１期生名簿　昭４６．１現在 特操第１期生

陸空-中央名簿-33 第２期操縦生徒名簿　１９６８年 第２期操縦生徒

陸空-中央名簿-34 旧飛行第１３戦隊名簿　昭４８．１ 飛行第１３戦隊

陸空-中央名簿-35 太刀洗陸軍飛行学校関係（名簿）資料 太刀洗陸軍飛行学校

陸空-中央名簿-36 太刀洗会会員名簿　昭４５ 太刀洗会

陸空-中央名簿-37 燕会会員名簿 燕会

陸空-中央名簿-38 飛行第６８．７８戦隊名簿 第６８．第７８戦隊

陸空-中央名簿-39 飛行第２４６戦隊戦友会名簿　昭４８．４ 第２４６戦隊

陸空-中央名簿-40 飛１会会則人名簿（第６飛行戦隊．第１３．第８５戦隊） 飛１会

陸空-中央名簿-41 少飛６期会会員名簿　昭４３．５ 少飛６期会

陸空-中央名簿-43 片鎌会名簿　付．飛行第９戦隊小史 片鎌会

陸空-中央名簿-44 飛行第１１期会報綴（名簿） 飛行第１１期会

陸空-中央名簿-45 決と号飛行隊員名簿其の１ 第１航空軍

陸空-中央名簿-46 決と号飛行隊員名簿其の２ 第１航空軍

陸空-中央名簿-47 決と号飛行隊員名簿 第１航空軍

陸空-中央名簿-48 決と号関係名簿其の１ 第６航空軍

陸空-中央名簿-49 決と号関係名簿其の２ 第６航空軍

陸空-中央名簿-50 決と号人事に関する書類綴 参謀本部人事班

陸空-中央名簿-51 決と号人事に関する書類綴 航空本部人事班

陸空-中央名簿-52 決と号恩賞関係旧書類 航空本部

陸空-中央名簿-53 第８飛行師団特別攻撃隊　参考資料 航空課第１班

陸空-中央名簿-54 恩賞に関する発翰綴 と号業務班

陸空-中央名簿-55 功績恩賞に関する来翰綴 と号業務班
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陸空-中央名簿-56 航空部隊長名簿及び　航空関係将佐官名簿 陸軍航空本部

陸空-中央名簿-57 航空部隊長名簿及び　航空関係参謀名簿 陸軍航空本部

陸空-中央名簿-58 第８方面軍飛行隊　剛１１２５部隊留守名簿　昭２０．８．１５調 第８方面軍飛行隊

陸空-中央名簿-59 第６航空軍職員名簿　昭２０．１１．２５ 第６航空軍残務整理部

陸空-中央名簿-60 第７飛行師団及び　第９飛行師団関係人名表 第７．第９．飛行師団

陸空-中央名簿-64 第８飛行師団特攻戦死者　恩賞一覧 第８飛行師団

陸空-中央名簿-65 第８飛行師団特攻隊名簿 第８飛行師団

陸空-中央名簿-66 第３１対空無線隊住所録　昭和３７．１１調 川名　安博

陸空-中央名簿-67 第８飛行師団陣没者名簿 第８飛行師団（誠部隊）

陸空-中央名簿-68 飛行第１２戦隊在隊者　生存者　戦没者　名簿 第１２戦隊

陸空-中央名簿-69 飛行第５０戦隊　誠第９９１４部隊留守名簿 第５０戦隊

陸空-中央名簿-70 飛行第５０戦隊留守名簿 第５０戦隊

陸空-中央名簿-71 飛行第５０戦隊死没者名簿 第５０戦隊

陸空-中央名簿-72 飛行第５０戦隊死亡者覚書 第５０戦隊

陸空-中央名簿-73 飛行第５６戦隊戦死殉職者　名簿其の１ 第５６戦隊

陸空-中央名簿-74 飛行第５６戦隊戦死殉職者　名簿其の２ 第５６戦隊

陸空-中央名簿-75 飛行第６０戦隊行動略歴　戦没者名簿　昭１５．８～２０．２
当時飛行第６０戦隊　中隊長少
佐　佐藤重由

陸空-中央名簿-76 飛行第６０戦隊戦病者名簿　付生死不明者名簿
当時飛行第６０戦隊　中隊長少
佐　佐藤重由

陸空-中央名簿-77 飛行第６０戦隊戦病者名簿 第６０戦隊

陸空-中央名簿-78 飛行第６４戦隊名簿 第６４戦隊

陸空-中央名簿-79 飛行第６４戦隊　戦死者名簿　昭１６．１２～２０．４ 第６４戦隊

陸空-中央名簿-80 飛行第６８戦隊名簿 第６８戦隊

陸空-中央名簿-81 飛行第６８戦隊名簿 第６８戦隊

陸空-中央名簿-82 飛行第６８戦隊在隊者名簿 第６８戦隊

陸空-中央名簿-83
飛行第６８戦隊ニューギニヤ　戦闘概況と死没及び　終戦時在隊
者名簿

第６８戦隊

陸空-中央名簿-85 飛行第６６戦隊　生存者名簿 -

陸空-中央名簿-86 飛行第６６戦隊　戦死・殉職者抜萃　昭１９．８～２０．６ -

陸空-中央名簿-87 第５航空軍状況不明者名簿　其の１ 留守業務部

陸空-中央名簿-88 第５航空軍状況不明者名簿　其の２ 留守業務部

陸空-中央名簿-89 第２航空軍状況不明者連名簿　其の１ 留守業務部

陸空-中央名簿-90 第２航空軍状況不明者連名簿　其の２ 留守業務部

陸空-中央名簿-91 第２航空軍状況不明者名簿　其の３ 留守業務部

陸空-中央名簿-92
独立飛行第２４中隊　隊員名簿（旧飛行飛５４戦隊　第１中隊を含
む）

-

陸空-中央名簿-93 飛行第２４８戦隊　人名簿 -

陸空-中央名簿-94 飛行第１６戦隊　留守担当者名簿
高第９１４２部隊　飛行第１６戦
隊本部

陸空-中央名簿-95 飛行第６４戦隊名簿 -
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陸空-中央名簿-96 戦時イロハ留守担当者名簿　昭１７．９．１５調 飛行第８戦隊　第１中隊

陸空-中央名簿-97 不死鳥会員名簿（旧満洲第１６６１６部隊員名簿） -

陸空-中央名簿-98 少飛１０期会「ひとみ」綴（含．少飛第３．７．８期名簿） -

陸空-中央名簿-99 少飛８期会報（元陸軍少年飛行兵） -

陸空-中央名簿-100 戦病没者名簿　付生死不明者名簿 飛行第６０戦隊

陸空-中央名簿-101 第１０独立飛行団　関係部隊幹部名簿　昭２０．７．１ -

陸空-中央名簿-102 第５航空通信連隊　略歴及び幹部名簿（満洲－濠北） -

陸空-中央名簿-103 独立第８９飛行中隊　松原大尉戦時名簿 -

陸空-中央名簿-104 陸軍特攻戦没者名簿　其の１　比島方面飛行部隊の部 -

陸空-中央名簿-105 飛行第９８戦隊　戦友住所録 角本　正雄

陸空-中央名簿-106 雄鷲会．伯林会　招へい者名簿 三浦　正治

陸空-中央名簿-107 飛行第１６戦隊　飛行第２大隊関係者名簿
元１６飛行戦隊　陸軍大佐　梁
瀬健吾

陸空-中央名簿-108
飛行第６５戦隊（靖第９１０４部隊）　死没者功績関係書類　昭２０．
４．１～２０．５．４　その他

元戦隊長　吉田穆

陸空-中央名簿-109 第１００飛行団　会員名簿 -

陸空-中央名簿-110
木下部隊（第３飛行集団）　関係戦没者名簿　昭１４．９．８～１６．
９．９

-

陸空-中央名簿-111 現役将校名簿　昭２０．９．４調 第１挺進団　司令部

陸空-中央名簿-112 第１１航空情報連隊　人名簿（終戦後作成） -

陸空-中央名簿-114 戦時死亡者報告 独立飛行第７４中隊

陸空-中央名簿-115 飛行第１２戦隊　戦死者メモ 野本　重男

陸空-中央名簿-116 飛行第６４戦隊　戦死者名簿 -

陸空-中央名簿-117 飛行第８３戦隊関係者　住所録 -

陸空-中央名簿-118 奥本中尉　功績名簿及感状 -

陸空-中央名簿-119 飛１会人名簿及飛１会　会合記念写真 -

陸空-中央名簿-120 天鷲第１８４２８部隊　人名表（飛行第５６戦隊）　昭２０．８ -

陸空-中央名簿-121 第１挺進団名簿
元第１挺進団長　陸軍大佐　中
村勇

陸空-中央名簿-122 第６航空情報連隊将校　同　第４中隊　人名簿　昭２０．終戦時 -

陸空-中央名簿-123 飛行第６０戦隊第３中隊　戦死者一覧表 佐藤重由大尉　記録

陸空-中央名簿-124 第９飛行師団司令部　在職将校名簿　昭１９．１０～２０．７ -

陸空-中央名簿-125 海燕第１隊復員名簿 -

陸空-中央名簿-126 准士官下士官　実役停年名簿 第５６　飛行場大隊

陸空-中央名簿-127 航空関係　名簿綴 -

陸空-中央名簿-128 ハルマヘラ島濠北派遣　襲１５３４６部隊名簿 -

陸空-中央名簿-129 飛行　第１　第１１　戦隊空中勤務者　調査表　昭１７．１１．末 -

陸空-中央名簿-131 第２飛行集団長経歴及　上奏資料 儀峨　徹二

陸空-中央名簿-132 濠北方面第８航空情報隊　戦史資料（井坂武史大尉　履歴書） -

陸空-中央名簿-133 航空部隊将校人名簿綴 軍事課航空班
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陸空-中央名簿-134 第４期技術生徒　卒業者名簿　昭和１４．５．１２ 所沢陸軍航空技術学校

陸空-中央名簿-135 攻撃兵器工業会会員名簿　昭和１９．１ 航空工業会

陸空-中央名簿-137 航空関係歴代部隊長名簿　昭和３７．７ -

陸空-中央名簿-138 飛行第１９戦隊員名簿　昭和４３．８ -

陸空-中央名簿-139 少年飛行兵関係　各期別名簿綴　昭和４３年現在 -

陸空-中央名簿-141 第２航空軍所属不明「特」　昭和２３年 -

陸空-中央名簿-142 未帰還者名簿 第１飛行師団（１復史料）

陸空-中央名簿-143 ソ連地区未帰還者索引名簿（函館）　昭和２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-144 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の１（釧路）　昭和２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-145 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の２（札幌．樺太）　昭和２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-146 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の３（秋田県）　昭和２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-147 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の４（茨城県）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-148 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の５（新潟県）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-149 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の６（長野県）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-150 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の７（岐阜県）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-151 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の８（富山県）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-152 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の９（愛知県）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-153 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の１０（滋賀県）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-154 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の１１（奈良県）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-155 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の１２（京都府）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-156 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の１３（大阪府）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-157 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の１４（岡山県）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-158 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の１５（兵庫県）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-159 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の１６（鳥取県）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-160 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の１７（広島県）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-161 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の１８（福島県）　昭２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-162 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の１９（和歌山県）　昭和２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-163 ソ連地区未帰還者索引名簿　其の２０（石川県）　昭和２３．２ 留業局航

陸空-中央名簿-164 未帰還者名簿　其の１ 第２航空軍　１復史料

陸空-中央名簿-165 未帰還者名簿　其の２ 第２航空軍　１復史料

陸空-中央名簿-166 未帰還者名簿　其の３ 第２航空軍　１復史料

陸空-中央名簿-167 未帰還者名簿　其の４ 第２航空軍　１復史料

陸空-中央名簿-168 未帰還者名簿　其１ 第５航空軍　１復史料

陸空-中央名簿-169 未帰還者名簿　其の２ 第５航空軍　１復史料

陸空-中央名簿-170 未帰還者名簿　其の２ 航空所属不明

陸空-中央名簿-171 陸軍航空特攻名簿 戦史部航空班
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陸空-中央名簿-172 陸軍特攻戦没者名簿（２）（南方方面飛行部隊）　昭和２８．１２ 復員局留守業務部

陸空-中央名簿-173 陸軍特攻戦没者名簿（３）（台湾．沖縄方面）　昭和２８．１２ -

陸空-中央名簿-174 陸軍特攻戦没者名簿（４）（九州．沖縄方面）　昭和２８．１２ -

陸空-中央名簿-175 陸軍特攻戦没者名簿（５）（本土方面）　昭和２８．１２ -

陸空-中央名簿-176 終戦時の航空部隊長名 -

陸空-中央名簿-177 陣没者名簿　昭和４０．５ 第８飛行師団（誠部隊）

陸空-中央名簿-178 陣没者名簿　昭和４０．５ 第８飛行師団（誠部隊）

陸空-中央名簿-179 航空関係人名簿 -

陸空-中央名簿-180_2 陸軍航空部隊所管別将校人名表（航空本部）　昭和２０年１１月 陸軍省

陸空-中央名簿-180_3
陸軍航空部隊所管別将校人名表（航空総軍．軍需省．第１．２．
３．５．６．航空軍）　昭和２０年１１月

陸軍省

陸空-中央名簿-180_4
陸軍航空部隊所管別将校人名表（第１．８．１０．１１．１２．１３．５
１．５２．５３飛行師団第１４方面軍．その他）　昭和２０年１１月

陸軍省

陸空-中央名簿-181 陸軍特攻戦没者名簿（１）（比島方面航空部隊）　昭和２８．１２ 復員局留守業務部

陸空-中央名簿-182
陸軍特攻戦没者名簿（別冊１）（比島方面挺進部隊）　昭和２８．１
２

復員局留守業務部

陸空-中央名簿-184 水戸陸軍飛行学校　職員録　昭和１４年１１月 -

陸空-中央名簿-186 第２５飛行場大隊　名簿等綴　昭和１９年～２０年 -

陸空-中央名簿-187 第２８教育飛行隊人員表　昭和１９年３月１日～２０年１１月１７日 第２８教育飛行隊

陸空-中央名簿-188 第２８飛行隊　戦死佐尉官功績列次名簿　昭和２０年７月頃 第２８教育飛行隊

陸空-中央名簿-189 就職被斡旋者連名簿　昭和２１年１月 第２８教育飛行隊

陸空-中央名簿-190 第２８教育飛行隊　天津帰国名簿　昭和２１年１月 第２８教育飛行隊

陸空-中央名簿-191 臨時飛行第３大隊編成表 臨時飛行第３大隊

陸空-中央名簿-192 少年飛行兵関係経歴調査表綴 戦史部航空班伊藤２佐

陸空-中央名簿-193
第２４野戦航空修理廠　隼第１７３０８部隊留守名簿　昭和２０年９
月１０日調整

第２４野戦航空修理廠

陸空-中央名簿-194 第３２飛行場中隊　第２次殊勲者功績名簿 第３２飛行場中隊

陸空-中央名簿-195 昭和１９年度　現認証明書、診断書綴 台湾第１９１０８部隊

陸空-中央名簿-196 昭和１７年１１月以降　死没者関係書類綴 独立飛行第４３中隊

陸空-中央名簿-197 昭和１７年１１月以降　死没者功績上申名簿綴 独立飛行第４３中隊

陸空-中央名簿-198 叙位叙勲に関する関係綴 独立飛行第４３中隊

陸空-中央名簿-199 第２６錬成飛行隊関係名簿類 第２６錬成飛行隊

陸空-中央航空基盤-1 独立空軍建設に関する意見　昭１１．５
海軍大学校教官　海軍中佐　加
来止男

陸空-中央航空基盤-2 航空基地に関する陸海軍　中央協定 第１復員局

陸空-中央航空基盤-3 航空こぼれ話　明４３～昭２０．８．１５ （航本技術部長）絵野佐静一

陸空-中央航空基盤-4 陸軍航空における　整備補給の大綱 大佐　永石正久

陸空-中央航空基盤-5 陸軍航空における　整備補給の大綱付表 大佐　永石正久

陸空-中央航空基盤-6
大東亜戦争間に於ける　陸軍航空燃料に関する記録　昭２０．９．
５

第１復員局

陸空-中央航空基盤-7 大東亜戦争間に於ける　陸軍航空燃料に関する記録 第１復員局

陸空-中央航空基盤-8 大東亜戦争間に於ける　陸軍航空燃料に関する記録 第１復員局
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陸空-中央航空基盤-9 飛行場設定の参考綴 第１１９野戦　飛行場設定隊

陸空-中央航空基盤-10 航空部隊再建に関する意見 ６飛行師団　稲田正純少将

陸空-中央航空基盤-11
第５飛行師団航空作戦基盤補遺（飛行場設定・通信航測・航空衛
生・航空気象）

鈴木　崇之

陸空-中央航空基盤-12 昭和１１年におけるドイツ航空　視察報告 視察団　大島浩少将　以下７名

陸空-中央航空基盤-13
第２０野戦航空修理廠長　現地自活資料ジャワ無線器製作所　経
過報告

第２０野戦航空修理廠長　陸軍
大佐　山之内大熊

陸空-中央航空基盤-14 航空増備に伴う資材関係　事項処理要綱（第１案）　昭１３．７．２７ 陸軍航空本部

陸空-中央航空基盤-15 陸軍航空整備補給関係資料　其の１ 戦史室　木村直人

陸空-中央航空基盤-16 陸軍航空整備補給関係資料　其の２ 戦史室　木村直人

陸空-中央航空基盤-17
陸軍航空整備補給関係聴取資料（山名要大佐・松本勝之助大佐・
岩田忠治中佐）　昭３６．２．１～３６．２．５

戦史室　木村直人

陸空-中央航空基盤-18 航空器材統計資料 -

陸空-中央航空基盤-20 加藤調査団報告結言　昭１５．９ 加藤調査団

陸空-中央航空基盤-21
陸軍航空部本部関係　参考書類綴　大正６．１２．２０～１２．１．１
１

当時陸軍航空部本部長　陸軍
中将　井上幾太郎保管

陸空-中央航空基盤-22 陸軍航空部本部創立当初の重要書類綴　大正８．６．１６～８．９
当時陸軍航空部本部長　中将
井上幾太郎保管

陸空-中央航空基盤-23 航空視察団報告　第１巻　１／３　昭和１１．１０～１２．２ 航空視察団

陸空-中央航空基盤-24 航空視察団報告　第２巻　２／３　昭和１１．１０～１２．２ 航空視察団

陸空-中央航空基盤-25 航空視察団報告　第２巻　３／３　昭和１１．１０～１２．２ 航空視察団

陸空-中央航空基盤-26 華府会議に関する書類綴　大正１０．９ 参謀本部航空班

陸空-中央航空基盤-27 中央航空研究所　昭和１７．１１～１８．９ 掘岡部長

陸空-中央航空基盤-28 兵器補給證票綴　昭和１９．５ 第５４飛行場中隊

陸空-中央航空基盤-29 納品発送明細書　昭和２０．６ 航空本部

陸空-中央航空基盤-30 航空戦備の追憶（満洲事変前後より）　昭和３０．２ 陸軍少将　長嶺亀助

陸空-中央航空基盤-31 陸軍航空作戦基盤における航空路勤務
航空通信保安長官部参謀　岡
本豪

陸空-中央航空基盤-32 保安部土地買収費に関する件照会　昭和１８．８ 陸軍省建築課長

陸空-中央航空基盤-33 米子飛行場規定　昭和２０．７ 第８３飛行場中隊

陸空-中央航空基盤-34
陸軍航空本部建築工場取締規程　兵事部敷地明細図（１／１２０
０）

-

陸空-中央航空基盤-35 飛行場候補地偵察報告書（伊那町）　昭和１８．６ 津々良建技大尉

陸空-中央航空基盤-36 陸軍航空整備関係　資料抜萃　其の３　昭和３７年 木村３佐

陸空-中央航空基盤-37 日本陸軍機諸元　性能一覧表　昭和５１．２ 航空班　長島３佐

陸空-中央航空基盤-38 飛行場要覧　第二篇　東部印度　昭和１９年４月 下志津陸軍士官学校

陸空-中央航空基盤-39 九三式双（単）軽爆撃機の故障統計と取扱に就いて 飛行第１６連隊材料廠本部

陸空-中央航空基盤-40 「べ・チェ・べ」４５０馬力発動機故障調査表 飛行第16連隊

陸空-中央航空基盤-41 昭和１１年飛行機事故調査抜粋 -

陸空-中央航空基盤-42 昭和１１年度　燃料状況報告 飛行第１６連隊

陸空-中央航空基盤-43 昭和１１年度　飛行機用油類計算基準表 飛行第16連隊

陸空-中央航空基盤-44 ジュピター４５馬力発動機諸元表 -

陸空-中央航空基盤-45 陸軍航空（整備）教育資料 -



令和５年１月１２日

陸空-中央兵器生産-1 陸軍航空技術沿革史　昭２１．１１ 第１復員局調整

陸空-中央兵器生産-2 陸軍航空技術沿革史　昭２２．５ 第１復員局調整

陸空-中央兵器生産-3 陸軍航空技術沿革史　昭２２．５ 第１復員局調整

陸空-中央兵器生産-4 陸軍航空技術沿革史　昭２２．５ 第１復員局調整

陸空-中央兵器生産-5 陸軍航空技術沿革史　昭２１．１１ 第１復員局調整

陸空-中央兵器生産-6 米英独電波兵器関係情報綴　昭１９　其の１ 陸軍航空本部調査課

陸空-中央兵器生産-7 米英独電波兵器関係情報綴　昭１９　其の２ 陸軍航空本部調査課

陸空-中央兵器生産-8 鹵獲電波兵器関係調査記録 陸軍航空本部調査課

陸空-中央兵器生産-9 航空兵器諸元表綴 陸軍航空本部部員　岩宮少佐

陸空-中央兵器生産-10 航空兵器諸元表綴 陸軍航空本部部員　岩宮少佐

陸空-中央兵器生産-11 航空兵器諸元表綴 航空本部部員　岩宮少佐

陸空-中央兵器生産-12 航空兵器諸元表綴 航空本部部員　岩宮少佐

陸空-中央兵器生産-13 陸軍航空本部・技術部部員　木村昇少佐資料　１ 航空技術少佐　木村昇

陸空-中央兵器生産-14 陸軍航空本部・技術部部員　木村昇少佐資料　２ 航空少佐　木村昇

陸空-中央兵器生産-15 陸軍航空本部・技術部部員　木村昇少佐資料　１ 航空技術少佐　木村昇

陸空-中央兵器生産-16 陸軍航空本部・技術部部員　木村昇少佐資料　２ 航空技術少佐　木村昇

陸空-中央兵器生産-17 陸軍航空本部・技術部部員　木村昇少佐資料　１ 航空技術少佐　木村昇

陸空-中央兵器生産-18 陸軍航空本部・技術部部員　木村昇少佐資料　２ 航空技術少佐　木村昇

陸空-中央兵器生産-19 １９４０年～終戦　航空兵器審査研究状況 陸軍航空本部

陸空-中央兵器生産-20 超短波を利用せる　双曲線航法の一案 加藤中尉

陸空-中央兵器生産-21 電波兵器研究記録 技術部調査課

陸空-中央兵器生産-22 特殊考案に関する懇談計画　昭１８．１～１９．１ 陸軍航空本部

陸空-中央兵器生産-23 気象第７中隊（風船爆弾中隊）関係史料 気象第７中隊

陸空-中央兵器生産-24 風船爆弾の破片 -

陸空-中央兵器生産-25 風船爆弾関係資料「丸」ほか -

陸空-中央兵器生産-26 細菌兵器に関する文献集
関東軍防疫給水部　石井技師
訳

陸空-中央兵器生産-27 押収米英軍極秘対空電波兵器の実相　無線と実験　昭１８．７
陸軍兵技中尉　友納典人　柳川
清

陸空-中央兵器生産-28 愛国号飛行機関係資料　愛国号命名式祭典要領その他 陸軍航空本部

陸空-中央兵器生産-29 電波兵器概説 航空本部調査課　奥田教久

陸空-中央兵器生産-30 原子核分裂を兵器に利用する批判　昭１９．１２ 長岡　半太郎

陸空-中央兵器生産-32 軍需動員よりみた航空機生産　昭１２～２０
陸軍省軍務局　陸軍大佐　中原
茂敏

陸空-中央兵器生産-33
帝国陸軍航空部隊飛行機　補給損耗に関する統計　昭２０．１１．
１５

陸軍航空本部

陸空-中央兵器生産-34 飛行機の多量生産に就て 陸軍大佐　今里隆次

陸空-中央兵器生産-35 飛行機用各種弾薬効力　基準表　１／２部中 -

陸空-中央兵器生産-36 飛行機用各種弾薬効力基準表　２／２部中 -

陸空-中央兵器生産-37 遠藤三郎中将の意見 航空兵器局長官　遠藤三郎



令和５年１月１２日

陸空-中央兵器生産-38 熊倉少佐メモ（航空機生産技術関係） 熊倉少佐

陸空-中央兵器生産-39 戦闘用落下傘 飯島　恒夫

陸空-中央兵器生産-40 パラシュートのはなし　大８～昭７ 小久保　勝弘

陸空-中央兵器生産-41 多摩研彙報　第４号　昭１９．５．１５ 多摩陸軍技術研究所

陸空-中央兵器生産-42 多摩研彙報　第６号　昭１９．５．１５ 多摩陸軍技術研究所

陸空-中央兵器生産-43 多摩研彙報　第８号　昭１９．９．１５ 多摩陸軍技術研究所

陸空-中央兵器生産-44 中島飛行機試作＆生産一覧 中島飛行機株式会社

陸空-中央兵器生産-45 陸軍軍用機設計の史的観察 第１復員局

陸空-中央兵器生産-46 陸軍軍用機設計の史的観察 第１復員局

陸空-中央兵器生産-47 陸軍軍用機設計の史的観察 第１復員局

陸空-中央兵器生産-48 陸軍軍用機設計の史的観察 第１復員局

陸空-中央兵器生産-49 陸軍軍用機設計の史的観察 第１復員局

陸空-中央兵器生産-50 現用飛行機各種に應ずる　燃料脂油類及塔載量一覧表 第１９航空地区司令部

陸空-中央兵器生産-51 列国飛行機発動機の進歩　及其の統計的観察　大１５．３ 明野陸軍飛行学校研究部

陸空-中央兵器生産-52 列国現用主要軍用機要目表　昭１５．４ 航空記事抜萃

陸空-中央兵器生産-53 航空器材の調査研究資料　昭８～１１ 第１復員局

陸空-中央兵器生産-54 伊国駐在武官の航空情報関係報告（軍用機関係） 航空技術大尉　奥田教久

陸空-中央兵器生産-55 第２次決と号機整備（含補修）要綱 帥作命丙　第１００号別冊

陸空-中央兵器生産-56 航空兵器集積現況表 第４７航空地区司令部

陸空-中央兵器生産-57 航空器材現況表　昭２０．１０．３ 岐阜第２航空教育隊

陸空-中央兵器生産-58 酒本英夫少佐記述史料　－キ７４の審査について－ 酒本　英夫

陸空-中央兵器生産-59 ソ連運用機について　１９４１年 -

陸空-中央兵器生産-60 陸軍飛行学校兵器器材資料　昭１２ 第１復員局

陸空-中央兵器生産-61 試製飛行機一覧表 -

陸空-中央兵器生産-62 陸海軍使用機試作　及び生産調査表 （１佐）重原慶司

陸空-中央兵器生産-63 列国主要爆撃機・戦闘機　偵察哨戒機要目表 （資料）服部武士

陸空-中央兵器生産-64 細菌戦関係世界各国文献一覧表　昭和１４年１１月 加茂部隊

陸空-中央兵器生産-65 「アンリー・ポテー」　２５．Ａ．２型偵察機 関東軍野戦航空廠

陸空-中央兵器生産-66
満洲におけるロケット燃料の生産計画と実施について　昭１９．末
頃以降

岡本　元吉

陸空-中央兵器生産-67 米国航空機の概貌　昭１６．２
「ワシントンポスト」より　航空記
事

陸空-中央兵器生産-68
在満飛行部隊に対する　飛行機補給について（ノモンハン事件前
後に於ける）

永石　正久

陸空-中央兵器生産-69 第３航空軍電波探知機に関する戦史資料　昭１９ 第３航空軍

陸空-中央兵器生産-70 陸軍航空機生産調達に関する綴　昭４３．９．３調 伊藤　五十二

陸空-中央兵器生産-71
在芬蘭土独第５空中艦隊　冬期作戦特に整備状況　視察報告　昭
１８．２

-

陸空-中央兵器生産-72 爆弾の効力についての参考一覧表 陸軍築城本部

陸空-中央兵器生産-73 機秘密書類受付配付　昭１８．５～１９．１２ 文書係
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陸空-中央兵器生産-74 諸元表綴 岩宮少佐

陸空-中央兵器生産-75 陸軍航空器機関係資料 -

陸空-中央兵器生産-76 飛行機．発動機．銃砲弾薬　諸元表 陸軍航空本部　土井少佐

陸空-中央兵器生産-77 第３航空軍電波探知機に関する戦史資料　昭２０．８ 第３航空軍

陸空-中央兵器生産-78 「シュレック」Ｆ．Ｂ．Ａ型　水陸両用飛行機説明書　昭７．６ 関東軍兵器部

陸空-中央兵器生産-79 第５飛行師団兵器勤務規定　昭１８．１１．１ 第５飛行師団司令部

陸空-中央兵器生産-80 次期兵器研究方針基礎要綱に関する意見　昭１６．１１．１８ 浜松陸軍飛行学校

陸空-中央兵器生産-81 陸軍航空部隊　飛行機補給損耗統計　昭和１６．１１～２０ 陸軍航空本部

陸空-中央兵器生産-82 資金会計の研究　昭和１６．１２
陸軍航空工廠会計課長　陸軍
主計中佐　西村信

陸空-中央兵器生産-83 飛行機生産関係資料 -

陸空-中央兵器生産-84 陸軍航空技術沿革史 第１復員局

陸空-中央兵器生産-85 螺旋不安定度の近似式に就て　昭和１１．１１ 技術科　狩野中尉

陸空-中央兵器生産-86 陸海軍航空基本部品規格　昭和１３．６ 陸海軍航空本部

陸空-中央兵器生産-87 飛行機の大量生産に関する講義訳　昭和１４．５ 陸海軍航空本部

陸空-中央兵器生産-88 航空用強馬力発動機の発達に関する所見　昭和２．６ スチーベル博士

陸空-中央兵器生産-89 飛行機工場の戦時作業遂行計画　昭和９～１３年 -

陸空-中央兵器生産-90 陸軍航空兵器制規業務規程　昭和１８．９ 陸軍航空本部

陸空-中央兵器生産-91 飛行機機体生産増強に関する研究会　昭和１７．１２ 陸軍航空本部

陸空-中央兵器生産-92 キ８６用プロペラ履歴簿　昭和１８～２０年 -

陸空-中央兵器生産-93 部品管理　昭和１９．４ 軍需省航空兵器総局

陸空-中央兵器生産-94
航空機工業に於ける製造準備に関する合同研究（大量生産の基
礎）

-

陸空-中央兵器生産-95 ９７戦闘機故障調査表等 -

陸空-中央兵器生産-96 部品抗力試験成績図表 -

陸空-中央兵器生産-98
飛行機設計付図　立川１式双発高等練習機（キ－５４）　昭和１５
年

-

陸空-中央兵器生産-99 滑空機部品表 文部省型

陸空-中央兵器生産-101 ロ３弾投下機仕様書　昭和１８年 立川兵器研究所

陸空-中央兵器生産-102 航空機の生産に就て 江本　実夫

陸空-中央兵器生産-103 胴体框等の製作法 -

陸空-中央兵器生産-104 協定事項（規則） 三菱航空機（株）

陸空-中央兵器生産-105 事業費整理規程細則　昭和１５．１２ 陸軍航空工廠

陸空-中央兵器生産-106 生産体験　昭和１９．４ 軍需省航空兵器総局

陸空-中央兵器生産-108 機械工作参考書綴　昭和１６．１２ 陸軍航空工廠

陸空-中央兵器生産-109 「キ４８」部品単価表　昭和１６年度 陸軍航空工廠

陸空-中央兵器生産-110 航空発動機の最新の流れ作業に就て　昭和１７．５．１５ 陸軍航空工廠

陸空-中央兵器生産-111 海軍修理技術調査報告書　昭和１８．９ 陸軍航空工廠

陸空-中央兵器生産-112 機体組立治具簡素化の研究試験記事　昭和２０．１ 陸軍航空工廠
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陸空-中央兵器生産-113 「ホ５」高射仮射表　昭和２０．４ 陸軍航空審査部

陸空-中央兵器生産-114 製作工程 三菱重工

陸空-中央兵器生産-115 新重．新軽爆撃機に使用する材料 三菱航空機（株）

陸空-中央兵器生産-116 兵器採用検査法（航空兵器）　昭和１９．５ 陸軍兵器行政本部

陸空-中央兵器生産-117 部隊装備兵器定数改定意見　昭和１０．５ 関東軍飛行隊司令部

陸空-中央兵器生産-118 ４式８７粍射出機関係綴　昭和１８．７ 立川兵器研究所

陸空-中央兵器生産-119 兵器受払配当簿　昭和１８．９ 第５６飛行場大隊

陸空-中央兵器生産-120 １００式司令部偵察機２型用　プロペラ履歴簿　昭和１９～２０年 -

陸空-中央兵器生産-121 １号補助噴射液漉取扱法　昭和１９．３ 陸軍航空本部

陸空-中央兵器生産-122 陸軍航空部隊飛行機保有状況一覧表　昭和２０．１１ 陸軍航空本部

陸空-中央兵器生産-123 ボルト．ナット類図面資料（規格） -

陸空-中央兵器生産-124 第３類兵器受入伝票綴　昭和１９年度 第５野戦航空修理廠

陸空-中央兵器生産-126 飛行機標準工事予定進捗表作成要領（案）　昭和２０．２ 軍需省航空兵器総局

陸空-中央兵器生産-127 生産組織疎開計画並に実施状況　昭和２０．３ 航空本部

陸空-中央兵器生産-128 航空機工場の急速分散疎開に関する綴　昭和２０．３ 陸軍航空本部

陸空-中央兵器生産-129 航空機生産関係綴　昭和１９年 -

陸空-中央兵器生産-130
航空資料一般　内容　①　飛行機諸元表　②　航空機工業　③　機
体発動機プロペラ　④　武装　⑤　一般装備　⑥　雑

-

陸空-中央兵器生産-131 第４類兵器臨時請求調書　昭和１６．５ 第３飛行集団兵器部

陸空-中央兵器生産-132 兵器現況表（地上）　昭和１９．９ 第５４飛行場中隊

陸空-中央兵器生産-133 飛行機生産実績　昭和２０年度 陸軍航空本部

陸空-中央兵器生産-134 航空廠生産能力調査　昭和２０．８ 航空本部

陸空-中央兵器生産-136 陸軍航空機諸元性能調査事項綴 -

陸空-中央兵器生産-137 陸空軍航空機一覧　明治４３～昭和３年 -

陸空-中央兵器生産-138 兵器現況表　昭和２０．８ 仙台陸軍飛行学校

陸空-中央兵器生産-139 軍作業庁調査表　昭和２０．８ 陸軍航空工廠

陸空-中央兵器生産-140 機械器具現況表　昭和２０．８調 陸軍航空工廠

陸空-中央兵器生産-141 作業能力調書　昭和２０．９ 隼第９８８５部隊　岸良部隊

陸空-中央兵器生産-142 旧陸軍航空本部所管管理工場調査綴　昭和２０．１２ 陸軍航空本部残務整理部

陸空-中央兵器生産-143 昭和１９年度航空軍需品　生産実施要綱　昭和１９．３ 航空兵器総局

陸空-中央兵器生産-144 ドルニエ爆撃機兼偵察機Ｄ１７Ｋ２　構造要目表　昭和１２．４ 在独武官室

陸空-中央兵器生産-145 航空機生産関係者転属区分表　昭和１７．８ 第１６師団司令部

陸空-中央兵器生産-146 ２式１４５０馬力発動機取扱の参考　昭和１７．１０ 陸軍航空審査部

陸空-中央兵器生産-147
生産力拡充に関する件　三菱重工業株式会社（名古屋航空機製
作所）　昭和１７．１０

-

陸空-中央兵器生産-148 陸海軍航空技術委員会規約　昭和１８．８ 官房軍機密第９４２－３

陸空-中央兵器生産-149 陸軍航空工廠機械器具現況表　昭和２０．９ 陸軍航空本部

陸空-中央兵器生産-150 整備計画案　昭和２０年度 造兵課第２班
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陸空-中央兵器生産-151 主要軍需品（航空弾薬）生産状況調書　昭和２０年度 造兵課

陸空-中央兵器生産-152 日本航空機格について　昭和１９．８ 技術院規格部航空規格課

陸空-中央兵器生産-153 飛行機製作に関する講義録　昭和２．１０ 陸軍航空本部技術部

陸空-中央兵器生産-154 富岳とＴ．Ｂの比較 -

陸空-中央兵器生産-155 発動機製作班業務実施報告　大正９年８月 臨時航空術練習委員

陸空-中央兵器生産-156 軍需省航空兵器総局関係史料綴　昭和１９年１月～２０年８月 航空兵器総局他

陸空-中央兵器生産-157 航空機製造沿革 川崎航空機工業株式会社

陸空-中央兵器生産-158 発動機学教程草案 航空第４大隊谷大尉

陸空-中央兵器生産-159 航空発動機関連綴 絵野沢静一

陸空-中央兵器生産-160 ハ・５４計画要領書 絵野沢静一

陸空-中央兵器生産-161
昭和１８年７月　陸軍航空総監部　戦闘隊戦闘規範　総則及第１
部（案）

陸軍航空総監部

陸空-中央兵器生産-162 日本航空機器商標対訳集　９９式双発軽爆撃機（ＬＩＬＹ） 米軍

陸空-中央兵器生産-163 日本航空機器商標対訳集　１００式司令部偵察機（ＤＩＮＡＨ） 米軍

陸空-中央兵器生産-164 単葉翼の空気力学的特性を簡単に計算する方法 不詳

陸空-中央兵器生産-165 高度計用空盒特性曲線
大阪帝国大学工学部、東京帝
国大学航空研究所等

陸空-中央兵器生産-166 三角関数表 他 不詳

陸空-中央兵器生産-167 ＳＢＣＤＥ取扱説明書 不詳

陸空-中央兵器生産-168 折畳式回転翼に関する諸考察 他 池田正夫

陸空-中央教育補充-1 陸軍航空沿革史　陸軍航空教育補充（原稿） 第１復員局

陸空-中央教育補充-2 陸軍航空沿革史　陸軍航空教育補充（原稿） 第１復員局

陸空-中央教育補充-3 陸軍航空沿革史　陸軍航空教育補充（原稿） 第１復員局

陸空-中央教育補充-4 陸軍航空沿革史　陸軍航空教育補充（原稿） 第１復員局

陸空-中央教育補充-5 航空沿革史　陸軍航空教育補充 第１復員局

陸空-中央教育補充-6 長嶺亀助少将関係資料 長嶺亀助保管

陸空-中央教育補充-7 陸軍航空整備技術将校　教育制度沿革に関する意見　昭１４．４ 陸軍航空技術学校

陸空-中央教育補充-8 陸軍航空技術教育に関する意見　昭１７．２ 陸軍航空技術学校

陸空-中央教育補充-9
軍航空純技術要員及航空技術　幕僚養成機構刷新等に関する意
見　昭１８．３

陸軍航空技術学校

陸空-中央教育補充-10 陸軍大学校航空戦史研究資料　昭１７頃 青木喬大佐　緒方景俊大尉

陸空-中央教育補充-11 陸軍航空史の大観 -

陸空-中央教育補充-12
臨時航空技術練習委員関係書類（仏国航空関係）　大７．１２．１２
～１１．８．２５

井上幾太郎中将　保管

陸空-中央教育補充-13 昭和２０年度立川教導航空　整備師団教育企画　昭２０．４ 立川教育航空　整備師団

陸空-中央教育補充-14 航空糧食を以てする航空人的戦力増強の研究　昭１８．９ 第７陸軍航空　技術研究所

陸空-中央教育補充-15 軍用糧食に関する研究　航空糧食　昭和１６年６月 陸軍主計中佐　川島四郎

陸空-中央教育補充-16 大島航空視察団報告　昭１１．１０～１２．２ 大島航空視察団

陸空-中央教育補充-17
ツェッペリン飛行船　太平洋横断関係資料　昭４．８．２３～４．８．２
６

参謀本部部員　柴田信一中将
保管

陸空-中央教育補充-18 幕末航空術伝来始来 升本清　国防史学会講演資料
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陸空-中央教育補充-19 幕末航空術伝来始来 升本清　国防史学会講演資料

陸空-中央教育補充-20 独逸空軍大観　昭１５．８ 陸軍航空本部

陸空-中央教育補充-21 教育訓練に関する資料　昭１３ 参本１課　作成と推定

陸空-中央教育補充-22 航空兵智能検査の参考　航空兵智能検査実施要領　昭１７．７ 陸軍航空本部

陸空-中央教育補充-23 我が旧陸軍航空部隊運用（思想典範令）関係の推移 防衛研修所

陸空-中央教育補充-24 少飛第１７期生の教育経過 -

陸空-中央教育補充-25 航空士官学校解散に際して生徒諸子に与える訓示　昭２０．８ 徳川　好敏

陸空-中央教育補充-26 常陸陸軍飛行部隊　中原常信少尉ノート -

陸空-中央教育補充-27 兵学校理論　昭４８．２．２８
第１航空軍高級参謀　河辺忠三
郎

陸空-中央教育補充-28 任務に服する為の人生観　昭２０．６．１９ 益田芳男中佐

陸空-中央教育補充-29 第６航空軍司令官　菅原道大中将訓話　昭２０．８．１２ 菅原　道大

陸空-中央教育補充-30 航空部隊練成方針に関する件訓令（案）　昭１４．２ 航空総監部

陸空-中央教育補充-31 航空手簿　昭６．１．１～８．１２．３１ 荒蒔　義次

陸空-中央教育補充-32 航空手簿　昭１４～１５ 荒蒔　義次

陸空-中央教育補充-33 航空手簿　昭６．２．１～７．１２．３１ 荒蒔　義次

陸空-中央教育補充-34 フィート．マイル．ポンド　換算表 -

陸空-中央教育補充-35 天空翔破 陸軍教授　百瀬一著

陸空-中央教育補充-37 空中戦闘法　第１巻　空戦闘教育法　第２巻 -

陸空-中央教育補充-38 大本営陸軍部　通信隊状況資料　昭２０．３．３１～２０．５末
大本営通信隊長　陸軍大佐　掘
内秀生

陸空-中央教育補充-39 航空部隊軍隊符号（案）　昭１９．８ 威第１５３１４部隊

陸空-中央教育補充-40 航空指揮官 下山中将所見

陸空-中央教育補充-41 特別操縦見習士官　第１期生　基本操縦（課程）操縦手簿（その１）
横芝分教所　陸軍少尉　市村宗
一

陸空-中央教育補充-42 特別操縦見習士官　第１期　基本操縦（課程）操縦手簿（その２）
横芝分教所　陸軍少尉　市村宗
一

陸空-中央教育補充-43 特別操縦見習士官　第１期生　基本操縦（課程）操縦手簿（その３）
横芝分教所　陸軍少尉　市村宗
一

陸空-中央教育補充-44 三木亀太郎航空手簿　大９．７．３～昭５．９．３０ 陸軍航空兵　三木亀太郎

陸空-中央教育補充-45 空中勤務者の嗜　昭１６．１２ 陸軍航空総監部

陸空-中央教育補充-46 飛行者手簿 河内　一彦

陸空-中央教育補充-47 空中に於ける戦略及戦術　昭３
明野陸軍飛行学校　陸軍少将
毛内靖胤

陸空-中央教育補充-48 山下奉文大将自作漢詩　昭１９．１１．２５夜作 -

陸空-中央教育補充-49 山下奉文大将自作漢詩　昭１９．１１．２５夜作 -

陸空-中央教育補充-50 無線情報隊に就て 陸軍技術本部

陸空-中央教育補充-51
強大なスターリン空軍　｛全ソ政治科学普及協会　全ソ協力義勇協
会編｝

ア・ジ・オルデン大佐著

陸空-中央教育補充-52 陸軍中将　寺田濟一　辞令綴　明４２．７．３１～昭１９．１０．２６ -

陸空-中央教育補充-53 欧洲出張報告　昭９．８～１０．１
明野陸軍飛行学校長　陸軍小
将　春田隆四郎

陸空-中央教育補充-54 陸軍航空技術研究方針　昭１９．１１
陸軍航空本部　総務課技術主
任　岩宮少佐

陸空-中央教育補充-55 米英空軍の空襲と国軍の防衛に関する教訓 -
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陸空-中央教育補充-56 航空教育関係資料　大東亜戦航空戦史資料 -

陸空-中央教育補充-57 支那事変に於ける航空戦例検討　昭１２．１１．３ 浜松陸軍飛行学校

陸空-中央教育補充-58 陸軍航空士官学校　第５３生徒　升井芳郎　航空手簿 -

陸空-中央教育補充-59 ヂュリオ．ドラーエ「制空」約説 -

陸空-中央教育補充-60 航空手簿　昭２．８．８～２．１２．２７ 陸軍航空兵中尉　井戸田勇

陸空-中央教育補充-61 空軍の戦史的観察及戦術的影響　昭１５．１０．１５発行 陸軍大学校兵学教官　青木喬

陸空-中央教育補充-62 射爆撃用諸表 -

陸空-中央教育補充-63 陸軍　落下傘の神兵 山川　惣治

陸空-中央教育補充-64 夜間視力増強食
第７陸軍航空技術研究所長　主
計少将　川島四郎

陸空-中央教育補充-65 隊務実習所見　昭１８．４
航空士官学校整備科　古賀大
尉

陸空-中央教育補充-65_2 隊務実習所見　昭和１８．４
航空士官学校整備科　古賀大
尉

陸空-中央教育補充-66 第２部整備教育必携　昭和１６．５ -

陸空-中央教育補充-67 皇道に就て　昭和１６．１２．１８ 陸軍航空技術研究所

陸空-中央教育補充-68 大東亜戦史資料　後方関係 第１復員局

陸空-中央教育補充-69 航空学の参考　全 陸軍航空兵大尉　大槻清一編

陸空-中央教育補充-70 航空戦術　大正１０．９ 陸軍航空学校　下志津分校

陸空-中央教育補充-71 空軍の戦史的観察及戦術的影響　昭和１５．１０．１５ 陸軍大学校兵学教官　青木喬

陸空-中央教育補充-72 空地協同の指針　昭和３．６ 下志津陸軍飛行学校　集会所

陸空-中央教育補充-73
第２次臨時空中戦闘練習記事　付録　伝習主要事項研究録　昭
和３．８

明野陸軍飛行学校　将校集会
所

陸空-中央教育補充-74 戦術講授録 下志津陸軍　飛行学校集会所

陸空-中央教育補充-75 空中偵察観測班　業務実施報告 臨時航空術練習委員

陸空-中央教育補充-76 飛行界の回顧 陸軍中将　長岡外史

陸空-中央教育補充-77 飛行機製作術講義 -

陸空-中央教育補充-78
空軍の戦史的観察及　戦術的影響　陸軍大学校兵学教官　陸軍
航空兵大佐　青木喬講授

陸軍大学将校集会所

陸空-中央教育補充-79 航空手簿　第１号　自昭和２．２．２２～至２．８．６ 陸軍航空兵中尉　井戸田勇

陸空-中央教育補充-80 菅原中将　航士校長時代の講話集 陸軍中将　菅原道大

陸空-中央教育補充-81 菅原中将　訓示講評口演草稿 陸軍中将　菅原道大

陸空-中央教育補充-82 講演資料　昭和１６．９ 陸軍航空本部第２課

陸空-中央教育補充-83 地形学　大正１２．１１ 陸軍航空学校

陸空-中央教育補充-84 戦場空中写真測量教育に関する意見　昭和４．１２ 陸軍少将　杉原美代太郎

陸空-中央教育補充-85 空中写真の利用　昭和７．８ 山本中尉

陸空-中央教育補充-86 空の国防　昭和９．３ 陸軍省軍事調査部

陸空-中央教育補充-87 臨時空中戦闘練習教育に関する研究報告　昭和２．５ 明野陸軍飛行学校

陸空-中央教育補充-88 偵察飛行隊空中勤務の参考　昭和１３．７ 下志津陸軍飛行学校

陸空-中央教育補充-89 指導上の参考　指導要領（航空部隊の部）付録 -

陸空-中央教育補充-90 飛行機工術水飛学 川島軍曹



令和５年１月１２日

陸空-中央教育補充-91 航空関係参考書綴　昭和１７～１８年 近藤軍曹

陸空-中央教育補充-92
高々度戦闘及行動の参考（戦闘隊．司偵隊の部）　昭和１９．７～
８

陸軍航空総監部

陸空-中央教育補充-93 陸軍少年飛行兵志願の手引　昭和１９年 陸軍航空本部

陸空-中央教育補充-94 体当り（１）航空部隊精神教育資料　第３集　昭和２０．２ 陸軍航空総監部

陸空-中央教育補充-95 教育に関する資料 鉾田陸軍飛行学校

陸空-中央教育補充-96 飛行機及発動機の構造並検査法 臨時航空術練習委員

陸空-中央教育補充-97 爆撃の研究　昭和３．１２ -

陸空-中央教育補充-98 航空術便覧　昭和４．１ 所沢陸軍飛行学校

陸空-中央教育補充-99 防空手簿　昭和１３．１０ 西部防衛司令部

陸空-中央教育補充-100 航空医学問題集 -

陸空-中央教育補充-101 偵察飛行隊に於ける空中戦闘教育法講授録　昭和４．１１ 明野陸軍飛行学校

陸空-中央教育補充-102 偵察飛行隊に於ける空中戦闘教育法講授録　昭和４．１１ 明野陸軍飛行学校

陸空-中央教育補充-103
陸軍挺進練習部要員心理調査に関する報告（其の１）　昭和１６．
１２

-

陸空-中央教育補充-104 校付佐尉官航空現地戦術教育記事　昭和１９．５ 立川陸軍航空整備学校

陸空-中央教育補充-105 射撃爆撃班業務実施報告　大正７年 臨時航空術練習委員

陸空-中央教育補充-106 爆発発動機分配装置の調整法
（仏国．アルベルト．エテエベェ
著）

陸空-中央教育補充-107 「航空幕僚勤務ノ参考」　附図附表　昭和１９年１２月 立川陸軍航空整備部隊

陸空-中央教育補充-108 甲種幹部候補生（航空）教育資料 -

陸空-中央教育補充-109 射撃手簿（川本浩）　昭和１０年１０月２７日～１２年９月９日 川元浩・陸軍航空中尉

陸空-中央学校-1 陸軍航空士官学校歴史資料 原田　宇一郎

陸空-中央学校-2 陸軍航空士官学校 下田　龍栄門

陸空-中央学校-3 陸軍航空士官学校 下田　龍栄門

陸空-中央学校-4 陸軍航空士官学校歴史資料集 -

陸空-中央学校-5 陸軍航空士官学校歴史資料 吉　永朴

陸空-中央学校-6 陸軍航空士官学校歴史　陸軍航空士官学校歴史資料 -

陸空-中央学校-7 陸軍航空士官学校　生徒隊　学生隊　編成集 陸軍航空士官学校

陸空-中央学校-8 陸軍航空士官学校　生徒隊　学生隊　編成集 陸軍航空士官学校

陸空-中央学校-9 陸士校．航士校生徒期別　入校卒業人員表 高崎　正男

陸空-中央学校-10 陸士校．航士校生徒期別　入校卒業人員表 高崎　正男

陸空-中央学校-11 陸軍士官学校　分校生徒心得綱領 陸軍士官学校

陸空-中央学校-12 航士校史に関する綴 -

陸空-中央学校-13 陸軍航空士官学校修武台碑　並に空の神兵碑に関する写真綴 -

陸空-中央学校-14 水戸陸軍飛行学校職員録 水戸陸軍飛行学校

陸空-中央学校-15 所沢陸軍飛行学校沿革の大要　昭１２．９ 所沢陸軍飛行学校

陸空-中央学校-16 熊谷陸軍飛行学校　卒業記念写真帖　昭１２．１１ 熊谷陸軍飛行学校

陸空-中央学校-17 浜松陸軍飛行学校　材料廠写真帖 浜松陸軍飛行学校　材料廠
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陸空-中央学校-18 明野陸軍飛行学校歴史 明野陸軍飛行学校

陸空-中央学校-19 明野陸軍飛行学校写真資料 明野陸軍飛行学校

陸空-中央学校-20 明野陸軍飛行学校　写真帖　１ 明野陸軍飛行学校

陸空-中央学校-21 明野陸軍飛行学校　写真帖　２ 明野陸軍飛行学校

陸空-中央学校-22 明野陸軍飛行学校　写真帖　３ 明野陸軍飛行学校

陸空-中央学校-23 少年飛行兵及生徒心得　昭１８．４ 岐阜陸軍航空整備学校

陸空-中央学校-24 陸軍航空士官学校歴史（歴史資料合本）
陸軍航空士官学校　歴史編さん
委員会

陸空-中央学校-25 陸軍航空士官学校歴史資料 原田　宇一郎

陸空-中央学校-26 陸軍航空士官学校　生徒心得綱領 陸軍航空士官学校

陸空-中央学校-27 甲種学生教練空中　射撃指導法　昭１９．３ 明野陸軍飛行学校

陸空-中央学校-28 藤澤校長訓示訓話集　昭１７．９ 陸軍航空通信学校

陸空-中央学校-29 教官必携　別冊　昭和１６．５ 陸軍航空士官学校

陸空-中央学校-30 修業成績綴　自大正１２．６～至１５．１２ 所沢陸軍飛行学校

陸空-中央学校-31 修業成績綴　自昭和２．１～至４．１２ 所沢陸軍飛行学校

陸空-中央学校-32 修業成績綴　自昭和５．１～至６．１２ 所沢陸軍飛行学校

陸空-中央学校-33 修業成績綴　自昭７．１～至８．１２ 所沢陸軍飛行学校

陸空-中央学校-34 修業成績綴　自昭和９．１～至９．１２ 所沢陸軍飛行学校

陸空-中央学校-35 修業成績書綴　自昭和１０年度～至１１年度 所沢陸軍飛行学校

陸空-中央学校-36 修業成績書綴　昭和１２年度 所沢陸軍飛行学校

陸空-中央学校-37 第１期操縦生徒　成績表他 -

陸空-中央学校-38 著信電報文写　昭和２０．８．２０より 大津飛行学校　大津通信所

陸空-中央学校-39 所沢陸軍飛行学校　沿革の大要　昭和１２．９ 所沢陸軍飛行学校

陸空-中央学校-40 航空部隊学校入除隊補充状況　調査表　昭和１７～２２年 -

陸空-中央学校-41 第５７期生　留魂録 陸軍士官学校

陸空-中央学校-42 航空士官学校史関連資料 -

陸空-中央学校-43 航空写真利用例　第２版　昭和５年８月 下志津陸軍飛行学校

陸空-中央学校-44
明野陸軍飛行学校　空中戦闘並空中射撃に関する報告　昭和３
年１１月～４年５月

海軍中尉　中野忠二郎

陸空-中央学校-44_2
明野陸軍飛行学校写真（三方ヶ原連合演習．卒業集合写真）　昭
和４年２月～５月

-

陸空-中央学校-45 一復史料　昭和１８年度研究企画 鉾田陸軍飛行学校

陸空-中央学校-46 昭和１８年陸軍航空士官学校　応用戦術集（第５７期生）
陸軍航空士官学校
長谷川正勝

陸空-中央学校-47
飛行機操縦術　修習日誌（陸軍航空士官学校）昭和14年9月11日
～昭和15年2月8日

井上徳三

陸空-中央航空気象-1 陸海軍気象史資料　１／３　昭１６．１１．１～２０．２．２８ （上松資料）中央気象台

陸空-中央航空気象-2 陸海軍気象史資料　２／３　昭１６．１１．１～２０．２．２８ （上松資料）中央気象台

陸空-中央航空気象-3 陸海軍気象史資料　３／３　昭１６．１１．１～２０．２．２８ （上松資料）中央気象台

陸空-中央航空気象-4 陸軍気象関係史料（１） 岸　武

陸空-中央航空気象-5 陸軍気象関係史料（２） 岸　武
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陸空-中央航空気象-6 陸軍気象資料　昭１４～２０ 元陸気象第３課長　村岡広勝

陸空-中央航空気象-7 日本の気象業務の分析 在日米極東空軍　気象部

陸空-中央航空気象-8 日本の気象業務の分析 在日米極東軍　気象部

陸空-中央航空気象-9 主要航空路の天気分布及　気圧配置並に気候図　其の１ 第１復員局

陸空-中央航空気象-10 主要航空路の天気分布及　気圧配置並に気候図　其の２ 第１復員局

陸空-中央航空気象-11 主要航空路の天気分布及　気圧配置並に気候図　其の１ 第１復員局

陸空-中央航空気象-12 主要航空路の天気分布及　気圧配置並に気候図　其の２ 第１復員局

陸空-中央航空気象-13 海洋及び大陸の各方面より　日本列島要衡に向う　航空気象統計 第１復員局

陸空-中央航空気象-14 亜欧天気図（台湾台中州大屯郡並屯庄陳平）　昭２０．３．３１ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-15 南洋地方気象関係資料 -

陸空-中央航空気象-16 航空気象概況 -

陸空-中央航空気象-17 捷号作戦時の陸軍気象部概況 陸軍気象部　中村克己

陸空-中央航空気象-18 航空関係南方気象参考資料 陸軍航空本部

陸空-中央航空気象-19 大東亜戦争に於ける　気象に関する戦史的考察　昭１７．４ 南方軍総司令部

陸空-中央航空気象-20 陸軍気象部服務規定　昭１４．４ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-21 南方戦線に於ける気象勤務覚書　第２次大戦初期 （陸軍技術中佐）　日下部文雄

陸空-中央航空気象-22
陸軍気象部研究状況一端（ラヂオゾンデ航空気象判断等）　昭１
５．４

今里能・湯淺光朝

陸空-中央航空気象-23 陸軍気象部観測所月報　昭１５．４．１１～１２ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-24 航空関係南方気象参考資料　昭１６．５．２０ 陸軍航空本部

陸空-中央航空気象-25 航空関係南方気象参考資料　昭１６．５．２０ 陸軍航空本部

陸空-中央航空気象-26 航空関係南方気象参考資料（部分改訂）　昭１６．１１．２６ 陸軍航空本部

陸空-中央航空気象-27 航空関係南方気象参考資料（部分改訂）　昭１６．１１．２６ 陸軍航空本部

陸空-中央航空気象-27_2
航空調査彙報特第貳号　軍事機密（用済後焼却）　航空関係南方
気象参考史料（部分改訂）

陸軍航空本部

陸空-中央航空気象-27_3
航空調査彙報特第貳号　軍事機密（用済後焼却）　航空関係南方
気象参考史料（部分改訂）

陸軍航空本部

陸空-中央航空気象-28 本邦気候表　昭１７．３ 中央気象台

陸空-中央航空気象-29 関東地方雷雨概報　昭１６．５．２０～１６．９．１５ 中央気象台

陸空-中央航空気象-30 関東地方雷雨概報　昭１６．５．２０～１６．９．１５ 中央気象台

陸空-中央航空気象-30_2 関東地方雷雨概報　昭和１６年５月２０日～９月１５日 中央気象台

陸空-中央航空気象-31 昭和１９年梅雨調査　昭２０．５ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-32 昭和１９年梅雨調査　昭２０．５ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-32_2 昭和１９年梅雨調査　昭和２０年５月 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-33 梅雨気象の特性　昭２０．５ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-34 梅雨気象の特性　昭２０．５ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-35 大東亜航空路気象誌　内地及北方地区（冬季）　昭１９．１２ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-36 大東亜航空路気象誌　内地及北方地区（冬季）　昭１９．１２ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-36_2 大東亜航空路気象誌　内地及北方地区（冬季）　昭和１９年１２月 陸軍気象部
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陸空-中央航空気象-37 極東天気図　第１巻　昭２．１０～３．１ 関東軍参謀部

陸空-中央航空気象-38
無線通信調査旬報綴（空地連絡通信系及中央航空路部）　昭２
０．５．下～２０．６．中

参謀本部航空部

陸空-中央航空気象-40 伊豆諸島天候記録 -

陸空-中央航空気象-41 気象判断の参考　其１１（本州・四国の部）春季　昭２０．４ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-42 気象判断の参考　其１１（本州・四国の部）春季　昭２０．４ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-42_2
気象判断の参考　其の１１　本州四国の部（春季）付図　昭和２０
年４月

陸軍気象部

陸空-中央航空気象-43 沖縄気象年表　昭１年 沖縄測候所

陸空-中央航空気象-44 沖縄気象年表　昭１年 沖縄測候所

陸空-中央航空気象-45 満洲気象報告　昭８ 関東庁観測所

陸空-中央航空気象-46 北支気象調査概報　昭１２．７ 中央気象台

陸空-中央航空気象-47 北支気象調査概報　昭１２．７ 中央気象台

陸空-中央航空気象-47_2 北支気象調査概報  昭和１２年７月 中央気象台

陸空-中央航空気象-48 中南支気象調査概報　昭１２．９ 中央気象台

陸空-中央航空気象-49 中南支気象調査概報　昭１２．９ 中央気象台

陸空-中央航空気象-49_2 中南支気象調査概報　昭和１２年９月 中央気象台

陸空-中央航空気象-50 縮刷極東天気図　昭１６．６～２０．８ 中央気象台

陸空-中央航空気象-51 縮刷極東天気図　昭１６．６～２０．８ 中央気象台

陸空-中央航空気象-52 縮刷極東天気図　昭１６．６～２０．８ 中央気象台

陸空-中央航空気象-53 縮刷極東天気図　昭１６．６～２０．８ 中央気象台

陸空-中央航空気象-54
東亜気候調査　支那本土．台湾．比律賓．南洋諸島．馬来群島．
東印度支那　昭８．５．１

参謀本部

陸空-中央航空気象-55 濠北地方気象図　昭１９．３ 輝集団参謀部

陸空-中央航空気象-57
仏領印度・泰国・東印度諸島　航空気象調査報告（第２号）　昭１
６．１

台湾総督気象台

陸空-中央航空気象-58 本邦兵要気象誌概説資料（４月）　昭２０．３ 大本営陸軍部

陸空-中央航空気象-59 本邦兵要気象誌概説資料（５月及６月分）　昭２０．４ 大本営陸軍部

陸空-中央航空気象-60 本邦兵要気象誌概説資料（５月及６月分）　昭２０．４ 大本営陸軍部

陸空-中央航空気象-61 本邦気象要覧資料（５月及６月分）　昭２０．４ 大本営陸軍部

陸空-中央航空気象-62 本邦気象要覧資料（７月及８月分）　昭２０．５ 大本営陸軍部

陸空-中央航空気象-63 北支那気象月報（概報）　昭１４．１０ 北支那気象部

陸空-中央航空気象-64 北支那気象月報第１部　昭１５．９ 北支那気象部

陸空-中央航空気象-65 朝鮮各地の天気予察資料　昭１７．６ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-66 泌河作戦間に於ける気象　昭１７．２．２０ 井関部隊参謀部

陸空-中央航空気象-67
?安．澤州．鹿家庄．陽城周辺に於ける２月分気象略報　昭１７．
３．２０

第３６師団気象部

陸空-中央航空気象-68 支那各地月別気温表　及降水量表 -

陸空-中央航空気象-69 大陸の気候図 -

陸空-中央航空気象-70 気象班作業日誌 -

陸空-中央航空気象-71 第３陸軍気象隊関係資料 池崎吉蔵・久徳通夫
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陸空-中央航空気象-72 気象参考資料 -

陸空-中央航空気象-73 陸軍気象史資料 生亀　元

陸空-中央航空気象-74
旧陸軍の気象機関の沿革　および、その勤務について　昭２８．１
２

古林　和一郎

陸空-中央航空気象-75 気象判断の参考其の８　昭２０．４ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-76 気象判断の参考其の８　昭２０．４ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-76_2
気象判断の参考　其の８　東支那海周辺地域の部（春・夏及秋季）
付図　昭和２０年４月

陸軍気象部

陸空-中央航空気象-77 陸軍気象常用諸表　昭８．８．１ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-78 陸軍気象常用表　昭１８．９ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-79 陸軍気象常用表　昭１９．１０ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-80 陸軍気象常用表　昭１９．１０ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-81 陸軍気象常用表　昭１９．１１ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-82 第１次　日本海航空気象研究報告　第２号　昭１４ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-83 気象月報　観測部隊第２２野戦　気象隊本部 -

陸空-中央航空気象-84 日本の気象業務の分析
在日米極東空軍気象部作成
自衛隊気象業務隊（訳本）

陸空-中央航空気象-85 大東亜戦航空路気象誌　昭和１９．３ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-86 南支那気象概報（一般）　昭和１９．５ 隼第９８８０部隊

陸空-中央航空気象-87 気象学の参考　昭和１３．１１ 陸軍士官学校分校

陸空-中央航空気象-88 飛行適否観測記録　昭和１０年～１１年度 松輪島気象観測所

陸空-中央航空気象-89 飛行適否観測記録　昭和１２．１．１～１２．１２．３１ 松輪島気象観測所

陸空-中央航空気象-90 飛行適否観測記録　昭和１３．１．１～１３．１２．３１ 松輪島気象観測所

陸空-中央航空気象-91 飛行適否観測記録　昭和１４．１～１４．１２ 松輪島気象観測所

陸空-中央航空気象-92 飛行適否観測記録　昭和１５．１～１５．１２ 松輪島気象観測所

陸空-中央航空気象-93 飛行適否観測記録　昭和１８．１１ 松輪島気象観測所

陸空-中央航空気象-94 飛行適否観測記録　昭和１１．４．２０～１１．８．３１ 女満別

陸空-中央航空気象-95 飛行適否観測記録　昭和１１．９．１～１１．１２．３１ 女満別

陸空-中央航空気象-96 飛行適否観測記録　昭和１２．１．１～１２．３．３１ 女満別

陸空-中央航空気象-97 霧観測記録　昭和１４．９～１４．１１ 春牟古丹気象観測所

陸空-中央航空気象-98 霧一覧表　昭和１４．９～１４．１１ 春牟古丹気象観測所

陸空-中央航空気象-99 霧観測記録　昭和１５．４～１５．１１ 春牟古丹気象観測所

陸空-中央航空気象-100 霧一覧表　昭和１５．４～１５．９ 春牟古丹気象観測所

陸空-中央航空気象-101 霧一覧表　昭和１６．４～１６．８ 春牟古丹気象観測所

陸空-中央航空気象-102 霧観測記録　昭和１６．４．１６～１６．７．３１ 春牟古丹気象観測所

陸空-中央航空気象-103 飛行適否観測記録　昭和１２．９．２１～１２．１２．３１ 擇捉気象観測所

陸空-中央航空気象-104 飛行適否観測記録　昭和１３．１．１～１３．１２．１ 擇捉気象観測所

陸空-中央航空気象-105 飛行適否観測記録　昭和１４．１．１～１４．１２．３１ 擇捉気象観測所

陸空-中央航空気象-106 飛行適否観測記録　昭和１６．１．１～１６．１２．３１ 擇捉気象観測所
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陸空-中央航空気象-107 飛行適否観測記録　昭和１７．１～１７．８ 擇捉気象観測所

陸空-中央航空気象-108 飛行適否観測記録　昭和１４．９～１４．１２ 色丹気象観測所

陸空-中央航空気象-109 飛行適否観測記録　昭和１５．１～１５．１２ 色丹気象観測所

陸空-中央航空気象-110 飛行適否観測記録　昭和１６．１～１６．１２ 色丹気象観測所

陸空-中央航空気象-111 飛行適否観測記録　昭和１７．１～１７．６ 色丹気象観測所

陸空-中央航空気象-112 飛行適否観測記録　昭和１４．１～１４．１２ パガン水路部気象観測所

陸空-中央航空気象-113 飛行適否観測記録　昭和１５．１．１～１５．１２．３１ 散江（北知床）観測所

陸空-中央航空気象-114 飛行適否観測記録　昭和１６．１～１６．１２ 元泊気象観測所

陸空-中央航空気象-115 飛行適否観測記録　昭和１６．１～１６．３ 美幌移動気象観測班

陸空-中央航空気象-116 飛行適否観測記録　昭和１４．７～１４．１２ モートロック気象観測所

陸空-中央航空気象-117 飛行適否観測記録　昭和１６．５～１６．１２ モートロック気象観測所

陸空-中央航空気象-118 飛行適否観測記録　昭和１８．３～１８．７ モートロック気象観測所

陸空-中央航空気象-119 飛行適否観測記録　昭和１５．１～１５．１２ パガン水路部気象観測所

陸空-中央航空気象-120 飛行適否観測記録　昭和１６．１～１６．１２ パガン水路部気象観測所

陸空-中央航空気象-121 飛行適否観測記録　昭和１７．１～１７．１２ パガン気象観測所

陸空-中央航空気象-122 飛行適否観測記録　昭和１８．１～１８．１０ パガン気象観測所

陸空-中央航空気象-123 飛行適否観測記録　昭和１５．１２ ロンゴラップ水路部気象観測所

陸空-中央航空気象-124 飛行適否観測記録　昭和１６．１～１６．１２ ロンゴラップ水路部気象観測所

陸空-中央航空気象-125 飛行適否観測記録　昭和１８．１０～１８．１２ グリーニッチ気象観測所

陸空-中央航空気象-126 飛行適否観測記録　昭和１９．２ グリーニッチ気象観測所

陸空-中央航空気象-127 飛行適否観測記録　昭和１７．１～１７．４ 元泊水路部観測所

陸空-中央航空気象-128 飛行適否観測記録　昭和１５．１～１５．１０ ナモチック気象観測所

陸空-中央航空気象-129 飛行適否観測記録　昭和１６．１～１６．１２ ナモチック気象観測所

陸空-中央航空気象-130 飛行適否観測記録　昭和１７．３～１７．１２ ナモチック気象観測所

陸空-中央航空気象-131 飛行適否観測記録　昭和１８．１～１８．１１ トラック観測所

陸空-中央航空気象-132 飛行適否観測記録　昭和１９．１ トラック観測所

陸空-中央航空気象-133 飛行適否観測記録　昭和１７．１～１７．１２ トラック観測所

陸空-中央航空気象-134 飛行適否観測記録　昭和１６．１～１６．１０
トラック水路部気象部気象観測
所

陸空-中央航空気象-135 飛行適否観測記録　昭和１１．１１．１～１１．１２．３１ パラオ気象観測所

陸空-中央航空気象-136 飛行適否観測記録　昭和１２．１．１～１２．９．１５ パラオ気象観測所

陸空-中央航空気象-137 飛行適否観測　昭和１１．１０．１～１１．１２．３１ パラオＢ班

陸空-中央航空気象-138 飛行適否観測気録　昭和１２．１．１～１２．４．３０ パラオＢ班

陸空-中央航空気象-139 飛行適否観測気録　昭和１２．５．３～１２．８．３１ パラオＢ班

陸空-中央航空気象-140 飛行適否観測気録　昭和１１．１０．１～１１．１２．３１ グリーニッチ気象観測所

陸空-中央航空気象-141 飛行適否観測気録　昭和１２．１．１～１２．１２．３１ グリーニッチ気象観測所

陸空-中央航空気象-142 飛行適否観測気録　昭和１３．８．１～１３．１２．３１ 新竹観測班
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陸空-中央航空気象-143 飛行適否観測気録　昭和１２．８．１～１２．１２．３１ 硫黄島

陸空-中央航空気象-144 飛行適否観測気録　昭和１３．１．１～１３．７．３１ 硫黄島

陸空-中央航空気象-145 飛行適否観測気録　昭和１４．７～１４．１２ ウジャエ気象観測所

陸空-中央航空気象-146 飛行適否観測気録　昭和１５．１～１５．１２ ウジャエ気象観測所

陸空-中央航空気象-147 飛行適否観測気録　昭和１６．１～１６．１２ ウジャエ水路部気象観測所

陸空-中央航空気象-148 飛行適否観測気録　昭和１７．１～１７．１２ ウジャエ気象観測所

陸空-中央航空気象-149 飛行適否観測気録　昭和１８．１～１８．１２ ウジャエ気象観測所

陸空-中央航空気象-150 比律浜気象月報　昭和１７．１０ 第２２野戦気象本部

陸空-中央航空気象-151 比律浜気象月報　昭和１８．１０ 第２２野戦気象隊

陸空-中央航空気象-152 比律浜気象月報　昭和１８．１２ 第２２野戦気象隊

陸空-中央航空気象-153 比律浜気象月報　昭和１８．１２ 第２２野戦気象隊

陸空-中央航空気象-154 比律浜気象月報　昭和１９．１ 第２２野戦気象隊

陸空-中央航空気象-155 飛行適否観測記録　昭和１４．１．１～１４．４．３０ 新竹観測班

陸空-中央航空気象-156 飛行適否観測記録　昭和１４．９．９～１４．９．３０ 散江観測所

陸空-中央航空気象-157 飛行適否観測記録　昭和１５．３～１５．１１ 美幌移動気象観測班

陸空-中央航空気象-158 飛行適否観測記録　昭和１６．３～１６．１２ ウオッジェ水路部気象観測所

陸空-中央航空気象-159 霧観測表　昭和１５年～１６年 汕頭観測所

陸空-中央航空気象-160 霧観測表　昭和１５年～１６年 厦門気象観測所

陸空-中央航空気象-161 霧観測野帳　昭和１３．６～１３．１２ 新竹観測班

陸空-中央航空気象-162 霧観測記録　昭和１６．２～１６．４ 白馬井観測所

陸空-中央航空気象-163 高層気象観測記録　昭和１４．１２ 南鳥島水路部気象観測所

陸空-中央航空気象-164 気象月報（内南洋）　昭和１３．１０ 南洋庁気象台

陸空-中央航空気象-165 気象月報　第１巻３号　昭和２０．７ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-166 満洲気象月報　昭和１１．１ 満洲国中央観象台　新京

陸空-中央航空気象-167 気象判断 満洲第６９部隊

陸空-中央航空気象-168 満洲西北部気象月報　昭和２０年 満洲第８４０部隊

陸空-中央航空気象-169 気象受信機説明書　昭和１７．９ 陸軍技術本部

陸空-中央航空気象-170 熱地瓦斯気象の概要 -

陸空-中央航空気象-171 朝鮮気象要報　昭和１６年 朝鮮総督府気象台

陸空-中央航空気象-172 陸軍気象観測必携（高層）　昭和１６．５ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-173 飛行機凍結に関する参考　昭和１５．１２ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-174 大東亜航空路気象誌　内地及北方地区（秋季）　昭和１９．９ 陸軍気象部

陸空-中央航空気象-175 香港付近気象概況（昭和４年～１２年までの９月～１２月の間） 氏家部隊

陸空-中央航空気象-176 「ガス」気象　昭和９．８ 陸軍科学研究所第２部

陸空-中央航空気象-177 外南洋方面天気図　昭和１８．１１ 司第１１０５３部隊石谷隊後藤隊

陸空-中央航空気象-178 南方主要地点日月出没月齢表　昭和１９．９ 南方軍気象台
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陸空-中央航空気象-179
戎克気象の参考　第３号（朝鮮沿岸戎克航路の気象海象）　昭和
２０．６

陸軍需品本廠輸送部

陸空-中央航空気象-180 霧観測記録　明治４５～昭和９年 水運島．未島．注文津灯台

陸空-中央航空気象-181 各地気象観測表　昭和７．１ -

陸空-中央航空気象-182 雨量観測地点要図　昭和１６年 北支方面軍

陸空-中央航空気象-183 外南洋方面天気図　昭和１９．３ 司１１０５３部隊石谷部隊

陸空-中央航空気象-184 外南洋方面天気図　昭和１９．７ 司１１０５３部隊石谷部隊

陸空-中央航空気象-185 外南洋方面天気図　昭和１９．８ 義１１０５３部隊植草部隊

陸空-中央航空気象-186
戎克気象の研究第１号（南下戎克の気象海象に依る遭難及対策
に就て）　昭和２０．６

陸軍需品本牧経理部

陸空-中央航空気象-187 高層風月表（観測地名会寧）　昭和２０．４～５ 隼第１９５６９部隊丸岡隊今江隊

陸空-中央航空気象-188 雨量観測実施要領 -

陸空-中央航空気象-189 北支那気象月報（概報）　昭和１４．１０ 北支那気象部

陸空-中央航空気象-190 北支那気象部調査研究報告　昭和１５．２ 北支那気象部

陸空-中央航空気象-191 濠洲の気象概説、その他 －

陸空-中央航空気象-193 亜欧天気図．大東亜天気図　昭和２０．３～７ 第３飛行場中隊

陸空-中央航空気象-195 第３気象連隊概史　昭和４３．１
第３気象連隊第４中隊長陸軍大
尉　清水正一（空自２等空佐）

陸空-中央航空気象-196 気温報告　大正５年～大正１５年 -

陸空-中央航空気象-197 朝鮮気象月報　昭和３～６年 朝鮮総督府観測所

陸空-中央航空気象-198 朝鮮気象月報　昭和７年 朝鮮総督府観測所

陸空-中央航空気象-199 朝鮮気象月報　昭和８年 朝鮮総督府観測所

陸空-中央航空気象-200 朝鮮気象月報　昭和９年 朝鮮総督府観測所

陸空-中央航空気象-201 埼玉県管内毎時雨量観測成績　昭和７～１２年 熊谷測候所

陸空-中央航空気象-202
埼玉県管内毎時雨量観測成績　付　荒川の水位　大正１４～昭和
６年

熊谷測候所

陸空-中央航空気象-203 南方気象調査月報　第６号　昭和１６．１ 台湾総督府気象台

陸空-中央航空気象-203_2 南方気象調査月報　昭和１６年１月　第６号 台湾総督府気象台

陸空-中央航空気象-204 南方気象調査月報　第７号　昭和１６．２ 台湾総督府気象台

陸空-中央航空気象-204_2 南方気象調査月報　昭和１６年２月　第７号 台湾総督府気象台

陸空-中央航空気象-205 外南洋方面天気図　昭和１９．６ 司第１１０５３部隊石谷隊後藤隊

陸空-中央航空気象-206 外南洋方面天気図　昭和１８．８ 司第１１０５３部隊第３気象隊

陸空-中央航空気象-207 本邦兵要気象誌概説資料（４月）　昭和２０．３ 大本営陸軍部

陸空-中央航空気象-208 本邦気象要覧資料　昭和２０．４ 大本営陸軍部

陸空-中央航空気象-208_2 本邦気象要覧資料（５月分及６月分）　昭和２０年４月 大本営陸軍

陸空-中央航空気象-209 南方気象調査月報　第６．７号　昭和１６．１～２ 台湾総督府気象台

陸空-中央航空気象-210
航空気象誌（気候表）第１巻（極東ソ領　満洲蒙古）　昭和８～１１
年

参謀本部

陸空-中央航空気象-211 気象兵要地誌　第６巻（本邦及隣邦）　昭和９．８ 参謀本部

陸空-中央航空気象-212 気象関係資料 -

陸空-中央航空気象-213 気象関係資料（陸軍航空の作戦基盤設定関係） -
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陸空-中央航空気象-214 気象関係資料綴 -

陸空-中央航空気象-215 中央気象台気象無線通報乙類　取扱規程　昭和１３年９月 中央気象台

陸空-中央航空気象-216 風向統計概見表 牡丹江飛行隊

陸空-中央航空気象-217 航空天測図　北第一巻　緯度０°－１０° 陸軍航空本部

陸空-中央航空気象-218 航空天測図　北第二巻　北緯１０度－２０度 陸軍航空本部

陸空-中央航空気象-219 航空天測図　北第四巻　緯度３０°－４０° 陸軍航空本部

陸空-中央航空気象-220 航空天測図　北第五巻　緯度４０°－５０° 陸軍航空本部

陸空-中央航空気象-220_2 航空天測図　北第五巻　緯度４０°－５０° 陸軍航空本部

陸空-中央航空気象-221 航空天測図　南第一巻　南緯０度－１０度 陸軍航空本部

陸空-中央航空気象-222 日本航空路気象誌　昭和１９～２０年 第１幕僚監部

陸空-中央航空気象-222_2 日本航空路気象誌　昭和１９～２０年 第１幕僚監部

陸空-中央航空気象-223 朝鮮　航空気象報文　第１巻第１号　昭和１５年２月 朝鮮総督府気象台

陸空-中央航空気象-224 朝鮮　航空気象報文　第１巻第２号　昭和１５年６月 朝鮮総督府気象台

陸空-中央航空気象-225 朝鮮　航空気象報文　第１巻第３号　昭和１６年５月 朝鮮総督府気象台

陸空-中央航空気象-226 朝鮮　航空気象報文　第１巻第４号　昭和１６年１２月 朝鮮総督府気象台

陸空-中央航空気象-227 本邦気候表（続編） 中央気象台

陸空-中央航空衛生-1 航空衛生史 第１復員局

陸空-中央航空衛生-2 航空衛生史 第１復員局

陸空-中央航空衛生-3 航空衛生史 第１復員局

陸空-中央航空衛生-4 航空衛生史 第１復員局

陸空-中央航空衛生-5 航空衛生史 第１復員局

陸空-中央航空衛生-6 航空衛生　大東亜戦争陸軍衛生史巻８別冊 陸軍軍医少佐　亀田信夫

陸空-中央航空衛生-7 大東亜戦争衛生史編纂資料 第１２０飛行場大隊

陸空-中央航空衛生-8 陸軍航空衛生史資料　昭４３．１２ 森村鹿之助他　１１名

陸空-中央航空衛生-9 航空医学の参考（１～１１号）　昭１６．１２ 陸軍航空総監部　医務課

陸空-中央航空衛生-10 航空疲労及至航空病調査計画　昭１６．７．２６ 第３飛行集団　軍医部

陸空-中央航空衛生-11 所謂航空神経症の概念　及治療補遺　昭１８．１２．２５ 陸軍軍医中佐　菅原常雄

陸空-中央航空衛生-12 航空衛生に関する研究論文集（６部）
第８陸軍航空技術　研究所員
軍医中佐　吉村玄三

陸空-中央航空衛生-13 所謂戦場航空病及び之が対策に就て　昭１６．１ 木下部隊　軍医部

陸空-中央航空衛生-14 航空疲労の心理学的試験研究記事　昭１５．１．６ 陸軍航空技術研究所

陸空-中央航空衛生-15 飛行機上に於ける人体生理学　昭１２．２ 所沢陸軍飛行学校

陸空-中央航空衛生-16 衛生材料の空中補給　昭７．１０
関東軍軍医部　増田美保薬剤
官

陸空-中央航空衛生-17 軍医団雑誌目次一覧表　大正７～昭１８ 陸軍薬剤少佐　増田美保

陸空-中央航空衛生-18 航空衛生勤務控 山口　憲三

陸空-中央航空衛生-19 御説明資料（陸軍航空本部医務部）　昭１８．５．２５ 山口　憲三

陸空-中央航空衛生-20 陸軍航空部隊の現況と衛生勤務に就て　昭１５．８ 第３飛行集団　軍医部
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陸空-中央航空衛生-21 酸素缺乏に因る　意識喪失防止策に就て 軍医少佐　五十嵐衡

陸空-中央航空衛生-22 流行性出血熱の本態に関する実験的研究 陸軍軍医少佐　池田苗夫

陸空-中央航空衛生-23 池田苗夫軍医中佐　研究史料集　第５船舶司令部 陸軍軍医中佐　池田苗夫

陸空-中央航空衛生-24 千島・樺太及び北満に於ける医学的調査史料集 陸軍軍医中佐　池田苗夫

陸空-中央航空衛生-25 飛行第１０大隊衛生関係綴　昭８～１０ 陸軍軍医中佐　池田苗夫

陸空-中央航空衛生-26
北満兵営に対する衛生学的考察　昭１１．４　冱寒期航空の人体
に及ぼす影響　昭１８．７

陸軍軍医中佐　池田苗夫

陸空-中央航空衛生-27 身体鍛錬の航空耐性に及す影響に就て 五十嵐　衡

陸空-中央航空衛生-28 意識障碍に関する実験的研究（原稿）　昭和１９年 五十嵐　衡

陸空-中央航空衛生-29 作戦地に於ける　航空人的戦力増強方法の参考　昭和１９年５月 南方軍軍医部

陸空-中央部隊歴史-1 日本航空史　１／４（明治．大正編） 日本航空協会

陸空-中央部隊歴史-2 日本航空史　２／４（明治．大正編） 日本航空協会

陸空-中央部隊歴史-3 日本航空史　３／４（明治．大正編） 日本航空協会

陸空-中央部隊歴史-4 日本航空史　４／４（明治．大正編） 日本航空協会

陸空-中央部隊歴史-9 下志津教導飛行師団歴史　大８．３．１７～昭２０．７．２２ 下志津教導飛行師団　司令部

陸空-中央部隊歴史-10
下志津教導飛行師団歴史　付録　職員表　大１３．５．２５～昭１
９．１２．５

下志津教導飛行師団　司令部

陸空-中央部隊歴史-11
下志津教導飛行師団歴史　付録　建築物要図　大１５．１１～昭１
８．２．６

下志津教導飛行師団

陸空-中央部隊歴史-12 陸軍航空本部歴史抜粋　明１年～大１４．５ 陸軍航空本部

陸空-中央部隊歴史-13 所沢陸軍飛行場史 小沢　敬司

陸空-中央部隊歴史-14 飛行場設定隊概史　大平洋戦争
第１４９野戦飛行場　設定隊戦
友会

陸空-中央部隊歴史-15 各務原飛行場の由来　昭４７．１１．２６ 飛行第１大隊　岡野末廣

陸空-中央部隊歴史-16 飛行第２９戦隊歴史　昭１４ 飛行第２９戦隊

陸空-中央部隊歴史-17 陸軍少年飛行兵出身者会報 少飛会

陸空-中央部隊歴史-18 隼１会報　特別攻撃隊　若桜隊の記録 隼第１５３０１部隊

陸空-中央部隊歴史-19 気球連隊歴史 気球連隊

陸空-中央部隊歴史-20 陸軍落下傘部隊史　付・自衛隊空挺団史 空挺戦友会

陸空-中央部隊歴史-21 陸軍落下傘部隊史　付・自衛隊空挺団史 空挺戦友会

陸空-中央部隊歴史-22 飛行第２９戦隊歴史原稿　昭１８．４以降 第２９戦隊

陸空-中央部隊歴史-23 飛行第４５戦隊歴史　昭１３．８以降 第４５戦隊

陸空-中央部隊歴史-24 飛行第７３戦隊小史　昭４８．５．２０ 第７３戦隊

陸空-中央部隊歴史-25 飛行第７５戦隊歴史　昭３４．１１．２０ 第７５戦隊

陸空-中央部隊歴史-26 飛行第９８戦隊略歴　昭１３．８．１～２０．１０．１０ 第９８戦隊

陸空-中央部隊歴史-27 第８３独立飛行隊戦歴資料 -

陸空-中央部隊歴史-28 飛行第２０４戦隊会誌 第２０４戦隊

陸空-中央部隊歴史-29
飛行第９８戦隊行動概要抜すい（戦隊付田中全治兵籍より）　昭１
５．７．３０～１８．９．２０

第９８戦隊

陸空-中央部隊歴史-30
野戦気象第５大隊第１中隊　第２気象連隊第５中隊　第２４野戦気
象隊　第５中隊概史　昭１６．１１～２１．５

-

陸空-中央部隊歴史-31 第２０飛行戦隊戦史資料　昭３７．１．３１ 隊長　少佐　村岡英夫
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陸空-中央部隊歴史-32 陣中日誌　Ｓ１９．１０．５ マバラカット西飛行場　派遣隊

陸空-中央部隊歴史-33 第１２５飛行場設定隊史料 隊長少佐　戸田与右ェ門

陸空-中央部隊歴史-34 高千穂部隊史　大城日記抜萃　白井少佐手記 -

陸空-中央部隊歴史-35 第１０２飛行場大隊戦史資料　Ｓ１９ 部隊長　酒井健一

陸空-中央部隊歴史-36 帝国陸軍航空界の　沿革並に当隊歴史の概要　昭和３．５．１ 飛行第４連隊

陸空-中央部隊歴史-37 第６航空軍隷指揮部隊歴史　昭和２０．１０ 陸軍航空本部残務部

陸空-中央部隊歴史-39 第８３独立飛行隊付　小林憲一行動要図 -

陸空-中央部隊歴史-40 独立第２５飛行団　司令部履歴 -

陸空-中央部隊歴史-41 飛行第６４戦隊略歴
飛行第６４戦隊長　陸軍少佐
宮辺英夫

陸空-中央部隊歴史-42 義烈空挺隊　攻撃計画 -

陸空-中央部隊歴史-43 大東亜戦　進攻邀撃記録 飛行第３３戦隊

陸空-中央部隊歴史-44 第２３飛行場大隊戦史　昭和１５．７～２１．５ ２３飛会　藤田政利

陸空-中央部隊歴史-45 第２飛行師団関係資料綴（寺本熊市中将） 第２飛行集団等

陸空-南方進攻-1 南方全般航空作戦記録　昭２１．７ 第１復員局

陸空-南方進攻-2 南方全般航空作戦記録　昭２１．７　調製 第１復員局

陸空-南方進攻-3 南方軍航空作戦 第１復員局

陸空-南方進攻-4 南西方面航空作戦記録　第１期　昭２１．８ 第１復員局

陸空-南方進攻-5 南西方面航空作戦記録　第１期　昭２１．８ 第１復員局

陸空-南方進攻-6 南西方面航空作戦記録　第１期　昭２１．８　調製 第１復員局

陸空-南方進攻-7 南西方面航空作戦記録　第２期　昭２１．８ 第１復員局

陸空-南方進攻-8 南西方面航空作戦記録　第２期　昭２１．８　調製 第１復員局

陸空-南方進攻-9 南西方面航空作戦記録　第２期　昭２１．８　調製 第１復員局

陸空-南方進攻-10 南西方面航空作戦記録　第３期　昭２２．６ 第１復員局

陸空-南方進攻-11 南西方面航空作戦記録　第３期　昭２２．６　調製 第１復員局

陸空-南方進攻-12 南西方面航空作戦記録　昭２２．６ 第１復員局

陸空-南方進攻-13 爪哇．スマトラ方面航空作戦記録　昭２１．８ 第１復員局

陸空-南方進攻-14 爪哇．スマトラ方面航空作戦記録　昭２１．８　調整 第１復員局

陸空-南方進攻-15 爪哇．スマトラ方面航空作戦記録　昭２１．８　調製 第１復員局

陸空-南方進攻-16 緬甸方面航空作戦記録　昭２１．１０　調製 第１復員局

陸空-南方進攻-17 緬甸方面航空作戦記録　昭２１．１０　調製 第１復員局

陸空-南方進攻-18 緬甸方面航空作戦記録　昭２１．１０　調整 第１復員局

陸空-南方進攻-19 馬来航空作戦 陸軍大佐　宮子実（陸３６期）

陸空-南方進攻-21 南方方面陸軍航空部隊配置図　昭２１．５．１３
中国復員監部　南方軍残務整
理班

陸空-南方進攻-22 南方軍作戦計画・命令綴　昭３２．１２ 重原１空佐写（重原慶司）

陸空-南方進攻-23 大東亜戦争南方作戦間　飛行に関する南方軍命令集 南方軍（石井資料第２号）

陸空-南方進攻-24 第３飛行師団南西方面作戦航空図　昭１７．３～２０．８ 第３飛行師団司令部



令和５年１月１２日

陸空-南方進攻-25 「パレンバン」防衛関係資料 飛行第９師団　黒川信夫

陸空-南方進攻-26 南方軍航空後方関係　永石資料　其１ （南方軍総司令部）永石正久

陸空-南方進攻-27 南方軍航空後方関係　永石資料　其２ （南方軍総司令部）永石正久

陸空-南方進攻-28 南方軍航空後方関係　永石資料　其３ （南方軍総司令部）永石正久

陸空-南方進攻-29
南方軍に対し開戦前における　杉山参謀総長の指示　昭１６．１
１．１０

参謀総長　杉山元

陸空-南方進攻-30 南方軍関係聴取ノート　昭１６．１０～２０．８ 戦史室編さん官　岡本武義

陸空-南方進攻-31 第３飛行集団（第３航空）状況報告　昭１７．６．２６　１８．５．１ 第３飛行集団

陸空-南方進攻-32 航空総軍関係資料綴　昭１９～２０年 （元大本営参謀）志波武次郎

陸空-南方進攻-33 南方進攻作戦航空戦史資料綴 （元大本営参謀）志波武次郎

陸空-南方進攻-34 第３飛行集団連絡規定抜萃 第３飛行集団司令部

陸空-南方進攻-35 第３飛行集団状況報告　昭１７．２．１７ 第３飛行集団司令部

陸空-南方進攻-36 参謀総長に対する状況報告　昭１７．２ 第３飛行集団長　管原中将

陸空-南方進攻-37 第３飛行団関係資料集　昭３４．１１．６　複製 第３飛行団

陸空-南方進攻-38 飛３飛行団状況報告　昭１７．３．２７ 第３飛行団

陸空-南方進攻-39 第３飛行師団機密作戦日誌　昭１６．１１．１８～１７．３．６ 第３飛行師団司令部

陸空-南方進攻-40 第３飛行師団関係史料（戦訓）　昭１８．７．３０ 第３飛行師団司令部

陸空-南方進攻-41 第３飛行師団研究会記事　昭３３．３．５ 戦史室　岡本武義

陸空-南方進攻-42 飛行第１１戦隊史（稲妻始末記） 飛行第１１戦隊　生存者記録

陸空-南方進攻-43 飛行第５０戦隊の戦史資料（部隊履歴．主要作戦など） 飛行第５０戦隊

陸空-南方進攻-44 飛行第６０戦隊南方戦闘に関する戦史資料 飛行第６０戦隊

陸空-南方進攻-45
飛行第７７戦隊戦闘詳報（南部ビルマ作戦協力並に第２次　中部
ビルマ航空撃滅戦）　昭１６．１２．２６～１７．１．１４

飛行第７７戦隊

陸空-南方進攻-46 飛行第７７戦隊戦闘詳報　昭１６．１２．１１～１６．１２．２５ 飛行第７７戦隊

陸空-南方進攻-47
飛行第６４戦隊戦歴経過の概要（馬来．南部スマトラ「Ｌ」挺進．西
部ジャバ作戦）

飛行第６４戦隊

陸空-南方進攻-48 第１５航空通信隊業務詳報（第２９号）　昭１７．１．１～１７．１．３１ 第１５航空通信隊

陸空-南方進攻-49 航空保安通信長官と南方諸地域を視察した時の記録 陸軍中佐　釜井耕輝

陸空-南方進攻-50 パレンバン空挺作戦戦闘経過要図 奥本　実

陸空-南方進攻-51 パレンバン飛行場付近作戦経過要図 奥本　実

陸空-南方進攻-52 パレンバン作戦徳永中尉講演 徳永中尉講演

陸空-南方進攻-53 パレンバンに対する第１挺進団の行動 -

陸空-南方進攻-54 パレンバン戦闘の概要 大城中尉

陸空-南方進攻-55 落下傘部隊パレンバン奇襲作戦　戦闘経過の概要　昭１７．５．６ 陸軍航空本部

陸空-南方進攻-56 大東亜戦記　落下傘部隊パレンバン奇襲 陸軍航空本部

陸空-南方進攻-57 ラシオ挺進作戦戦闘詳報　昭１７．４．２９ 飛行場急襲隊

陸空-南方進攻-58 落下傘部隊戦闘講演草稿　昭１７．８ 帖佐大尉

陸空-南方進攻-59 落下傘部隊 佐藤　喜一郎

陸空-南方進攻-60 緬甸方面航空作戦の概要　Ｓ１７．１．１５～１８．８ 第１復員局
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陸空-南方進攻-61 緬甸方面航空作戦の概要　自Ｓ．１７．１　至Ｓ．１８．８ -

陸空-南方進攻-62 南西方面航空作戦の概要 -

陸空-南方進攻-63 南方軍航空作戦　昭和２０．８ １復史実調査部

陸空-南方進攻-64 南方軍航空作戦　昭和２０．８ １復・史実調査部

陸空-南方進攻-65 南方軍航空作戦　昭和２０．８ １復・史実調査部

陸空-南方進攻-66 馬来航空作戦（第１期）　昭和２０．８ 第１復員局

陸空-南方進攻-67 爪哇「スマトラ」航空作戦 １復

陸空-南方進攻-68 第４航空軍作戦関係書類綴　昭和１９．１０～２０．２ -

陸空-南方進攻-69 航空作戦記録（南方全般の部） -

陸空-南方進攻-70 悠久の翼　１ 中村　新太郎

陸空-南方進攻-71 悠久の翼　２ 中村　新太郎

陸空-南方進攻-72 大東亜戦争　陸鷲戦記　１ 航空文学会編

陸空-南方進攻-73 大東亜戦争　陸鷲戦記　２ 航空文学会編

陸空-南方進攻-74 軍報道班員手記　パレンバン落下傘部隊　マレー戦記 新東亜協会編

陸空-南方進攻-75 爪哇島詳細図 神崎　清

陸空-南方進攻-76 スマトラ・パレンバン市街図　１万分の１ -

陸空-南方進攻-77 独立飛行第８２中隊付　河和田晄　略歴 -

陸空-南方進攻-78
２００万分１　航空図　南方図　第６号　ハノイ－バンコック－カル
カッタ

-

陸空-南方進攻-79
パレンバン空挺作戦に於ける　第９８飛行戦隊　須藤中尉自爆状
況書翰写

-

陸空-南方進攻-80
長嶺亀助氏宛書翰　昭７．４．３０　京都帝大　昭７．６．２６　明治
大学　昭７．４．２２　九州帝大

-

陸空-南方進攻-81
第３航空軍編成及び　南西方面航空作戦の概要　昭１７．７．２４
～１９．６

第１復員局

陸空-南方進攻-82 第９飛行師団戦史資料　昭１９．６～２０．８ 第１復員局

陸空-南方進攻-83 南部スマトラ．爪哇．北部スマトラ方面　航空作戦記録 第１復員局

陸空-南方進攻-84 南西方面航空作戦記録　第１期 第１復員局

陸空-南方進攻-85 南方全般航空作戦記録 第１復員局

陸空-南方進攻-86 南方全般航空作戦記録 第１復員局

陸空-南方進攻-87 航空作戦記録（南西方面第２期） 第１復員局

陸空-南方進攻-88 航空作戦記録（第２編後期）　緬甸作戦の部　昭和２０．８ 第１復員局

陸空-南方進攻-89 加藤部隊長戦歴資料 -

陸空-南方進攻-90 テンガ飛行場舎営規定　昭和１７．５ 隼第９９５２部隊

陸空-南方進攻-91 ８１Ｆ感状　昭和１７．３．１５ -

陸空-南方進攻-92 陸軍航空　ジャワ進攻作戦参考　新聞記事 -

陸空-南方進攻-93 大東亜戦史　馬来航空作戦 -

陸空-南方進攻-94 大東亜戦史　蘭印航空作戦 -

陸空-ニューギニア・ソロモン-1 南東方面航空作戦記録 第１復員局

陸空-ニューギニア・ソロモン-2 南東方面航空作戦記録 第１復員局
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陸空-ニューギニア・ソロモン-3 南東方面航空作戦記録 第１復員局

陸空-ニューギニア・ソロモン-4 南東方面航空作戦記録 第１復員局

陸空-ニューギニア・ソロモン-5 南東方面航空作戦記録 第１復員局

陸空-ニューギニア・ソロモン-6 濠洲領「ニューギニヤ」航空事情　昭１９．５ 治集団司令部

陸空-ニューギニア・ソロモン-7 濠洲領「ニューギニヤ」航空事情　昭１９．５ 治集団司令部

陸空-ニューギニア・ソロモン-8 濠洲領「ニューギニヤ」航空事情　昭１９．５ 治集団司令部

陸空-ニューギニア・ソロモン-9 濠洲領「ニューギニヤ」航空事情　昭１９．５ 治集団司令部

陸空-ニューギニア・ソロモン-10 第４航空軍命令（ラバウル）　昭１７．８．１１ 第４航空軍参謀部

陸空-ニューギニア・ソロモン-11 第４航空軍機密作戦日誌　其１　昭１８．８．１０～１８．９．１９ 第４航空軍参謀部

陸空-ニューギニア・ソロモン-12 第４航空軍機密作戦日誌　其２　昭１８．９．１６～１８．１０．２４ 第４航空軍参謀部

陸空-ニューギニア・ソロモン-13 第４航空軍機密作戦日誌　其３　昭１８．１０．２０～１８．１１．３０ 第４航空軍参謀部

陸空-ニューギニア・ソロモン-14 第４航空軍機密作戦日誌資料　其１　昭１９．１０．中～２０．１．上 第４航空軍参謀部　佐藤勝雄

陸空-ニューギニア・ソロモン-15 第４航空軍機密作戦日誌資料　其１　昭１９．９．中～１９．１２．中 第４航空軍参謀部　佐藤勝雄

陸空-ニューギニア・ソロモン-16 第４航空軍機密作戦日誌資料　其１　昭１９．９．中～２０．１０．上 第４航空軍参謀部　佐藤勝雄

陸空-ニューギニア・ソロモン-17 第４航空軍機密作戦日誌資料　其２　昭１９．１１．中～２０．１．上 第４航空軍参謀部　佐藤勝雄

陸空-ニューギニア・ソロモン-18 第４航空軍機密作戦日誌資料　其２　昭１９．１１．中～２０．１．上 第４航空軍参謀部　佐藤勝雄

陸空-ニューギニア・ソロモン-19 濠洲領ニューギニア飛行場一覧図 -

陸空-ニューギニア・ソロモン-20 南太平洋航空作戦　ムンダ戦記　１／２ 鈴木　寛一

陸空-ニューギニア・ソロモン-20_2 南太平洋　航空作戦　ムンダ戦記　２／２ 元陸軍大尉　鈴木寛一

陸空-ニューギニア・ソロモン-21 第６飛行師団　ホルランジャ付近の戦闘に関する報告　昭１９．７ 第６飛行師団

陸空-ニューギニア・ソロモン-22 第６飛行師団　南方における未開地行軍の参考　昭１９．７ 第６飛行師団

陸空-ニューギニア・ソロモン-23
飛行第１０戦隊第２次ビスマルク・第３次ニューギニア作戦　戦闘
詳報　昭１８．１２．１５～１９．３．２４

飛行第１０戦隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-24 飛行第１０戦隊ラバウル派遣隊の状況　昭１９．３～２０年 飛行第１０戦隊付　岩永成夫

陸空-ニューギニア・ソロモン-25 １８号作戦間敵機来襲状況　昭１８．１．５～１８．１．９ 飛行第１１戦隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-26 飛行第１１戦隊史資料（東部ニューギニア方面）　昭１８年 飛行第１１戦隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-27
飛行第２４戦隊戦闘詳報（第２次「ニューギニア」戦）　昭１８．５．１
５～１８．５．３０

飛行第２４戦隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-28
飛行第２６戦隊戦闘詳報（第１８軍協力作戦）　昭１８．１０．３０～１
８．１２．３１

飛行第２６戦隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-29 飛行第４５戦隊戦闘要報原稿　昭１７．１１～１８．６ 飛行第４５戦隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-30 飛行第５９戦隊感状　昭１９．４．２９ 第４航空軍司令官　寺本熊市

陸空-ニューギニア・ソロモン-31 飛行第１４戦隊長覚書（ニューギニア．ジャワ方面）　昭１８年初期 飛行第１４戦隊長　井戸田勇

陸空-ニューギニア・ソロモン-32 飛行第４５戦隊戦史資料（濠北　西部ニューギニア） 飛行第４５戦隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-33
飛行第６１戦隊戦史資料（バリックパパン沖雷撃　ニューギニア．
蘭印）　其１

（飛行第６１戦隊・中尉）新富正
清

陸空-ニューギニア・ソロモン-34
飛行第６１戦隊戦史資料（バリックパパン沖雷撃　ニューギニア．
蘭印）　其２

（飛行第６１戦隊・中尉）新富正
清

陸空-ニューギニア・ソロモン-35
飛行第６１戦隊戦史資料（バリックパパン沖雷撃　ニューギニア．
蘭印）　其３

（飛行第６１戦隊・中尉）新富正
清

陸空-ニューギニア・ソロモン-36 飛行第６１戦隊関係資料　昭１７．１０．６～２０．８．１５
（飛行第６１戦隊・中尉）新富正
清

陸空-ニューギニア・ソロモン-37 飛行第２４８戦隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ 飛行第２４８戦隊
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陸空-ニューギニア・ソロモン-38 飛行第２４８戦隊陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 飛行第２４８戦隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-39 独立飛行第８１中隊戦闘詳報　昭１８．１１．３～１８．１１．９ 独立飛行第８１中隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-40 ニューギニア方面　独立飛行第８３中隊戦闘詳報 独立飛行第８３中隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-41 第２０飛行場大隊本部　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ 第２０飛行場大隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-42 第２０飛行場大隊本部　陣中日誌　昭１８．９．１～１８．９．３１ 第２０飛行場大隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-43 第２０飛行場大隊本部　陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．１０．３１ 第２０飛行場大隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-44 第２０飛行場大隊本部　陣中日誌　昭１８．１０ 第２０飛行場大隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-45 第２０飛行場大隊本部　陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ 第２０飛行場大隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-46 第２０飛行場大隊本部　陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 第２０飛行場大隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-47 第２０飛行場大隊本部　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 第２０飛行場大隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-48 第２０飛行場大隊本部　陣中日誌　昭１９．３．１～１９．３．１０ 第２０飛行場大隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-49 第２０飛行場大隊本部　陣中日誌　昭１９．３．１１～１９．３．２０ 第２０飛行場大隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-50
第２０飛行場大隊　陣中日誌（先発隊の分）　昭１８．８．１１～１８．
８．３１

第２０飛行場大隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-51
第２０飛行場大隊陣中日誌（先発隊の分）　昭１８．９．１～１８．１
０．５

第２０飛行場大隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-52
第２０飛行場大隊陣中日誌（先発隊の分）　昭１８．９．１～１８．１
０．５

第２０飛行場大隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-53 第２０飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ 第２０飛行場大隊　警備中隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-54
第２０飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．１０．３
１

第２０飛行場大隊　警備中隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-55
第２０飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３
０

第２０飛行場大隊　警備中隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-56 第２０飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 第２０飛行場大隊　警備中隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-57 第２０飛行場大隊　警備中隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 第２０飛行場大隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-58
第２０飛行場大隊第１整備中隊陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．
３１

第２０飛行場大隊　整備中隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-59
第２０飛行場大隊第１整備中隊陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．１
０．３１

第２０飛行場大隊　整備中隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-60
第２０飛行場大隊陣中日誌（第１整備中隊の分　ブーツ派遣隊の
分）　昭１８．１１．１～１８．１１．３０

第２０飛行場大隊　第１整備中
隊　ブーツ派遣隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-61
第２０飛行場大隊　第１整備中隊・ブーツ派遣隊陣中日誌　昭１８．
１１．１～１８．１１．３０

第２０飛行場大隊　第１整備中
隊　ブーツ派遣隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-62
第２０飛行場大隊　ブーツ派遣隊陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．
１２．３１

第２０飛行場大隊　ブーツ派遣
隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-63
第２０飛行場大隊　第１整備中隊・ブーツ派遣隊陣中日誌　昭１９．
１．１～１９．１．３１

第２０飛行場大隊　第１整備中
隊　ブーツ派遣隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-64
第２０飛行場大隊　ワクデ派遣隊陣中日誌　昭１８．１０．５～１８．
１０．３１

第２０飛行場大隊　ワクデ派遣
隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-65
第２０飛行場大隊　ワクデ派遣隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．
１１．３０

第２０飛行場大隊　ワクデ派遣
隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-66
第２０飛行場大隊　ワクデ派遣隊陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．
１２．３１

第２０飛行場大隊　ワクデ派遣
隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-67
第２０飛行場大隊　ワクデ派遣隊陣中日誌　昭１９．１．１～１９．
３．３１

第２０飛行場大隊　ワクデ派遣
隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-68
第２０飛行場大隊　ワクデ派遣隊陣中日誌　昭１９．３．１～１９．
３．３１

第２０飛行場大隊　ワクデ派遣
隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-69 第２２飛行場中隊陣中日誌　昭１９．３．１～１９．３．３１ 第２２飛行場中隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-70 第２２飛行場中隊陣中日誌　昭１９．３．１～１９．３．３１ 第２２飛行場中隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-71 第２５飛行場大隊　警備中隊陣中日誌　昭１９．３．１～１９．３．３１ 第２５飛行場大隊　警備中隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-72
第４８飛行場大隊戦闘詳報（第２号）　昭１８．１２．１～１８．１２．３
１

第４８飛行場大隊本部

陸空-ニューギニア・ソロモン-73
第４８飛行場大隊　「ウエワク」派遣隊戦闘詳報（第８号）　昭１９．
３．１～１９．３．３１

第４８飛行場大隊　ウエワク派
遣隊
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陸空-ニューギニア・ソロモン-74
第４８飛行場大隊　「ウエワク」派遣隊戦闘詳報（第８号）　昭１９．
３．１～１９．３．３１

第４８飛行場大隊　ウエワク派
遣隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-75
第２１飛行場大隊「マダン」派遣隊　戦闘詳報（１月号）　昭１９．１．
１～１９．１．３１

第２１飛行場大隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-76 第１０５飛行場設定隊戦史資料 第１０５飛行場設定隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-77 ソロモン方面飛行場設定状況史料（血汗） 鈴木　寛一

陸空-ニューギニア・ソロモン-78
第４野戦飛行場設定隊　「フロレス」戦闘詳報　昭１８．６．２４～１
８．８．１０

第４野戦飛行場設定隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-79
第１４野戦航空補給廠日々命令綴　昭１８．８～１８．１２（ラバウル
－ウエワク方面）

第１４野戦航空補給廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-80 第１４野戦航空補給廠　陣中日誌　昭１７．１２．１～１７．１２．３１ 第１４野戦航空補給廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-81 第１４野戦航空補給廠　陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１．３１ 第１４野戦航空補給廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-82 第１４野戦航空補給廠　陣中日誌　昭１８．２．１～１８．２．２８ 第１４野戦航空補給廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-83 第１４野戦航空補給廠　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ 第１４野戦航空補給廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-84 第１４野戦航空補給廠　陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３０ 第１４野戦航空補給廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-85
第１４野戦航空補給廠　ラバウル支廠　陣中日誌　昭１９．１．１～
１９．１．３１

第１４野戦航空補給廠　ラバウ
ル支廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-86
第１４野戦航空補給廠　ラバウル支廠　陣中日誌　昭１９．２．１～
１９．３．１

第１４野戦航空補給廠　ラバウ
ル支廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-87
第１４野戦航空補給廠　ラバウル支廠　陣中日誌　昭１９．２．１～
１９．３．１

第１４野戦航空補給廠　ラバウ
ル支廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-88
第１４野戦航空補給廠　ラバウル支廠　陣中日誌　昭１９．２．１～
１９．３．１

第１４野戦航空補給廠　ラバウ
ル支廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-89
第１４野戦航空補給廠　ラバウル支廠　陣中日誌　昭１９．２．１～
１９．３．１

第１４野戦航空補給廠　ラバウ
ル支廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-90
第１４野戦航空修理廠　ウエワク出張所　陣中日誌　昭１８．５．１
～１８．５．３１

第１４野戦航空修理廠　ウエワ
ク出張所

陸空-ニューギニア・ソロモン-91
第１４野戦航空修理廠　ウエワク出張所　陣中日誌　昭１９．１．１
～１９．１．３１

第１４野戦航空修理廠　ウエワ
ク出張所

陸空-ニューギニア・ソロモン-92
第１４野戦航空修理廠　ウエワク分廠　陣中日誌　昭１９．２．１～
１９．２．２９

第１４野戦航空修理廠　ウエワ
ク分廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-93
第１４野戦航空修理廠　ウエワク分廠　陣中日誌　昭１９．３．１～
１９．３．３１

第１４野戦航空修理廠　ウエワ
ク分廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-94 飛行第６１戦隊戦闘記録 小野　正俊

陸空-ニューギニア・ソロモン-95
（飛行第８連隊　飛行第８戦隊　第４航空地区司令部｝川崎正雄准
尉　軍隊手帖記録

-

陸空-ニューギニア・ソロモン-96 南郷茂男大尉戦死情況報告　書翰写 -

陸空-ニューギニア・ソロモン-97 南東方面陸軍航空作戦概史　昭１７．１１～１９．９ -

陸空-ニューギニア・ソロモン-98 第５航空通信連隊留守名簿（在ニューギニア） -

陸空-ニューギニア・ソロモン-99 第４航空軍作戦命令綴 -

陸空-ニューギニア・ソロモン-100 状況報告書（大東亜戦争　南東方面） 第１４野戦航空修理廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-101 中山眞積大佐　履歴記録簿　昭１８．８．３～２１．６．２５ 第５航空通信連隊長　中山眞積

陸空-ニューギニア・ソロモン-102 修理月報（ニューギニア戦闘）　昭１９．１．２６～１９．２．２５ 第２０９分廠

陸空-ニューギニア・ソロモン-103 第１線分廠半歳の管見　昭１９．３．１ 第２０９分廠長

陸空-ニューギニア・ソロモン-104 川島健三郎中尉　行動概見図 -

陸空-ニューギニア・ソロモン-105 第１２飛行団　南東方面戦闘　昭１７．１２．２４～１８．６．３０ 第１２飛行団長　谷口正義

陸空-ニューギニア・ソロモン-106 第１挺進団資料　ニューギニヤ方面　昭１８．６．１９～１８．８．１５ 市波　信義

陸空-ニューギニア・ソロモン-107 亀地区第２野戦根拠地隊　関係史料　昭１９．５ -

陸空-ニューギニア・ソロモン-108 「ジョリーボー」陣地　陣中日誌 独立第８大隊第２中隊

陸空-ニューギニア・ソロモン-109 ホランジァ転進人員調査表（第７飛行師団）　昭２０．１．９
飛行第２０８戦隊中隊長　内野
睦博
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陸空-ニューギニア・ソロモン-110 ソロモン方面飛行場設定状況史料（別離の辞　他４点） -

陸空-ニューギニア・ソロモン-111 南東太平洋方面作戦記録　航空部隊の作戦　その５　昭２１．９ 第１復員局

陸空-ニューギニア・ソロモン-112 第４航空軍作戦関係書類　昭１９．４．１６～１９．６ 第４航空軍

陸空-ニューギニア・ソロモン-113 第４航空軍作戦関係書類　昭１９．４．１６～１９．６ 第４航空軍

陸空-ニューギニア・ソロモン-114 人事異動に関する綴 第３０航空地区　司令部

陸空-ニューギニア・ソロモン-116 「ホルランヂャ航空隊戦記　哀しき抵抗」 浅野　均

陸空-本土防空-1 本土航空作戦記録（大東亜戦争本土方面）　昭２１．１２ 第１復員局

陸空-本土防空-2 本土航空作戦記録（大東亜戦争本土方面）　昭２１．１２ 第１復員局

陸空-本土防空-3 本土航空作戦記録（大東亜戦争本土方面）　昭２１．１２ 第１復員局

陸空-本土防空-4 本土航空作戦記録（大東亜戦争本土方面）　昭２１．１２ 第１復員局

陸空-本土防空-5 本土航空作戦記録（大東亜戦争本土方面）　昭２１．１２ 第１復員局

陸空-本土防空-6 本土防空関係資料　昭１７．１．１７～１７．１１．４ 陸軍省

陸空-本土防空-7 陸軍飛行場要覧（本土） 第１復員局

陸空-本土防空-8 陸軍飛行場要覧（本土） 第１復員局

陸空-本土防空-9 陸軍飛行場要覧（本土） 第１復員局

陸空-本土防空-10 陸軍飛行場要覧（本土） 第１復員局

陸空-本土防空-11 陸軍飛行場要覧（本土） 第１復員局

陸空-本土防空-12 内地における飛行場設定の状況について　昭１７～１８年頃
元陸軍航空本部部員　陸軍中
佐　釜井耕輝

陸空-本土防空-13 九州地区飛行場配置図 -

陸空-本土防空-14 九州地区飛行場配置図 -

陸空-本土防空-15 九州地区飛行場配置図 -

陸空-本土防空-16 飛行場配當要図（内地及び朝鮮） 航空総軍司令部

陸空-本土防空-17 東京防空飛行隊の編制々度　並に其の沿革 第１復員局

陸空-本土防空-18 今次戦争開始迄の日本本国防空に於ける航空 -

陸空-本土防空-19 東京上空における空戦の実例　昭２０．２．１９
米空軍立川基地　憲兵司令部
警察渉外課

陸空-本土防空-20 北九州防空配備要図　昭１７．４．９ 陸軍省

陸空-本土防空-21 航空本部電報綴　昭２０．１０ 航空本部

陸空-本土防空-22 東部軍管区内に於ける国民対空敢闘記　昭１９．１１．１以降 中山頼三大佐

陸空-本土防空-23 東部軍管区内に於ける空襲記録　昭１９．１１．１～２０．８．１５
陸軍航空本部　星史班嘱託　安
井繁禮

陸空-本土防空-28 米機本土来襲状況　昭１９．１１以降 防空情報室

陸空-本土防空-29 本土来襲の公算大なる米国陸軍機　昭２０．３ 防衛総司令部

陸空-本土防空-30 防空の教訓　昭２６．４．２４ 入江　莞爾

陸空-本土防空-31 第１０飛行師団命令綴　昭２０．１．１～２０．６．２７ 第１０飛行師団　参謀部

陸空-本土防空-32 第１０飛行師団命令綴　昭２０．７．１～２０．８．１５ 第１０飛行師団　参謀部

陸空-本土防空-33 第１２飛行師団　８．２０対空戦闘詳報　昭１９．８ 第１２飛行師団

陸空-本土防空-34 西部軍航空情報隊　８．２０．８．２１対空戦闘詳報　昭１９．８ -
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陸空-本土防空-35 内地．ボルネオ航空部隊　配置要図　昭２０．８．１５ 留守業務局　航空課

陸空-本土防空-36 飛行第５３戦隊感状　昭２０．７．９ 第１２方面軍（飛行第５３戦隊）

陸空-本土防空-37 飛行第５６戦隊　終戦処理資料　昭２０．９～２０．１０ 飛行第５６戦隊

陸空-本土防空-38 陸軍航空基地資料第１　本州．九州　昭１９．１０刊行 水路部

陸空-本土防空-40 陸軍航空関係聴取資料　昭１４～２０
戦史室．戦史編さん官　松田正
雄

陸空-本土防空-41 本土陸軍航空作戦編さん資料（防空の部） 西部軍管区関係

陸空-本土防空-42 大東亜戦争本土航空作戦概史（前編） 第１復員局

陸空-本土防空-43 時局防空必携　昭１８年改訂 内務省

陸空-本土防空-44 長崎市空襲災害概要報告書　昭２０．８．９ 長崎県

陸空-本土防空-44_2 昭和２０．８．９　長崎市空襲災害概要報告書 長崎県

陸空-本土防空-45 本土航空作戦　昭２１ 第１復員局

陸空-本土防空-46 第１１飛行師団作戦記録　昭１９．８～２０．６ -

陸空-本土防空-47 飛行場記録（樺太の部） 第１復員局

陸空-本土防空-48
飛行場記録　内地（千島．樺太．北海道．朝鮮．台湾を含む）　昭１
９．４．２０

第１航空軍司令部

陸空-本土防空-49 東京の電話　その５０万加入まで（中） -

陸空-本土防空-50
８．２０対空戦（第１次及第２次）戦闘詳報　昭１９．８．２０～１９．
８．２１

第１６飛行団司令部

陸空-本土防空-52 週間情報２０　第１２号　昭和２０．３．２１ 陸軍航空本部

陸空-本土防空-53 近藤兼利中将回想録　昭和２９．２記 第１１飛行師団長

陸空-本土防空-54
陸軍航空関係（来栖良太尉の死因に関する）調査事項綴　昭和４
４．５

-

陸空-本土防空-55 軍管内飛行場視察の結果に基く意見 釜井参謀

陸空-本土防空-56 防空主任者会議（同）資料　昭和１２．１２ 陸軍省兵務局防備課

陸空-本土防空-57
１１月下旬本土各地区の空襲被害に対する　戦訓に関する資料送
付の件　昭和１９．１２

航空工業会

陸空-本土防空-58 防空主任者集会教育記事　昭和１６．２ 大阪師団司令部

陸空-本土防空-59
陸軍航空作戦関係情報要求の件に関する質問書　回答　昭和２
０．１１

陸軍省

陸空-本土防空-60 帝国防空研究演習　昭和１８．６ 稲留中佐

陸空-本土防空-61 防空根本施策　昭和１８．８ 稲留参謀

陸空-本土防空-62 防衛概況　昭和１９．６ 神戸製鋼所長府工場

陸空-本土防空-63 東部軍管区民防空指導要綱　昭和１８．５ 東部軍司令部

陸空-本土防空-64 帝都民防空図上研究演習記事　昭和１９．７ 東部軍司令部

陸空-本土防空-65 国民防空指導要領　昭和１４～１９ 稲留勝彦史料

陸空-本土防空-66 民防空関係綴（其の１）　昭和１７～２０ 陸軍大佐　稲留勝彦資料

陸空-本土防空-67 民防空関係綴（其の２）　昭和１８～２０ 陸軍大佐　稲留勝彦資料

陸空-本土防空-68 中村東部軍司令官談話　昭和１８．４
川崎市特別防空訓練所見　新
聞発表

陸空-本土防空-69 帝都に於ける民防空に就て　昭和１８．５ 陸軍大佐　稲留勝彦

陸空-本土防空-70 敵空襲要領の参考　昭和１８．９ 稲留参謀

陸空-本土防空-71 民防空及之が指導に就て　昭和１８．９ 東部軍兵務部
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陸空-本土防空-72 民防空指導の要点　昭和１８．１２ 東部軍司令部

陸空-本土防空-73 防空監視哨綴　昭和１８年 陸軍大佐　稲留勝彦資料

陸空-本土防空-74 防空資材関係綴　昭和１９．２ 陸軍大佐　稲留勝彦資料

陸空-本土防空-75 空襲戦訓綴　昭和１９年 稲留参謀

陸空-本土防空-76 空襲判断と今後の対策　昭和１９年 陸軍大佐　稲留勝彦資料

陸空-本土防空-77 東京空襲関係綴　昭和２０．５月 陸軍大佐　稲留勝彦資料

陸空-本土防空-78 民間防空情報関係綴 陸軍大佐　稲留勝彦資料

陸空-本土防空-79 民間防空気球関係綴 陸軍大佐　稲留勝彦資料

陸空-本土防空-80 陸軍大佐　稲留勝彦資料（原稿）　大正３年～昭和１７年 -

陸空-本土防空-81 飛行機識別一覧カード　昭和２０年 -

陸空-本土防空-82 防空監視の参考 -

陸空-本土周辺-1 中部太平洋方面　航空作戦記録　昭２１．７ 第１復員局

陸空-本土周辺-2 中部太平洋方面　航空作戦記録　昭２１．７ 第１復員局

陸空-本土周辺-3 中部太平洋方面　航空作戦記録　昭２１．７ 第１復員局

陸空-本土周辺-4 中部太平洋方面　航空作戦記録　昭２１．７ 第１復員局

陸空-本土周辺-5 中部太平洋方面　航空作戦記録　昭２１．７ 第１復員局

陸空-本土周辺-6 硫黄島及南西諸島方面　航空作戦記録　昭２１．８ 第１復員局

陸空-本土周辺-7 硫黄島及南西諸島方面　航空作戦記録　昭２１．８ 第１復員局

陸空-本土周辺-8 硫黄島及南西諸島方面　航空作戦記録　昭２１．８ 第１復員局

陸空-本土周辺-9 硫黄島及南西諸島方面　航空作戦記録　昭２１．８ 第１復員局

陸空-本土周辺-10 第３部第６章特攻（第２案）　昭和２２．１１．２０ 第１復員局

陸空-本土周辺-11 飛行場記録（樺太の部）　大東亜戦争 第１復員局

陸空-本土周辺-12 飛行場記録（樺太の部）　大東亜戦争 第１復員局

陸空-本土周辺-13 飛行場記録（樺太の部）　大東亜戦争（北東方面） 第１復員局

陸空-本土周辺-14 飛行場記録（樺太の部）　大東亜戦争 第１復員局

陸空-本土周辺-15 飛行場記録（樺太の部）　大東亜戦争 第１復員局

陸空-本土周辺-16 飛行場記録（千島の部） 第１復員局

陸空-本土周辺-17 特攻（第２案）第３部第６章　昭和２２．１１．２０ 第１復員局

陸空-本土周辺-18 沖縄飛行場資料　昭１９．９．１ -

陸空-本土周辺-19 徳之島飛行場規定 -

陸空-本土周辺-20 第５方面軍航空情報部隊　配置要図　昭２０．８．１４現在 第５航空軍航空情報隊

陸空-本土周辺-21 台湾方面関係航空部隊　戦史資料（１） 第１復員局

陸空-本土周辺-22 台湾方面関係航空部隊　戦史資料（２） 第１復員局

陸空-本土周辺-23 台湾軍航空戦史　昭１９．３～２０．８ 第１復員局

陸空-本土周辺-24 サイパン航空戦記 第２独立飛行隊　清野忠一

陸空-本土周辺-25 サイパン航空戦記 第２独立飛行隊　清野忠一
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陸空-本土周辺-26 サイパン攻撃関係資料 聴取記録

陸空-本土周辺-27 決号航空作戦資料 第１復員局

陸空-本土周辺-28 天１号航空作戦戦闘詳報　昭２０．３．２３～２０．６．２０ 第８飛行師団　司令部

陸空-本土周辺-29
天１号航空作戦　戦闘詳報付録（其の１）　昭２０．３．２０～２０．
６．２０

第８飛行師団司令部

陸空-本土周辺-30
天１号航空作戦　戦闘詳報付録（其の２）　昭２０．３．２０～２０．
６．２０

第８飛行師団司令部

陸空-本土周辺-31 第８飛行師団戦闘詳報　昭２０．３．２０～２０．６．２０ 第８飛行師団　司令部

陸空-本土周辺-32 天１号航空作戦　戦闘詳報　昭２０．３．２０～２０．６．２０ 第８飛行師団　司令部

陸空-本土周辺-33 第８飛行師団　特別進級上申書類　昭２０．３以降
第８飛行師団　司令部　台湾第
１８９０１部隊

陸空-本土周辺-34 第８飛行師団　特攻隊戦果調査表　昭２０．４～２０．７ 第８飛行師団　司令部

陸空-本土周辺-35 第８飛行師団　特攻隊死亡通報綴　昭２０．１２．２０
第８飛行師団　誠第１８９０１部
隊

陸空-本土周辺-36
誠部隊天号作戦特攻戦死者諸統計表　誠部隊天号作戦特攻状況
一覧表

第８飛行師団　司令部

陸空-本土周辺-37 第６航空軍　感状に関する綴　其の１ 第６航空軍　司令部

陸空-本土周辺-38 第６航空軍　感状に関する綴　其の２ 第６航空軍　司令部

陸空-本土周辺-39 陸軍特別攻撃隊員　寄書「父の声」　昭２０．３ 第２３振武隊

陸空-本土周辺-40 特攻関係資料 陸軍大尉　伍井芳夫

陸空-本土周辺-41 陸軍特別攻撃隊に対する感状　昭２０．７．１０
航空総軍司令官　陸軍大将　河
邊正三

陸空-本土周辺-42 第３２軍の航空基地の設定（沖縄） 第３２軍

陸空-本土周辺-43 第１９航空地区司令部　陣中日誌　昭１９．４．２～１９．５．３１ 第１９航空地区　司令部

陸空-本土周辺-44 第１９航空地区司令部　陣中日誌　昭１９．４．２～２０．２．２８ 第１９航空地区　司令部

陸空-本土周辺-45 飛行第１９戦隊特攻隊　故陸軍大尉大出博紹遺書（写）
飛行第１９戦隊　第８飛行師団
大出博紹

陸空-本土周辺-46 飛行第６６戦隊　死没者書類綴　昭２０．１．３１～２０．８．１１ 飛行第６６戦隊本部

陸空-本土周辺-47 飛行第１１０戦隊資料　１（サイパンＢ－２９攻撃隊） 草刈資料

陸空-本土周辺-48 飛行第１１０戦隊資料　１（サイパンＢ－２９攻撃隊） 草刈資料

陸空-本土周辺-49 第５０飛行場大隊陣中日誌　昭１９．５．１～１９．５．３１ 第５０飛行場大隊

陸空-本土周辺-50 第５０飛行場大隊　陣中日誌　昭１９．６．１～１９．６．３０ 第５０飛行場大隊

陸空-本土周辺-51 第５０飛行場大隊　陣中日誌　昭１９．７．１～１９．７．３１ 第５０飛行場大隊本部

陸空-本土周辺-52 第５０飛行場大隊　陣中日誌　昭１９．８．１～１９．８．３１ 第５０飛行場大隊本部

陸空-本土周辺-52_2 第５０飛行場大隊陣中日誌　昭１９．４．１～１９．５．３１ 第５０飛行場大隊

陸空-本土周辺-52_3
第５０飛行場大隊　補給中隊　陣中日誌　昭１９．５．１～１９．５．３
１

第５０飛行場大隊

陸空-本土周辺-53 第５０飛行場大隊　戦闘詳報　昭２０．１．２２ 第５０飛行場大隊本部

陸空-本土周辺-54
第４４飛行場大隊　陣中日誌．集録　付．沖縄本島中飛行場　戦
闘詳報　昭１９．５～２０．２

第４４飛行場大隊

陸空-本土周辺-55 第５６飛行場大隊　対空戦闘詳報（沖縄本島）　昭２０．１．２２ 第５６飛行場大隊

陸空-本土周辺-56
第６９飛行場大隊　石垣島東飛行場付近　戦闘詳報　昭２０．１．２
２

第６９飛行場大隊

陸空-本土周辺-57 戦闘詳報８．１１対空戦　昭１９．８．１０～１９．８．１１ 第２４８飛行場大隊

陸空-本土周辺-58 戦闘詳報８．２０対空戦　昭１９．８．２０ 第２４８飛行場大隊

陸空-本土周辺-59 第１９航空地区司令部命令 第１９司令部
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陸空-本土周辺-60 対空戦闘詳報（沖縄本島）　昭２０．３．１ 第２９野戦飛行場　設定隊

陸空-本土周辺-61 第７５飛行場中隊　対空戦闘業務詳報　昭２０．１．２２ 第７５飛行場中隊（徳之島）

陸空-本土周辺-62 第７５飛行場中隊　南西空襲戦闘詳報　昭２０．３．１ 第７５飛行場中隊（徳之島）

陸空-本土周辺-63 第１独立整備隊　南西空襲戦闘詳報　昭２０．３．１ 第１独立整備隊

陸空-本土周辺-64 第１独立整備隊　南西空襲戦闘詳報　昭２０．１．２２ 第１独立整備隊

陸空-本土周辺-65 独立飛行第４６中隊　戦闘詳報　昭２０．１．２２ 独立飛行　第４６中隊

陸空-本土周辺-66 飛行場補修作業必携　昭１９．１０．１９ 台湾軍司令部

陸空-本土周辺-67 第２１警備大隊　８．２０対空戦闘詳報　昭１９．８．２０ 第２１警備大隊

陸空-本土周辺-68
第５野戦航空修理廠　第１分廠陣中日誌　昭１９．１０．１～１９．１
０．３１

第５野戦航空修理廠　第１分廠

陸空-本土周辺-69 極東航空兵要地理観察 -

陸空-本土周辺-70 沖縄要塞建築勤務　第６中隊訓令並訓示綴　昭１９．４～１９．８ 在沖縄要塞　建築勤務第６中隊

陸空-本土周辺-71 沖縄県防空計画　昭１９ -

陸空-本土周辺-72 飛行第７戦隊戦闘詳報　昭２０．３．２０ 飛行第７戦隊

陸空-本土周辺-73 豊原飛行場設定に関する書類綴　昭２０．４．１５ 樺太庁　経済第２部

陸空-本土周辺-74 第５０飛行場大隊　陣中日誌　昭１９．４．１～１９．４．３０ 第５０飛行場大隊

陸空-本土周辺-75 第５０飛行場大隊　陣中日誌　昭１９．４．１～１９．４．３０ 第５０飛行場大隊

陸空-本土周辺-76 第５０飛行場大隊　補給中隊陣中日誌　昭１９．６．１～１９．６．３０ 第５０飛行場大隊

陸空-本土周辺-77 陸軍特攻第５３振武隊に対する感状　昭２０．５．２７ 連合艦隊司令長官　豊田副武

陸空-本土周辺-78 誠第７１飛行隊　特別攻撃隊員に対する感状　昭２０．７．８ 第１０方面軍　安藤利吉

陸空-本土周辺-79 通信研究会記事 -

陸空-本土周辺-80 連絡及視察等所要の記録 陸軍中佐　釜井耕輝

陸空-本土周辺-81 台湾．マニラ等　飛行場関係資料　昭２０ -

陸空-本土周辺-82 業務査閲関係書類綴　昭１３ 荒川少佐

陸空-本土周辺-83
沖縄関係戦史資料　天号作戦間に於ける　と号部隊運用並に戦
闘に関する戦訓

-

陸空-本土周辺-84 陣中日誌　昭１９．９．１～１９．９．３０ 第７勤務中隊

陸空-本土周辺-85 陣中日誌　昭１９．１２．１～１９．１２．３１ 第５６飛行場大隊

陸空-本土周辺-86_2 陸軍飛行場要覧（北海道・朝鮮） -

陸空-本土周辺-87 月報綴　昭１８
陸軍航空輸送大刀洗支部　那
覇出張所

陸空-本土周辺-88 独立整備隊（１５７）と野戦飛行場設定隊（１３４）の編制表 長谷川少佐　都築１尉　資料

陸空-本土周辺-89 神鷲隊員　追悼録資料集 燕第３０００１部隊

陸空-本土周辺-90 天号航空戦史資料 -

陸空-本土周辺-91 決と号関係書類綴　其の１ 陸軍航空本部人事将校室

陸空-本土周辺-92 決と号関係書類綴　其の２ 陸軍航空本部人事将校室

陸空-本土周辺-93 決と号関係書類綴　其の１ 陸軍航空本部人事班

陸空-本土周辺-94 決と号関係書類綴　其の２ 陸軍航空本部人事班

陸空-本土周辺-95 特攻関係資料 第１復員局
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陸空-本土周辺-96 昭和１９年朝鮮に於ける　航空部隊展開図 -

陸空-本土周辺-97 群山陸軍飛行場　宿舎新築　其他　工事設計書　昭和１６．１．３０ 朝鮮軍経理部

陸空-本土周辺-98 防空総本部資料　本土被爆の状況（原爆による被害を含む） -

陸空-本土周辺-99 戦闘概要　昭和 第６航空軍司令部

陸空-本土周辺-100 仏印進駐、沖縄航空作戦、萬朶隊、戦史資料 今津　正光

陸空-本土周辺-101 敵機の本土空襲に関する技術調査資料　昭和１７．６ 陸軍航空技術研究所

陸空-本土周辺-102 天１号航空作戦戦闘詳報　昭和２０．３～６ 第８飛行師団司令部

陸空-本土周辺-103_2 飛行場要図綴　其の１ 立川．防府．明野等２０地区

陸空-本土周辺-105 飛行場要図綴　其の２ 相模．小牧．松戸等２０地区

陸空-本土周辺-106_2 飛行場要図綴　其の２ 相模．小牧．松戸等２０地区

陸空-本土周辺-107_2 飛行場要図綴　其の３ 新田原．八戸．宇都宮等10地区

陸空-本土周辺-108 飛行場要図綴　其の３ 新田原．八戸．宇都宮等10地区

陸空-本土周辺-109 新海大佐資料 -

陸空-本土周辺-110 飛行場記録（内地の一部） -

陸空-本土周辺-111 飛行場記録調整の件 第６航空軍

陸空-本土周辺-112 飛行場記録　「大正飛行場」　昭和２０年９月１５日 第１１飛行師団司令部

陸空-本土周辺-113
飛行場記録　大正．伊丹．八日市．佐野．京都．加古川．高松　昭
和２０年９月１５日

第１１飛行師団司令部

陸空-本土周辺-114
第４１航空地区飛行場記録　新田原．木脇．都城東．都城南．飯
野牧場．小林牧場．人吉．都城北

-

陸空-本土周辺-115 飛行場記録　「上別府．万世．知覧」 -

陸空-本土周辺-116 飛行場記録　「上別府．万世．知覧」 -

陸空-本土周辺-117 飛行場記録　「上別府．万世．知覧」 -

陸空-本土周辺-118 飛行場記録　「上別府．万世．知覧」 -

陸空-本土周辺-119 飛行場記録　「伊丹」 -

陸空-本土周辺-120
飛行場記録　小月．防府．芦屋．曽根．福岡．目達原．大刀洗南．
大刀洗北．雁ノ巣．豊後南．豊後北．築後

第１２飛行師団司令部

陸空-本土周辺-121 航空部隊　軍需品集積箇所一覧表（北九州及び山口） -

陸空-本土周辺-122 飛行第８連隊状況報告 飛行第８連隊

陸空-本土周辺-123 兵器補給証票　昭和１９．７
第１９航空地区司令部　球第１６
６１９部隊

陸空-本土周辺-124 昭和４６年調整　北東方面陸軍航空作戦史資料（付５FA） 生田惇　他

陸空-濠北方面-1 大東亜戦史　蘭印航空作戦 陸軍　宮子大佐

陸空-濠北方面-2 大東亜戦史　蘭印航空作戦 陸軍　宮子大佐

陸空-濠北方面-3
第３飛行団濠北方面作戦経過の概要　昭１６．１１．１５～２０．８．
１５

第３飛行団長　塚田理喜智

陸空-濠北方面-4 第７飛行師団関係史料 第７飛行師団　須藤栄之助

陸空-濠北方面-5 第７飛行師団カメリー飛行場勤録 第７飛行師団

陸空-濠北方面-6 第９航空地区司令部陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 第９航空地区司令部

陸空-濠北方面-7 第９航空地区司令部陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 第９航空地区司令部

陸空-濠北方面-8
第２０飛行場大隊陣中日誌（第１整備中隊の分）　昭１８．９．１～１
８．１０．３１

第２０飛行場大隊（第１整備中
隊）
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陸空-濠北方面-9
第２０飛行場大隊陣中日誌（アンボン残置隊の分）　昭１８．８．１～
１８．１０．３１

第２０飛行場大隊（アンボン残置
隊の分）

陸空-濠北方面-10
第２０飛行場大隊陣中日誌（ナムレア派遣隊の分）　昭１８．７．４
～１８．１２．３１

第２０飛行場大隊（ナムレア派遣
隊）

陸空-濠北方面-11
第２８飛行場大隊陣中日誌（本部の分）　昭１８．１０．１～１８．１
０．３１

第２８飛行場大隊

陸空-濠北方面-12
第２８飛行場大隊陣中日誌（本部の分）　昭１８．１０．１～１８．１
０．３１

第２８飛行場大隊

陸空-濠北方面-13
第２８飛行場大隊陣中日誌（本部の分）　昭１８．１１．１～１８．１
１．３０

第２８飛行場大隊

陸空-濠北方面-14
第２８飛行場大隊陣中日誌（本部の分）　昭１８．１１．１～１８．１
１．３０

第２８飛行場大隊

陸空-濠北方面-15
第２８飛行場大隊陣中日誌（本部の分）　昭１８．１２．１～１８．１
２．３１

第２８飛行場大隊

陸空-濠北方面-16
第２８飛行場大隊陣中日誌（本部の分）　昭１８．１２．１～１８．１
２．３１

第２８飛行場大隊

陸空-濠北方面-17
第２８飛行場大隊陣中日誌（整備中隊の分）　昭１８．１０．１～１
８．１２．３１

第２８飛行場大隊

陸空-濠北方面-18
第２８飛行場大隊陣中日誌（材料班の分）　昭１８．１０．１～１８．１
１．３１

第２８飛行場大隊

陸空-濠北方面-19
第２８飛行場大隊陣中日誌（スラバヤ派遣隊）　昭１８．１２．１～１
８．１２．３１

第２８飛行場大隊

陸空-濠北方面-20
第２８飛行場大隊陣中日誌（リアン派遣隊）　昭１８．１２．１～１８．
１２．３１

第２８飛行場大隊

陸空-濠北方面-21 第３８飛行場大隊本部陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 第３８飛行場大隊

陸空-濠北方面-22
第３８飛行場大隊第１整備中隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１
２．３０

第３８飛行場大隊

陸空-濠北方面-23
第３８飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３
０

第３８飛行場大隊

陸空-濠北方面-24
第３８飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３
１

第３８飛行場大隊

陸空-濠北方面-25
第３８飛行場大隊アマハイ残置隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．
１１．３０

第３８飛行場大隊

陸空-濠北方面-26
第３８飛行場大隊ブーツ派遣隊陣中日誌　昭１８．１１．１４～１８．
１２．３０

第３８飛行場大隊

陸空-濠北方面-27
第３８飛行場大隊ブーツ残置隊陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１
２．３１

第３８飛行場大隊

陸空-濠北方面-28
第３８飛行場大隊リヤン派遣隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１
１．３０

第３８飛行場大隊

陸空-濠北方面-29
第３８飛行場大隊ホルランヂャ派遣隊業務詳報　昭１８．１１．１～
１８．１１．３０

第３８飛行場大隊

陸空-濠北方面-30
第４７飛行場大隊カメリー勤務隊作業日誌　昭１９．２．１～１９．
５．２４

第４７飛行場大隊

陸空-濠北方面-31
第１７野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３
０

第１７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-32
第１７野戦飛行場設定隊　第１中隊陣中日誌　昭１８．１０．２５～１
８．１１．３０

第１７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-33 鯉第１臨時飛行場設定隊陣中日誌　昭１８．８．１～１９．２．２９ 鯉第１臨時飛行場設定隊

陸空-濠北方面-34 豪北方面第２野戦飛行場設定司令部の行動及び人各簿
豪北方面第２野戦飛行場司令
部

陸空-濠北方面-35 第４野戦飛行場設定隊戦闘詳報　昭１８．５．１５～１８．６．２３ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-36 第４野戦飛行場設定隊戦闘詳報　昭１８．５．１５～１８．６．２３ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-37 第４野戦飛行場設定隊戦闘詳報　昭１８．５．１５～１８．６．２３ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-38
第４野戦飛行場設定隊　チモール周辺地区航空撃滅戦　戦闘詳
報　昭１８．２．１～１８．４．３０

第４野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-39
第４野戦飛行場設定隊　チモール周辺地区航空撃滅戦　戦闘詳
報　昭１８．２．１～１８．４．３０

第４野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-40
第４野戦飛行場設定隊　フロレス周辺地区戦闘詳報　昭１８．６．２
４～１８．８．９

第４野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-41
第４野戦飛行場設定隊　フロレス周辺地区戦闘詳報　昭１８．６．２
４～１８．８．９

第４野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-42
第４野戦飛行場設定隊　フロレス周辺地区戦闘詳報　昭１８．６．２
４～１８．８．９

第４野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-43
第１６野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１８．１０．２７～１８．１１．
３０

第１６野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-44
第１６野戦飛行場設定隊　第１中隊　陣中日誌　昭１８．１０．２７～
１８．１１．３０

第１６野戦飛行場設定隊



令和５年１月１２日

陸空-濠北方面-45
第１６野戦飛行場設定隊　第１中隊　陣中日誌　昭１８．１０．２７～
１８．１１．３０

第１６野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-46
第１６野戦飛行場設定隊　第１中隊　陣中日誌　昭１９．１．１～１
９．１．３１

第１６野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-47
第１６野戦飛行場設定隊　第２中隊　陣中日誌　昭１８．１０．２７～
１８．１１．３０

第１６野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-48
第１６野戦飛行場設定隊　第２中隊　陣中日誌　昭１８．１０．２７～
１８．１１．３０

第１６野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-49
第１６野戦飛行場設定隊　第３中隊　陣中日誌　昭１８．１０．２７～
１８．１１．３０

第１６野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-50
第１６野戦飛行場設定隊　第３中隊　陣中日誌　昭１８．１０．２７～
１８．１１．３０

第１６野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-51
第１６野戦飛行場設定隊　整備隊　陣中日誌　昭１８．１０．２７～１
８．１１．３１

第１６野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-54
第１７野戦飛行場設定隊　第２中隊　陣中日誌　昭１８．１０．２５～
１８．１１．３０

第１７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-55
第１７野戦飛行場設定隊　整備隊　陣中日誌　昭１８．１０．２５～１
８．１２．３１

第１７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-56
第１７野戦飛行場設定隊　整備隊　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．
２．３０

第１７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-57 第１０６野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１９．１．１～１９．３．３１ 第１０６野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-58 第１０６野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１９．４．１～１９．７．３１ 第１０６野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-59
第１０７野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１８．１０．１～１８．１２．
３１

第１０７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-60
第１０７野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．
３１

第１０７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-61 第１０７野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 第１０７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-62 第１０７野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 第１０７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-63 第１０７野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１９．２．１～１９．２．２９ 第１０７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-64 第１０７野戦飛行場設定隊　日報綴　昭１８．１１～１９．２ 第１０７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-65 第１０７野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１９．１．１～１９．１．３１ 第１０７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-66
第１０９野戦飛行場設定隊　戦闘詳報・陣中日誌　昭１９．１．１～１
９．１２．３１

第１０９野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-67
第１０９野戦飛行場設定隊　戦闘詳報及陣中日誌　昭１９．１０．１
～１９．１０．３１

第１０９野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-68 第１１７野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１９．５ 第１１７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-69 第１１７野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１９．３ 第１１７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-70 第１１９野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１９．２～１９．４ 第１１９野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-71 第２１野戦航空補給廠業務手簿（１）　昭１８．１２后
第２１野戦航空補給廠　柳瀬良
平

陸空-濠北方面-72 第２１野戦航空補給廠業務手簿（２）　昭１８．１２后
第２１野戦航空補給廠　柳瀬良
平

陸空-濠北方面-73 第２１野戦航空補給廠業務手簿（３）　昭１８．１２后
第２１野戦航空補給廠　柳瀬良
平

陸空-濠北方面-74 第２１野戦航空補給廠　第１支廠　状況報告　昭１９．８以降 第２１野戦航空補給廠

陸空-濠北方面-75
南方航空路部北ボルネオ航空路管区　第７勤務中隊陣中日誌
昭１９．１１．１～１９．１２．３１

北ボルネオ航空路管区　第７勤
務中隊

陸空-濠北方面-76
第１６野戦飛行場設定隊整備隊　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．
１２．３１

第１６野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-77 第１７野戦飛行場設定隊　陣中日誌 第１７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-78 第１７野戦飛行場設定隊　陣中日誌 第１７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-79 第１７野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１８ 第１７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-80 第１１７野戦飛行場設定隊　陣中日誌 第１１７野戦飛行場設定隊

陸空-濠北方面-81 第１１９飛行場設定隊　陣中日誌　昭１９．５．１～１９．５．１０ 第１１９飛行場設定隊

陸空-濠北方面-82
南方航空路部第７勤務中隊　陣中日誌　昭１９．８．１０～１９．９．
３０

南方航空路部　第７勤務中隊
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陸空-濠北方面-83
第２０飛行場大隊アンボン残置隊　陣中日誌　昭１８．１０．１～１
８．１０．３１

第２０飛行場大隊

陸空-濠北方面-84 飛行第５９戦隊整備関係資料 飛行第５９戦隊　川村博

陸空-濠北方面-85 第３６飛行場中隊　人員掌握一覧表　昭１９年度 第３６飛行場中隊　小林准尉

陸空-濠北方面-86 神栄丸（爆流）戦闘詳報抜萃　昭和１８．６．６ 第１３飛行場中隊　末弘隊

陸空-濠北方面-87 稲田少将の告別の辞　及び対半持久作戦　指導意見　昭和１９．８ 第６飛行師団長

陸空-濠北方面-88 第３８飛行場大隊　第１整備中隊日命別紙綴　昭１７年度 -

陸空-濠北方面-89 濠北．比島における状況　昭和１９．４ -

陸空-濠北方面-90 田中部隊（第３９飛行場中隊）　南方初便り -

陸空-濠北方面-91 第２軍担当区域地図 -

陸空-濠北方面-92 飛行場修理作業記録（第１飛行場）　昭和２０．１ 南方空

陸空-比島（決戦）-1 比島航空作戦記録　第１期　昭２１．６ 第１復員局

陸空-比島（決戦）-2 比島航空作戦記録　第１期　昭２１．６調整 第１復員局

陸空-比島（決戦）-3 比島航空作戦記録　第１期　昭２１．６調整 第１復員局

陸空-比島（決戦）-4 比島航空作戦記録　第１期　昭２１．６調整 第１復員局

陸空-比島（決戦）-5 比島航空作戦記録　第１期　昭２１．６調整 第１復員局

陸空-比島（決戦）-6 比島航空作戦記録　第２期　昭２１．１０調整 第１復員局

陸空-比島（決戦）-7 比島航空作戦記録　第２期　昭２１．１０ 第１復員局

陸空-比島（決戦）-8 比島航空作戦記録　第２期　昭２１．１０ 第１復員局

陸空-比島（決戦）-9 比島航空作戦記録　第２期　昭２１．１０ 第１復員局

陸空-比島（決戦）-10 航空作戦記録（第２期　比島作戦）　昭２０．８ 第１復員局

陸空-比島（決戦）-11 大東亜戦争統帥史　第１次比島航空作戦（案） 秋山大佐

陸空-比島（決戦）-12 第３０戦闘飛行集団　比島作戦史
元第３０戦闘飛行集団参謀　原
田潔

陸空-比島（決戦）-13 第３０戦闘飛行集団　比島作戦史
元第３０戦闘飛行集団参謀　原
田潔

陸空-比島（決戦）-14 第５飛行団　比島戦闘史　昭３４．３ 小川　小二郎

陸空-比島（決戦）-15 第５飛行団　比島戦闘史　昭３４．３ 小川　小二郎

陸空-比島（決戦）-16 比島作戦陸軍航空関係部隊一覧表 第１復員局

陸空-比島（決戦）-17 比島方面における戦闘の概要　昭３２．１１．２０ 引揚援護局

陸空-比島（決戦）-18 第１４軍飛行隊の行動　１９４２年１月上～３月下 第１復員局

陸空-比島（決戦）-19 第１４軍飛行隊の行動　１９４２年１月上～３月下 第１復員局

陸空-比島（決戦）-20 第４航空軍比島捷号作戦指導　関係書類綴　昭１９．１１～２０．１ 第４航空軍

陸空-比島（決戦）-21 比島航空作戦要表　昭１９．９ -

陸空-比島（決戦）-22 太空洋戦争間比島に居った　航空部隊名一覧表 第１復員局

陸空-比島（決戦）-23 比島．復員者資料（飛行場設定隊の部） 第１復員局

陸空-比島（決戦）-24 比島．復員者資料（戦隊関係） 第１復員局

陸空-比島（決戦）-25 比島．復員者資料（通信情報の部） 第１復員局

陸空-比島（決戦）-26 航空部隊（比島）処理状況要覧　昭２１．９．２５ 航空部隊
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陸空-比島（決戦）-27
比島航空に関する一私見（航空基地設定に関する事項）　昭１９．
１．１

（第１４軍参謀副長）小森田親玄

陸空-比島（決戦）-28
第１４軍特設野戦飛行場　設定隊陣中日誌　昭１８．１０．２１～１
８．１２．３１

第１４軍

陸空-比島（決戦）-29 第４野戦飛行場設定隊陣中日誌　昭１６．１２．１～１６．１２．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-比島（決戦）-30 第５野戦飛行場設定隊情報班　飛行場記録綴　昭１９．８ 第５野戦飛行場設定隊

陸空-比島（決戦）-31 江口支隊行動の概要　昭１９．５．１６～１９．末
（第１０航空地区司令官）江口清
助

陸空-比島（決戦）-32
地区隊写真班行動詳報（「コレギドール」要塞攻略戦）　昭１７．４．
１２～１７．５．７

地区隊写真班

陸空-比島（決戦）-33 第３１飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１８．７．１～１８．７．３１ 第３１飛行場大隊警備中隊

陸空-比島（決戦）-34
第３１飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１８．１１．１～１８．１１．３
０

第３１飛行場大隊警備中隊

陸空-比島（決戦）-35 第３１飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１９．２．１～１９．５．３１ 第３１飛行場大隊警備中隊

陸空-比島（決戦）-36 第３１飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１９．６．１～１９．６．３０ 第３１飛行場大隊警備中隊

陸空-比島（決戦）-37 第３１飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１９．７．１～１９．７．３１ 第３１飛行場大隊警備中隊

陸空-比島（決戦）-38 第３１飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．１０．３１ 第３１飛行場大隊警備中隊

陸空-比島（決戦）-39 第１１航空地区隊写真班行動詳報　昭１７．４．３～１７．４．１１ 第１１航空地区隊写真班

陸空-比島（決戦）-41 第１１４飛行場大隊陣中日誌　昭和１９．７．２７～１９．８．２４ 第１１４飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-42 第１１４飛行場大隊補給中隊陣中日誌　昭１９．７．２７～１９．８．８ 第１１４飛行場大隊　補給中隊

陸空-比島（決戦）-43 第１３２飛行場大隊陣中日誌　昭１９．６．１５～１９．１２．３１ 第１３２飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-44 第１４７飛行場大隊陣中日誌　昭１９．７．１～１９．７．３１ 第１４７飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-45 第１４７飛行場大隊陣中日誌　昭１９．９．１～１９．１０．３１ 第１４７飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-46 第１４７飛行場大隊陣中日誌　昭１９．１１．１～１９．１２．３１ 第１４７飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-47 第１４７飛行場大隊陣中日誌　昭２０．２．１～２０．２．２８ 第１４７飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-48 第１４７飛行場大隊補給中隊陣中日誌　昭２０．３．１～２０．３．３１ 第１４７飛行場大隊　補給中隊

陸空-比島（決戦）-49 第１４７飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１９．７．１～１９．７．３１ 第１４７飛行場大隊　警備中隊

陸空-比島（決戦）-50 第１４７飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．８．３１ 第１４７飛行場大隊　警備中隊

陸空-比島（決戦）-51 第１４７飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１９．９．１～１９．９．３０ 第１４７飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-52
第１４７飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１９．１２．１～１９．１２．
３１

第１４７飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-53
第１４７飛行場大隊レガスピー派遣隊陣中日誌　昭１９．８．１５～１
９．９．３０

第１４７飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-54 第１４７飛行場大隊補給中隊陣中日誌　昭１９．７．１～１９．７．３１ 第１４７飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-55 第１４７飛行場大隊補給中隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．８．３１ 第１４７飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-56
第１４７飛行場大隊補給中隊陣中日誌　昭１９．９．１～１９．１０．３
１

第１４７飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-57
第１４９飛行場大隊補給中隊陣中日誌　昭１９．６．３０～１９．７．３
１

第１４９飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-58 第１４９飛行場大隊補給中隊陣中日誌　昭１９．９．１～１９．９．３０ 第１４９飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-59 第１４９飛行場大隊陣中日誌　昭１９．６．３０～１９．７．３１ 第１４９飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-60 第１４９飛行場大隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．８．３１ 第１４９飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-61 第１４９飛行場大隊陣中日誌　昭１９．９．１～１９．１０．３１ 第１４９飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-62 第１４９飛行場大隊戦闘詳報　昭１９．９．１～１９．９．２２ 第１４９飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-63 第１４９飛行場大隊戦闘詳報　昭１９．９．２３～１９．１１．６ 第１４９飛行場大隊



令和５年１月１２日

陸空-比島（決戦）-64
第１４９飛行場大隊ルバン島派遣隊陣中日誌　昭１９．１０．１～１
９．１０．３１

第１４９飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-65
第１４９飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１９．６．３０～１９．１２．
３１

第１４９飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-66
第１４９飛行場大隊補給中隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．１２．３
１

第１４９飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-67
藤兵団第８６飛行場大隊　富田中隊．石川小隊陣中日誌　昭２０．
２．２３～２０．３．１９

第８６飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-68
第１５２飛行場大隊警備中隊陣中日誌　昭１９．１２．１～１９．１２．
３１

第１５２飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-69
第１６野戦飛行場設定隊整備隊陣中日誌　昭１８．１０．２７～１８．
１２．３０

第１６野戦飛行場設定隊整備隊

陸空-比島（決戦）-70 第３２飛行場中隊戦時月報綴　昭１９．１～１９．７ 第３２飛行場中隊

陸空-比島（決戦）-71
第３２飛行場中隊「オラニ」飛行場派遣隊　戦闘詳報　昭１７．４．３
～１７．４．１１

第３２飛行場中隊

陸空-比島（決戦）-72
第３２飛行場中隊松谷捜索班　戦闘詳報　昭１８．７．２２～１８．１
２．３１

第３２飛行場中隊

陸空-比島（決戦）-73
第３２飛行場中隊「マラバン」派遣隊　戦闘詳報　昭１９．４．６～１
９．６．２８

第３２飛行場中隊

陸空-比島（決戦）-74
第３２飛行場中隊「マラバン」派遣隊　戦闘詳報　昭１９．４．６～１
９．６．２８

第３２飛行場中隊

陸空-比島（決戦）-75
第３２飛行場中隊「マラバン」派遣隊　戦闘詳報　昭１９．４．６～１
９．６．２８

第３２飛行場中隊

陸空-比島（決戦）-76 第１３１飛行場警備中隊陣中日誌　昭１９．６．３０～１９．１１．３０ 第１３１飛行場警備中隊

陸空-比島（決戦）-77 飛行第１６戦隊比島作戦史料集 飛行第１６戦隊

陸空-比島（決戦）-78 飛行第１９戦隊小史 飛行第１９戦隊

陸空-比島（決戦）-79 １９ＦＲ・２０ＦＲ戦史資料　昭１９．９．５～２０．８ 飛行第２０戦隊長　深見利雄

陸空-比島（決戦）-80 飛行第２７戦隊第２中隊陣中日誌　昭１９．９．１～１９．１０．３１ 飛行第２７戦隊　第２中隊

陸空-比島（決戦）-81 飛行第２７戦隊第２中隊陣中日誌　昭１９．１０．１～１９．１０．３１ 飛行第２７戦隊　第２中隊

陸空-比島（決戦）-82 飛行第３０戦隊整備隊陣中日誌　昭１９．１１．１～２０．３．２１ 飛行第３０戦隊

陸空-比島（決戦）-83 飛行第３１戦隊行動概況 飛行第３１戦隊

陸空-比島（決戦）-84 比島作戦整備日録
飛行第３１戦隊　陸軍大尉　杉
山龍丸

陸空-比島（決戦）-85 飛行第３２戦隊比島における戦闘概要 飛行第３２戦隊

陸空-比島（決戦）-86
飛行第２４戦隊戦闘詳報（第２３航空戦隊戦時日誌）　昭和１９年６
月１日～６月３０日

第２３航空戦隊

陸空-比島（決戦）-87 飛行第５５戦隊略歴 飛行第５５戦隊

陸空-比島（決戦）-88 飛行第６０戦隊比島空輸に於ける戦闘詳報　昭１９．１０ 飛行第６０戦隊

陸空-比島（決戦）-89 飛行第６６戦隊第３中隊陣中日誌　昭１９．６～１９．９ 飛行第６６戦隊

陸空-比島（決戦）-90 飛行第６６戦隊　派遣隊作命綴　昭和１９年度 ６６Ｆ

陸空-比島（決戦）-91 第１３野戦航空補給廠業務詳報　昭１９．１１．１～１９．１１．３０ 第１３野戦航空補給廠

陸空-比島（決戦）-92 業務詳報　第１３野戦航空補給廠　第２廠　昭和１９．１１ １３ＦＨ

陸空-比島（決戦）-93
戦闘詳報　第２次比島作戦　内地転進作戦　昭和１９．１１．１～１
９．１１．１９

第７輸送飛行隊

陸空-比島（決戦）-94
戦闘詳報　第２次比島作戦　内地転進作戦　昭和１９．１０．１～１
９．１１．１９

第７輸送飛行隊

陸空-比島（決戦）-95
戦闘詳報（１９）　第２次比島作戦　内地転進作戦　昭和１９．１０．
１～１９．１１．１９

第１１輸送飛行隊

陸空-比島（決戦）-96
戦闘詳報　第２次比島作戦　内地転進作戦　昭和１９．１０．１～１
１．１９

第１１輸送飛行隊

陸空-比島（決戦）-97
戦闘詳報　第２次比島作戦　内地転進作戦　昭和１９．１０．１～１
１．１９

第１２輸送飛行中隊

陸空-比島（決戦）-98
戦闘詳報　第２次比島作戦　内地転進作戦　昭和１９．１０．１～１
１．１９

第１２輸送飛行中隊

陸空-比島（決戦）-99
南方軍航空路部第７勤務中隊陣中日誌　昭２０．１．１～２０．３．２
０

南方軍航空路部　第７勤務中隊
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陸空-比島（決戦）-100
南方軍航空路部第７勤務中隊陣中日誌　昭２０．１．１～２０．１．３
１

南方軍航空路部　第７勤務中隊

陸空-比島（決戦）-101 独立飛行第４４中隊陣中日誌　昭１９．１２．１～１９．１２．３１ 独立飛行第４４中隊

陸空-比島（決戦）-102 比島方面第１独立整備隊　状況の参考　昭１９．７～２０．１
飛行４４戦隊整備主任者　森沢
忠彦大尉

陸空-比島（決戦）-103 比島捷号航空関係　大陸命．大陸指抜粋 -

陸空-比島（決戦）-104 比島捷号主要日時表 -

陸空-比島（決戦）-105 比島捷号航空関係部隊展開　一覧表 -

陸空-比島（決戦）-106 戦況手簿（比島捷号関係） 陸軍大将　高橋金治

陸空-比島（決戦）-107 戦況手簿（写）　比島捷号航空 松前参謀資料

陸空-比島（決戦）-108 高千穂空挺資料 塩崎少佐

陸空-比島（決戦）-109 陸軍航空特攻名簿整理表　２（比島捷号） 松前参謀資料

陸空-比島（決戦）-110 マニラ航空廠展開図 重原１佐

陸空-比島（決戦）-111 比島航空基地要図 第１復員局

陸空-比島（決戦）-112 比島及ボルネオ北部地図　１／２００万 -

陸空-比島（決戦）-113 第１次比島航空作戦　大東亜戦争統帥史 第１復員局

陸空-比島（決戦）-114
馬尼刺陸軍航空廠第２修理廠　第２分廠　陣中日誌　Ｓ１９．１２．
１～Ｓ１９．１２．３１

-

陸空-比島（決戦）-115 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　Ｓ１６．７．１～Ｓ１６．７．３１ -

陸空-比島（決戦）-116 第９９飛行場大隊　諸規定綴　１９年度 -

陸空-比島（決戦）-117
陸軍航空部隊飛行機の損耗史料　レイテ投入兵力表等　自Ｓ１
６．９　至Ｓ２０．７

第１復員局

陸空-比島（決戦）-118 第３１飛行場大隊警備中隊　陣中日誌　昭１８．４．１～１８．４．３０ 第３１飛行場大隊警備中隊

陸空-比島（決戦）-119 第３１飛行場大隊警備中隊　陣中日誌　昭１８．５．１～１８．５．３１ 第３１飛行場大隊警備中隊

陸空-比島（決戦）-120 第３１飛行場大隊警備中隊　陣中日誌　昭１８．６．１～１８．６．３０ 第３１飛行場大隊警備中隊

陸空-比島（決戦）-121 第３１飛行場大隊警備中隊　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３０ 第３１飛行場大隊警備中隊

陸空-比島（決戦）-122 第３１飛行場大隊警備中隊　陣中日誌　昭１８．９．１～１８．９．３０ 第３１飛行場大隊警備中隊

陸空-比島（決戦）-123 第５４飛行場中隊　電報綴　昭１９．７．１９ 第５４飛行場中隊

陸空-比島（決戦）-124 陣中日誌　昭１９．９．８～１９．１０．３１
第１４９飛行場大隊　ルバン島
派遣隊　隊長陸軍少尉　勝田三
代太

陸空-比島（決戦）-125
戦史叢書「比島捷号陸軍航空作戦」と　高木俊朗著「陸軍特別攻
撃隊」との相違点の説明

春成編さん官

陸空-比島（決戦）-126 比島進攻　作戦関係　聴取資料綴　昭１６～１７ 戦史室　２佐　高市近雄

陸空-比島（決戦）-127
陸軍特攻・八紘隊森本秀郎少尉資料　１２冊中２　日本女性に与う
るの書

森本　秀郎

陸空-比島（決戦）-128
陸軍特攻・八紘隊森本秀郎少尉資料　１２冊中３　森本秀郎大尉
遺稿

森本　秀郎

陸空-比島（決戦）-129
陸軍特攻・八紘隊森本秀郎少尉資料　１２冊中４　森本秀郎少尉
の偉勲に対し各方面より寄せられた書簡

森本　秀郎

陸空-比島（決戦）-130
陸軍特攻・八紘隊森本秀郎少尉資料　１２冊中５　森本秀郎少尉
性行の一端

森本　秀郎

陸空-比島（決戦）-131
特攻資料　八紘隊森本秀郎少尉資料　１２冊中６　森本秀郎少年
の想出

神直道著

陸空-比島（決戦）-132
特攻資料　八紘隊森本秀郎少尉資料　１２冊中７　陸軍特攻・石腸
隊員井樋太郎少尉の詩

報道班員　椎名保

陸空-比島（決戦）-133
陸軍　特別攻撃隊　八紘隊　森本秀郎少尉性行の一端　昭１８．
８．１～１９．１１．８

-

陸空-比島（決戦）-134
陸軍特攻・森本秀郎少尉資料　１２冊中９　ＮＫＫ放送物語　大空
に消えた翼たち　第１放送物語（資料）　空中戦士

玉川一郎作・神直道作

陸空-比島（決戦）-135 第２次比島航空作戦（原稿）　昭２０．８ 第１復員局　史実調査部
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陸空-比島（決戦）-136
第１３１飛行場大隊警備中隊　陣中日誌　昭和１９．１２．１～１２．
３１

-

陸空-比島（決戦）-137 第３２航空地区司令官　大橋中佐以下３０名の戦死状況 -

陸空-比島（決戦）-138 大東亜戦争　比島攻略戦に於ける海軍作戦状況 第２復員局残処理部資料

陸空-比島（決戦）-139 比島方面航空関係者日記の抜萃　昭１８～１９ 編さん官　高市近雄

陸空-比島（決戦）-140 第１３２飛行場大隊命令録　昭１９．６．２０～１９．１２．３０ 第１３２飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-141 マニラ陸軍航空廠状況表　昭２２．９．１調 留守業務局

陸空-比島（決戦）-142 パラワン島設定隊報告書類綴　昭１８～１９ -

陸空-比島（決戦）-143 飛行第１５戦隊情報綴　昭２０．１ 新船隊

陸空-比島（決戦）-144 クラーク地区建武集団の作戦　昭１９．７～２０．８ -

陸空-比島（決戦）-145
３３Ｆ　行動概要（中南支．ビルマ泰．ニューギニヤ．スマトラ）生井
大尉メモ

-

陸空-比島（決戦）-146 ブラウエン空挺作戦挺進第３連隊感状 -

陸空-比島（決戦）-147 高千穂部隊「バレテ」作戦参加概況（比島） 徳永賢治大佐

陸空-比島（決戦）-148 菊水特攻のスール海突入状況 隊員　中村眞曹長

陸空-比島（決戦）-149
比島捷号陸軍航空　大陸令．大陸指．抜萃綴　昭１８中期～２０．
初期

-

陸空-比島（決戦）-150
第１４７飛行場大隊　宿営地直接警備に関する指示　昭和２０．２．
１１

威第１８４９１部隊長　仲村少佐

陸空-比島（決戦）-151 捷号航空作戦 -

陸空-比島（決戦）-152 諸記録綴　昭和１９ 第４４飛行場大隊

陸空-比島（決戦）-153 サラヴィヤ隊の行動 -

陸空-比島（決戦）-154 第９航空情報隊の状況 比島派遣威第１８４５部隊

陸空-比島（決戦）-155 陣中日誌　昭和１９．１．１～１９．２．２９ 第１０２教育飛行連隊整備隊

陸空-比島（決戦）-156 陣中日誌　昭和１９．７．１４～２０．２．２７ パコロド通信隊

陸空-比島（決戦）-157 陣中日誌　昭和１９．１１ リンガエン飛行場派遣隊提隊

陸空-比島（決戦）-158 航空作戦記録（第１期比島作戦の部）　昭和２１．６ 第１復員局

陸空-比島（決戦）-159 第１次対潜掃討作戦関係綴 第２飛行師団

陸空-３ＦＡ-1 第３航空軍の作戦　昭１９．１２．１～１９．１２．３１ （第３航空軍参謀）高瀬七郎

陸空-３ＦＡ-2 第３航空軍の作戦　昭１９．１２．１～１９．１２．３１ （第３航空軍参謀）高瀬七郎

陸空-３ＦＡ-3 第３航空軍の作戦　昭１９．１２における （第３航空軍参謀）高瀬七郎

陸空-３ＦＡ-4 第３航空軍の作戦　昭１９．１２における （第３航空軍参謀）高瀬七郎

陸空-３ＦＡ-5 第３航空軍の作戦　昭１９．１２～２０．４ （第３航空軍参謀）高瀬七郎

陸空-３ＦＡ-6 第３航空軍作戦暦日表　昭１７．７～２０．８ （戦史室）岡本豊

陸空-３ＦＡ-7 第３航空軍作戦関係地図（複製）　昭１７．７～２０．８ （戦史室）岡本豊

陸空-３ＦＡ-8
第３航空軍編成及び南西方面航空作戦の概要　昭１７．７．２０～
１９．６

（第３航空軍）第１復員局

陸空-３ＦＡ-9 第３航空軍編成及び南西方面航空作戦の概要 （第３航空軍）第１復員局

陸空-３ＦＡ-10 第３航空軍航空要員教育 高瀬　七郎

陸空-３ＦＡ-11 第３航空軍航空要員教育 戦史室　高瀬七郎

陸空-３ＦＡ-12 第３航空軍航空要員教育　昭１８．６～２０．６．１５ 戦史室　高瀬七郎
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陸空-３ＦＡ-13 第３航空軍航空要員教育　昭１８．６～２０．６．１５ 戦史室　高瀬七郎

陸空-３ＦＡ-14 ３ＦＡ　第１野戦補充飛行隊　昭１６．１１．３０～２０．８．１５ （第３航空軍参謀）高瀬七郎

陸空-３ＦＡ-15 ３ＦＡ　第１野戦補充飛行隊　昭１６．１１．３０～２０．８．１５ （第３航空軍参謀）高瀬七郎

陸空-３ＦＡ-16 第３航空軍司令官・菅原道大中将　軍状上奏　昭１８．５．２９ 第３航空軍司令官

陸空-３ＦＡ-17 第３航空軍司令官・菅原道大中将　状況報告　昭１８．５．１ 第３航空軍司令官

陸空-３ＦＡ-18 司（３ＦＡ）部隊兵力配置要図　昭２０．６．２５ 第３航空軍司令部

陸空-３ＦＡ-19 司（３ＦＡ）部隊兵力配置要図　昭２０．６．２５ 第３航空軍司令部

陸空-３ＦＡ-20 司（３ＦＡ）部隊兵力配置要図　昭２０．６．２５ 第３航空軍司令部

陸空-３ＦＡ-21 第３航空軍（司）情報記録　昭１７．１０．１５～１７．１０．３１ 第３航空軍司令部

陸空-３ＦＡ-22 第３航空軍戦時月報　昭１７．７．２３～１７．８．３１ 第３航空軍司令部

陸空-３ＦＡ-23 第３航空軍戦時月報　昭１７．７．２３～１７．８．３１ 第３航空軍司令部

陸空-３ＦＡ-24 第３航空軍通信の概要（原稿）　昭２０．２以降 第１復員局

陸空-３ＦＡ-25 第３航空軍関係訓示綴　昭１７～１８年 第３航空軍司令部

陸空-３ＦＡ-26 司集団情報・戦訓関係資料　昭１８年 第３航空軍司令部

陸空-３ＦＡ-28 第３航空軍戦史の一部　昭１９．６～１９．１０ 第１復員局

陸空-３ＦＡ-29 第３航空軍戦史の一部　昭１９．６～１９．１０ 第１復員局

陸空-３ＦＡ-30 第３航空軍司令官菅原中将上奏文　昭１８．５．２９ 第３航空軍

陸空-３ＦＡ-31 レムパン島開拓史　昭２０．９．１８～２１．５．２ 南馬来軍司令部

陸空-３ＦＡ-32 第５飛行師団緬甸方面航空作戦の概要　昭１７．１．１５～１８．８ 第５飛行師団（第１復員局）

陸空-３ＦＡ-33 第５飛行師団戦史資料綴　昭１６～２０年
（第５飛行師団）戦史編さん官
岡本豊集録

陸空-３ＦＡ-34 南部印度支那地区飛行場要覧（第５飛行師団） 第５飛行師団

陸空-３ＦＡ-35 第５飛行師団．同配属部隊感状　昭２０．１．１ 南方軍総司令官

陸空-３ＦＡ-36 飛行第１２戦隊戦史資料　昭１３．８．１５～２０．８．１５
（飛行第１２戦隊）戦史室　岡本
豊集録

陸空-３ＦＡ-37 第９飛行師団作命綴　其１　昭２０年 第９飛行師団

陸空-３ＦＡ-38 第９飛行師団作命綴　其２　昭２１年 第９飛行師団

陸空-３ＦＡ-39 第９飛行師団戦史資料　昭１８．１２．１０～２０．８．１５ （第９飛行師団）岡本豊

陸空-３ＦＡ-41 第９飛行師団長　橋本秀信　訓示　昭１９．１２．１ 第９飛行師団長　橋本秀信

陸空-３ＦＡ-42 第３飛行団「カリヂャチ」飛行場作戦資料　昭１７．６．３ 第３飛行団

陸空-３ＦＡ-43 飛行第６１戦隊戦史資料集
（飛行第６１戦隊）中隊長　福留
正法大尉

陸空-３ＦＡ-44 第５飛行師団飛行第８１戦隊部隊略歴　昭１６．９．２０～２０．３
（飛行第８１戦隊）陸軍少佐　鈴
木正雄

陸空-３ＦＡ-45 第５飛行師団飛行第８１戦隊部隊略歴　昭１６．９．２０～２０．３
（飛行第８１戦隊）陸軍少佐　鈴
木正雄

陸空-３ＦＡ-46 独立飛行第７０中隊戦史資料 独立飛行第７０中隊

陸空-３ＦＡ-47 独立飛行第７０中隊部隊戦史資料 独立飛行第７０中隊

陸空-３ＦＡ-48 第５２飛行場大隊感状　昭１９．１２．２４ 第５２飛行場

陸空-３ＦＡ-48_2 感状　第52飛行場大隊　昭和19年12月24日 木下敏

陸空-３ＦＡ-49 第１６野戦航空修理廠業務詳報　昭２０．２．２８ 第１６野戦航空修理廠
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陸空-３ＦＡ-50 第１３野戦航空補給廠業務詳報　昭１９．１１．１～１９．１１．３０ 第１３野戦航空補給廠

陸空-３ＦＡ-51 第４野戦飛行場設定隊戦闘詳報　昭１７．３．１～１７．３．１０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-52 第４野戦飛行場設定隊戦闘詳報　昭１７．３．１１～１７．４．１０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-53 第４野戦飛行場設定隊戦闘詳報　昭１７．４．１１～１７．５．１８ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-54 第４野戦飛行場設定隊戦闘詳報　昭１７．５．１９～１７．６．１０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-55 第４野戦飛行場設定隊戦闘詳報　昭１７．６．１１～１７．７．２３ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-56 第４野戦飛行場設定隊戦闘詳報　昭１７．６．１１～１７．７．２３ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-57 第４野戦飛行場設定隊戦闘詳報　昭１７．７．２４～１７．８．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-58 第４野戦飛行場設定隊戦闘詳報　昭１７．９．１～１７．９．３０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-59 第４野戦飛行場設定隊戦闘詳報　昭１７．１０．１～１７．１１．３０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-60 第４野戦飛行場設定隊戦闘詳報　昭１７．１０．１～１７．１１．３０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-61
第４野戦飛行場設定隊　ミートキナ派遣隊戦闘詳報　昭１７．８．２
５～１７．９．３０

第４野戦飛行場設定隊　ミート
キナ派遣隊

陸空-３ＦＡ-62
第４野戦飛行場設定隊　ミートキナ派遣隊戦闘詳報　昭１７．１０．
１～１７．１１．３０

第４野戦飛行場設定隊　ミート
キナ派遣隊

陸空-３ＦＡ-63
第４野戦飛行場設定隊　ミートキナ派遣隊戦闘詳報　昭１７．１０．
１～１７．１１．３０

第４野戦飛行場設定隊　ミート
キナ派遣隊

陸空-３ＦＡ-64
第４野戦飛行場設定隊　ミートキナ派遣隊戦闘詳報　昭１７．１２．
１～１８．１．３１

第４野戦飛行場設定隊　ミート
キナ派遣隊

陸空-３ＦＡ-65
第４野戦飛行場設定隊　ミートキナ派遣隊戦闘詳報　昭１７．１２．
１～１８．１．３１

第４野戦飛行場設定隊　ミート
キナ派遣隊

陸空-３ＦＡ-67 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１６．７．１２～１６．８．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-68 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１６．７．１２～１６．７．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-69 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１６．９．１～１６．９．３０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-70 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１６．１０．１～１６．１０．３０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-71 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．１．１～１７．３．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-72 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．２．１～１７．２．２８ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-73 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．３．１～１７．３．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-74 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．４．１～１７．４．３０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-75 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．４．１～１７．４．３０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-76 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．５．１～１７．５．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-77 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．５．１～１７．５．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-78 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．６．１～１７．６．３０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-79 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．６．１～１７．６．３０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-80 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．７．１～１７．７．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-81 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．７．１～１７．７．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-82 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．８．１～１７．８．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-83 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．８．１～１７．８．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-84 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．９．１～１７．９．３０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-85 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-86 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．１ 第４野戦飛行場設定隊
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陸空-３ＦＡ-87 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．１１．１～１７．１１．３０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-88 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．１１．１～１７．１１．３０ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-89 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．１２．１～１７．１２．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-91 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１８．８．１～１８．８．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-92 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１８．１２．１～１８．１２．３１ 第４野戦飛行場設定隊

陸空-３ＦＡ-93
第４野戦飛行場設定隊　「アキャブ」派遣隊陣中日誌　昭１７．５．１
～１７．５．３１

第４野戦飛行場設定隊　アキャ
ブ派遣隊

陸空-３ＦＡ-94
第４野戦飛行場設定隊　「アキャブ」派遣隊陣中日誌　昭１７．５．１
～１７．５．３１

第４野戦飛行場設定隊　「アキャ
ブ」派遣隊

陸空-３ＦＡ-95
第４野戦飛行場設定隊　「アキャブ」派遣隊陣中日誌　昭１７．６．１
～１７．６．２０

第４野戦飛行場設定隊　「アキャ
ブ」派遣隊

陸空-３ＦＡ-96
第４野戦飛行場設定隊　「アキャブ」派遣隊陣中日誌　昭１７．６．１
～１７．６．２０

第４野戦飛行場設定隊　「アキャ
ブ」派遣隊

陸空-３ＦＡ-97
第４野戦飛行場設定隊　「ミートキーナ」派遣隊陣中日誌　昭１７．
８．２５～１７．８．３１

第４野戦飛行場設定隊　「ミート
キーナ」派遣隊

陸空-３ＦＡ-98
第４野戦飛行場設定隊　「ミートキーナ」派遣隊陣中日誌　昭１７．
８．２５～１７．８．３１

第４野戦飛行場設定隊　「ミート
キーナ」派遣隊

陸空-３ＦＡ-99
第４野戦飛行場設定隊　「ミートキーナ」派遣隊陣中日誌　昭１７．
９．１～１７．９．３０

第４野戦飛行場設定隊　「ミート
キーナ」派遣隊

陸空-３ＦＡ-100
第４野戦飛行場設定隊　「ミートキーナ」派遣隊陣中日誌　昭１７．
１０．１～１７．１０．３１

第４野戦飛行場設定隊　「ミート
キーナ」派遣隊

陸空-３ＦＡ-101
第４野戦飛行場設定隊　「ミートキナ」派遣隊陣中日誌　昭１７．１
０．１～１７．１０．３１

第４野戦飛行場設定隊　「ミート
キナ」派遣隊

陸空-３ＦＡ-102
第４飛行場設定隊長　第１４航空情報隊第１中隊長　下村大尉　ビ
ルマ・スマトラ行動地誌

-

陸空-３ＦＡ-103 第１野戦補充飛行隊 高瀬　七郎

陸空-３ＦＡ-104 第１野戦補充飛行隊 高瀬　七郎

陸空-３ＦＡ-105 ７ＦＤ　関係者聴取記録 戦史編さん官　１空佐　岡本豊

陸空-３ＦＡ-106 第３航空軍戦史資料　昭１７．７．２７～２０．８．１５ 戦史編さん官　１空佐　岡本豊

陸空-３ＦＡ-107 ３ＦＡ　関係聴取ノート　昭１６．１０～１７．６ 戦史編さん官　岡本武義

陸空-３ＦＡ-108 第３航空軍戦史（第１案）　昭１７．７～１８．５ 戦史編さん官　岡本武義

陸空-３ＦＡ-109 第３航空軍　電波探知機に関する戦史資料 -

陸空-３ＦＡ-110 第３航空軍　燃料　弾薬　飛行機補給並修理関係事項 -

陸空-３ＦＡ-111 ３ＦＡ　参謀　衣川悦司資料 -

陸空-３ＦＡ-112 航空兵団関係訓示綴 -

陸空-３ＦＡ-113 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１７．１．１～１７．１．３１ -

陸空-３ＦＡ-114 第３航空軍電探配置要図 -

陸空-３ＦＡ-115 第１野戦補充飛行隊戦闘隊　付　阿部信弘関係資料 -

陸空-３ＦＡ-116 陸軍大佐　中島要　関係資料　昭和２０．６．２５～８．８ -

陸空-３ＦＡ-117
明久照（メイクテーラ）附近戦闘経過概要図　昭和20年2月26日～
3月2日

不詳

陸空-支那方面-1 北支那航空兵要地誌　昭４．５ 参謀本部

陸空-支那方面-2 中支那航空兵要地誌　昭１１．３．３１ 参謀本部

陸空-支那方面-3 支那方面航空作戦記録　昭２２．２調製 第１復員局

陸空-支那方面-4 支那方面航空作戦記録　昭２２．２ 第１復員局

陸空-支那方面-5 支那方面航空作戦記録　昭２２．２調製 第１復員局

陸空-支那方面-6 支那方面航空作戦記録　昭２２．２調製 第１復員局
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陸空-支那方面-7 支那方面航空作戦記録　昭２２．２ 第１復員局

陸空-支那方面-8 支那軍事要覧　第５編（航空） 参謀本部

陸空-支那方面-9 支那軍事要覧　第５編（航空） 参謀本部

陸空-支那方面-10 支那軍事要覧　第５編（航空）続 参謀本部

陸空-支那方面-11 飛行場記録（支那の部）　昭２０．６．３０ 第１復員局

陸空-支那方面-12 飛行場記録（支那の部）　昭２０．６．３０ 第１復員局

陸空-支那方面-13 飛行場記録（支那の部）　昭２０．６．３０ 第１復員局

陸空-支那方面-14 支那事変第１年における陸軍航空作戦　経過の概要 大本営陸軍部

陸空-支那方面-15 支那事変第１年における陸軍航空作戦　経過の概要　第１章 大本営陸軍部

陸空-支那方面-16 支那事変第２年における陸軍航空作戦　経過の概要　第２章 大本営陸軍部

陸空-支那方面-17 支那方面飛行場管理区分表　昭１９．４．１ 支那派遣軍

陸空-支那方面-18 支那飛行場全図 参謀本部

陸空-支那方面-19 支那飛行場全図　昭１２．８．２５ 参謀本部

陸空-支那方面-20 中国軍飛行基地資料　昭１８～２０年 -

陸空-支那方面-21 在支敵空軍基地概要図　昭１８．５．下 甲集団参謀部

陸空-支那方面-22 支那事変航空兵団爆撃実施一覧表　昭１２．８～１３．３ 航空兵団司令部

陸空-支那方面-23 支那事変第４飛行団関係資料（規定類） 第４飛行団

陸空-支那方面-24 支那事変第４飛行団関係資料（地図） 第４飛行団

陸空-支那方面-25 第４飛行団戦時旬報綴　其１　昭１２．１０～１３．４ 第４飛行団

陸空-支那方面-26 第４飛行団戦時旬報綴　其２　昭１３．５～１３．８．上 第４飛行団

陸空-支那方面-27 第４飛行団戦時旬報綴　其３　昭１３．８．中～１３．１０．中 第４飛行団

陸空-支那方面-28 第４飛行団戦時旬報綴　其４　昭１３．１１．中～１３．１２．上 第４飛行団

陸空-支那方面-29 第５航空軍発電綴　第１巻　昭１９．２～１９．６．３０ 第５航空軍

陸空-支那方面-30 第５航空軍発電綴　第２巻　昭１９．７．１～１９．７．３１ 第５航空軍

陸空-支那方面-31 第５航空軍発電綴　第３巻　昭１９．８．１～１９．８．３１ 第５航空軍

陸空-支那方面-32 第５航空軍発電綴　第４巻　昭１９．９．２～１９．９．３０ 第５航空軍

陸空-支那方面-33 第５航空軍発電綴　第５巻　昭１９．１０．１～１９．１１．３０ 第５航空軍

陸空-支那方面-34 第５航空軍発電綴　第６巻　昭１９．１２．１～１９．１２．３１ 第５航空軍

陸空-支那方面-35 第５航空軍関係資料　昭和１９．２．１５～２０．８．１５ 戦史編さん官　長尾正夫

陸空-支那方面-36
第１５航空通信隊業務詳報　第４０号　昭１７．１２．１～１７．１２．３
１

第１５航空通信隊

陸空-支那方面-37 第１５航空通信隊業務詳報　第４１号　昭１８．１．１～１８．１．３１ 第１５航空通信隊

陸空-支那方面-38 第１５航空通信隊業務詳報　第４２号　昭１８．２．１～１８．２．２８ 第１５航空通信隊

陸空-支那方面-39 第１５航空通信隊業務詳報　第４３号　昭１８．３．１～１８．３．３１ 第１５航空通信隊

陸空-支那方面-40 第１５航空通信隊業務詳報　第４４号　昭１８．４．１～１８．４．３０ 第１５航空通信隊

陸空-支那方面-41 第１５航空通信隊業務詳報　第４５号　昭１８．５．１～１８．５．３１ 第１５航空通信隊

陸空-支那方面-42 第１５航空通信隊業務詳報　第４６号　昭１８．６．１～１８．６．３１ 第１５航空通信隊
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陸空-支那方面-43 第１５航空通信隊業務詳報　第４７号　昭１８．７．１～１８．７．３１ 第１５航空通信隊

陸空-支那方面-45 第１５航空通信連隊業務詳報　第２号　昭１９．１．１～１９．１．３１ 第１５航空通信連隊

陸空-支那方面-46 第１５航空通信連隊業務詳報　第３号　昭１９．２．１～１９．２．２９ 第１５航空通信連隊

陸空-支那方面-47 第１５航空通信連隊業務詳報　第４号　昭１９．３．１～１９．３．３１ 第１５航空通信連隊

陸空-支那方面-48 第１５航空通信連隊業務詳報　第５号　昭１９．４．１～１９．４．３０ 第１５航空通信連隊

陸空-支那方面-49 第１５航空通信連隊業務詳報　第６号　昭１９．５．１～１９．５．３１ 第１５航空通信連隊

陸空-支那方面-50 第１５航空通信連隊業務詳報　第７号　昭１９．６．１～１９．６．３０ 第１５航空通信連隊

陸空-支那方面-51 第５６飛行場大隊陣中日誌　昭１６．１２．１７～１６．１２．３１ 第５６飛行場大隊

陸空-支那方面-52 第５６飛行場大隊陣中日誌　昭１７．１．１～１７．１．３１ 第５６飛行場大隊

陸空-支那方面-53 第５６飛行場大隊陣中日誌　昭１７．２．１～１７．２．２８ 第５６飛行場大隊

陸空-支那方面-54 第５６飛行場大隊陣中日誌　昭１７．３．１～１７．３．３１ 第５６飛行場大隊

陸空-支那方面-55 第５６飛行場大隊陣中日誌　昭１７．４．１～１７．４．３０ 第５６飛行場大隊

陸空-支那方面-56 第５６飛行場大隊陣中日誌　昭１７．５．１～１７．５．３１ 第５６飛行場大隊

陸空-支那方面-57 第５６飛行場大隊陣中日誌　昭１７．６．１～１７．６．３０ 第５６飛行場大隊

陸空-支那方面-58 第５６飛行場大隊陣中日誌　昭１７．７．１～１７．７．３１ 第５６飛行場大隊

陸空-支那方面-59 第５６飛行場大隊陣中日誌　昭１７．８．１～１７．８．３１ 第５６飛行場大隊

陸空-支那方面-60 第５６飛行場大隊陣中日誌　昭１７．９．１～１７．９．１０ 第５６飛行場大隊

陸空-支那方面-61
第５６飛行場大隊支那派遣隊　陣中日誌　昭１６．１２．１～１６．１
２．３１

第５６飛行場大隊　支那派遣隊

陸空-支那方面-62 第５６飛行場大隊材料班　陣中日誌　昭１７．３．１～１７．３．３１ 第５６飛行場大隊　材料班

陸空-支那方面-63 第５６飛行場大隊材料班　陣中日誌　昭１７．４．１～１７．５．３０ 第５６飛行場大隊　材料班

陸空-支那方面-64 第５６飛行場大隊材料班　陣中日誌　昭１７．６．１～１７．７．３１ 第５６飛行場大隊　材料班

陸空-支那方面-65 第５６飛行場大隊材料班　陣中日誌　昭１７．８．１～１７．８．３１ 第５６飛行場大隊　材料班

陸空-支那方面-66 第５６飛行場大隊材料班　陣中日誌　昭１７．９．１～１７．９．１０ 第５６飛行場大隊　材料班

陸空-支那方面-67
第５６飛行場大隊材料班　陣中日誌　昭１７．１１．１～１７．１１．３
０

第５６飛行場大隊　材料班

陸空-支那方面-68 第５６飛行場大隊整備中隊　陣中日誌　昭１７．４．１～１７．４．３０ 第５６飛行場大隊　整備中隊

陸空-支那方面-69 第５６飛行場大隊整備中隊　陣中日誌　昭１７．５．１～１７．５．３１ 第５６飛行場大隊　整備中隊

陸空-支那方面-70 第５６飛行場大隊整備中隊　陣中日誌　昭１７．１．１～１７．１．３１ 第５６飛行場大隊　整備中隊

陸空-支那方面-71 第５６飛行場大隊整備中隊　陣中日誌　昭１７．７．１～１７．７．３１ 第５６飛行場大隊　整備中隊

陸空-支那方面-72 第５６飛行場大隊整備中隊　陣中日誌　昭１７．８．１～１７．８．３１ 第５６飛行場大隊　整備中隊

陸空-支那方面-73
第５６飛行場大隊整備中隊　陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．
３１

第５６飛行場大隊　整備中隊

陸空-支那方面-74
第５６飛行場大隊警備中隊　陣中日誌　昭１６．１２．１７～１６．１
２．３１

第５６飛行場大隊　警備中隊

陸空-支那方面-75 第５６飛行場大隊警備中隊　陣中日誌　昭１７．１．１～１７．１．３１ 第５６飛行場大隊　警備中隊

陸空-支那方面-78 第５６飛行場大隊警備中隊　陣中日誌　昭１７．３．１～１７．３．３１ 第５６飛行場大隊　警備中隊

陸空-支那方面-79
第５６飛行場大隊運城派遣隊　陣中日誌　昭１７．４．３０～１７．
５．３１

第５６飛行場大隊　運城派遣隊

陸空-支那方面-80
第５６飛行場大隊運城派遣隊　陣中日誌　昭１７．６．１～１７．６．
３０

第５６飛行場大隊　運城派遣隊

陸空-支那方面-81 包頭飛行場勤務部隊　陣中日誌　昭１７．４．１～１７．４．３０ 包頭飛行場　勤務部隊
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陸空-支那方面-82 包頭飛行場勤務部隊　陣中日誌　昭１７．５．１～１７．５．３１ 包頭飛行場　勤務部隊

陸空-支那方面-83 包頭飛行場勤務部隊　陣中日誌　昭１７．６．１～１７．６．３０ 包頭飛行場　勤務部隊

陸空-支那方面-84 包頭飛行場勤務部隊　陣中日誌　昭１７．７．１～１７．７．３１ 包頭飛行場　勤務部隊

陸空-支那方面-85 包頭飛行場勤務部隊　陣中日誌　昭１７．８．１～１７．８．９ 包頭飛行場　勤務部隊

陸空-支那方面-86 ?安飛行場勤務隊　陣中日誌　昭１７．１．１～１７．１．３１ ?安飛行場　勤務隊

陸空-支那方面-87
第３１飛行場大隊警備中隊　陣中日誌　昭１７．１０．２１～１７．１
２．３１

第３１飛行場大隊　警備中隊

陸空-支那方面-88 第３１飛行場大隊警備中隊　陣中日誌　昭１８．２．１～１８．２．２８ 第３１飛行場大隊　警備中隊

陸空-支那方面-89 第３１飛行場大隊警備中隊　陣中日誌　昭１８．３．１～１８．３．３１ 第３１飛行場大隊　警備中隊

陸空-支那方面-90
包頭飛行場派遣隊　陣中日誌　昭和１７年２月２日　１７年８月１７
日

-

陸空-支那方面-91
第１５野戦航空補給廠　業務詳報（９月分）　昭１９．９．１～１９．
９．３０

第１５野戦航空　補給廠

陸空-支那方面-92
第１５野戦航空補給廠　業務詳報（１０月分）　昭１９．１０．１～１
９．１０．３１

第１５野戦航空　補給廠

陸空-支那方面-93
第１５野戦航空補給廠　業務詳報（１１月分）　昭１９．１１．１～１
９．１１．３０

第１５野戦航空　補給廠

陸空-支那方面-94 第１９航空地区司令部　日々命令綴　昭１９．１．１～１９．１２．３１ 第１９航空地区　司令部

陸空-支那方面-95
飛行第４４戦隊の在支戦闘及行動の概要　昭１７．８．１～１９．１．
５

飛行第４４戦隊　隊長　福沢丈
夫

陸空-支那方面-96 飛行第４４戦隊　戦闘要報　昭１９．８．１０～１９．１０．１５ 飛行第４４戦隊

陸空-支那方面-97 飛行第４４戦隊の戦闘資料　昭１６．春～１８．夏 飛行第４４戦隊　本部等

陸空-支那方面-98 飛行第５４戦隊関係編制に関する書類　昭１６年 飛行第５４戦隊

陸空-支那方面-99 飛行第５４戦隊戦歴　昭１６．９～１８．６ 飛行第５４戦隊

陸空-支那方面-100 飛行第６２戦隊（重爆）　陣中日誌　昭１６．１２．１～１６．１２．３１ 飛行第６２戦隊

陸空-支那方面-101 飛行第８５戦隊　戦闘詳報（第１７号）　昭２０．３．１～２０．３．３１ 飛行第８５戦隊

陸空-支那方面-102
第２１独立飛行隊　戦闘詳報（第１巻）　昭１４．１２．２５～１５．１．
２７

第２１独立飛行隊

陸空-支那方面-103
第２１独立飛行隊　戦闘詳報（第２巻）　昭１５．１．２８～１５．２．１
２

第２１独立飛行隊

陸空-支那方面-104 独立飛行第４中隊　戦闘詳報　其１　昭１２．７．１９～１２．８．２８ 独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-105 独立飛行第４中隊　戦闘詳報　其２　昭１２．８．２９～１２．９．２５ 独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-106 独立飛行第４中隊　戦闘詳報　其３　昭１２．９．２６～１２．１０．１４ 独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-107
独立飛行第４中隊　戦闘詳報　其４　昭１２．１０．１５～１２．１０．２
６

独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-108
独立飛行第４中隊　戦闘詳報　其５　昭１２．１０．２７～１２．１１．１
１

独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-109
独立飛行第４中隊　戦闘詳報　其６　昭１２．１１．１２～１２．１１．１
９

独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-110 独立飛行第４中隊　戦闘詳報　其７　昭１２．１１．２０～１２．１２．３ 独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-111 独立飛行第４中隊　戦闘詳報　其８　昭１２．１２．４～１２．１２．１３ 独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-112
独立飛行第４中隊　戦闘詳報　其９　昭１２．１２．１４～１２．１２．３
１

独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-113 独立飛行第４中隊　戦闘詳報　其１０　昭１３．１．１～１３．２．９ 独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-114 独立飛行第４中隊　戦闘詳報　其１１　昭１３．２．１０～１３．３．１ 独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-115 独立飛行第４中隊　戦闘詳報　其１２　昭１３．３．２～１３．４．５ 独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-116 独立飛行第４中隊　戦闘詳報　其１３　昭１３．４．６～１３．４．２０ 独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-117 飛行第７大隊第１中隊　戦闘詳報　昭１２．９．３０～１２．１０．１３ 飛行第７大隊　第１中隊
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陸空-支那方面-118 独立飛行第４中隊戦闘一覧表　昭１２．７．２１～１３．３．１ 独立飛行第４中隊

陸空-支那方面-119
飛行第１０大隊第３中隊羊山付近　戦闘詳報　昭９．４．２４～９．
４．２８

飛行第１０大隊　第３中隊

陸空-支那方面-120 飛行第３大隊関係資料　昭１３．７．９～１５．５ 飛行第３大隊

陸空-支那方面-121 飛行第４４戦隊　戦闘要報　昭１９．３．１～１９．８．１０ 飛行第４４戦隊

陸空-支那方面-122
飛行第６４戦隊（飛行第２大隊）　戦闘経過報告　昭１３．３．２５～
１３．５．２０

飛行第６４戦隊

陸空-支那方面-123
第５６飛行場大隊　整備中隊陣中日誌　昭１７．１１．１～１７．１１．
３０

第５６飛行場大隊　整備中隊

陸空-支那方面-124 第５６飛行場大隊　警備中隊　陣中日誌　昭和１７．５．１～９．１０ 第５６飛行場大隊　警備中隊

陸空-支那方面-125
第５６飛行場大隊　陣中日誌（材料班・警備中隊の部）　昭和１６．
１２．１７～１７．２．２７

第５６飛行場大隊

陸空-支那方面-126
湘桂作戦（第１期）　戦闘詳報　其の１　昭１９．５．２７～１９．６．１
８

独立飛行第５４中隊

陸空-支那方面-127 独立飛行第８３中隊の主要行動記録　昭１６．２～１８．１２ -

陸空-支那方面-128 御言葉綴　昭１９．５．１２～２０．８．２５
当時第５航空軍参謀　陸軍少佐
肥塚貞剛

陸空-支那方面-129 宮原大吉少佐　陣中行動概要　昭１６．１～２０．８ 陸軍少佐　宮原大吉

陸空-支那方面-130 感状　臨時飛行隊司令部 -

陸空-支那方面-131 １０５飛大戦友会誌　昭５０．５．１７ -

陸空-支那方面-132 吉井宏一大佐　栗原賀久中佐　乃美魁少佐　聴取記録 -

陸空-支那方面-133 １０５教育飛行団長　近藤三郎少将　資料 -

陸空-支那方面-134 征空の華　昭１４．２．２０ 第９８飛行戦隊　堀川隊

陸空-支那方面-135 山西綏遠　主要戦闘経過概要　昭１２．９～１２．１１ 釜井隊

陸空-支那方面-136 飛行第９０戦隊　戦闘記録（村井信方メモ）　昭１５．１１～２０．３ -

陸空-支那方面-137 北支那従軍間の経験の一端　昭１２．７～１３．末
当時第９０飛行戦隊長　山瀬昌
雄

陸空-支那方面-138 第９０飛行戦隊の活動 山口槌夫・村井信方

陸空-支那方面-139
大東亜戦争（昭１６．１１～１８．３）　南支方面４４飛行戦隊　第３中
隊の活動動

内藤・吉岡回想

陸空-支那方面-140 大東亜戦争　第３飛行師団　森本参謀回想 -

陸空-支那方面-141 大東亜戦争（昭１７．９～１８．１０）　第３３飛行戦隊の活動 水谷・生井・藤崎回想

陸空-支那方面-142
大東亜戦争（昭１７．９～　）　第１５航空情報　第６航空情報連隊
の活動　許斐．渋川．島田．真島．竹村　等回想

-

陸空-支那方面-143
大東亜戦争（昭１８．５．３～１９．１１．１）　独立第１８飛行中隊　児
玉回想

-

陸空-支那方面-144
独立飛行第３中隊（重爆）　北支方面戦闘状況　昭１２．７．１９～１
３．２．２０

当時独立飛行第３中隊長　島谷
享

陸空-支那方面-145 第５航空軍　支那航空資料綴 -

陸空-支那方面-146 飛行第６０戦隊　第３中隊戦死者一覧表 佐藤重由大尉　記録

陸空-支那方面-147 支那事変に於ける第６４飛行戦隊　活動資料「空の誉」 -

陸空-支那方面-148
支那方面１号作戦　旭集団　隼集団間「ト」号演習第２期準備間に
於ける作戦協定

-

陸空-支那方面-150 青島戦に於ける航空隊参加概史　大３．８．１８～４．１．５ 元陸軍中将　徳川好敏保管

陸空-支那方面-151
飛行第２５戦隊長　陸軍中佐　松山武夫　新聞記事　昭１３．４．７
～１９．１１．１２

-

陸空-支那方面-152
南支那作戦資料（海口飛行場を基地とする作戦計画第２１軍　飛
行場本部編成案）　昭１４．３．１２～１４．７．２５

第４飛行師団司令部

陸空-支那方面-153 軍飛行隊桂林攻撃　戦闘状況並所見　昭１７．６ 波集団司令部

陸空-支那方面-154 事変教訓集編纂資料　昭１５．６ 陸軍航空技術学校
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陸空-支那方面-155 昭和１７年度　航空輸送処理要領　昭１７．５．５ 支那派遣軍　総司令部

陸空-支那方面-156 陣中日誌 鈴鹿隊

陸空-支那方面-157 連雲港　１１月　月報 -

陸空-支那方面-158 連雲港　１２月　月報 -

陸空-支那方面-159 西南支那米空軍特情　昭２０ -

陸空-支那方面-160 北支那気象月報（概報）　昭１４．１０ 北支那気象部

陸空-支那方面-161 南支那作戦会議綴　昭１３．９．１０ 第４飛行団　司令部（石川大佐）

陸空-支那方面-162 南支那作戦関係　文書綴　昭１３．１０ 第４飛行団司令部

陸空-支那方面-163 次男（岩村竹俊）の追憶（在支第９０飛行戦隊）　昭１８．６ 岩村通世編

陸空-支那方面-164 田口巻一氏　関係資料 -

陸空-支那方面-165 支那沿岸要点に於ける気象及潮汐の概要 参謀本部

陸空-支那方面-166 第８８飛行場大隊　状況報告　昭１７．２．１７ 第８８飛行場大隊

陸空-支那方面-167
登号（Ｙ）作戦の為　第２１軍　第５艦隊　間協定（案）　昭１４．１．１
１

第２１軍司令部　第５艦隊司令
部

陸空-支那方面-168 第３１飛行場大隊　警備中隊陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１．３１ 第３１飛行場大隊　警備中隊

陸空-支那方面-169 山東出兵時局意見集　昭３．７ 陸軍航空本部　総務部

陸空-支那方面-170 支那派遣軍隷下　第１６０飛行場大隊を偲ぶ（戦友会資料） -

陸空-支那方面-171 支那事変・大東亜戦争　支那方面航空作戦記録　昭２１．１１ 第１復員局

陸空-支那方面-172 支那事変　イ号（漢口）作戦関係書類 -

陸空-支那方面-173 下山琢磨中将回想録　昭２９．６ 厚生省引揚援護局

陸空-支那方面-174 包頭飛行場勤務部隊　陣中日誌　昭和１７．３．１～１７．３．３１ -

陸空-支那方面-175
支那戦域敵側の状況　支那方面航空状況（在支米空軍の活動）
昭和１７

-

陸空-支那方面-176 支那航空の現況　昭和８．７．２２ 参謀本部

陸空-支那方面-177 ４．空軍与抗戦（抗戦勝利４０週年論集　上冊） -

陸空-支那方面-178 上海杭州南京廣徳近傍図 陸軍大佐　神崎清

陸空-支那方面-179 香港要塞防御施設要図 -

陸空-支那方面-180 地図東部支那（其の１） -

陸空-支那方面-181 飛行第６０戦隊　関係史料　昭和１４～１５ 飛行第６０戦隊

陸空-支那方面-182 第３飛行集団戦闘要報（広東）　昭和１５．１０ 陸軍省軍事部

陸空-支那方面-183 総軍直轄飛行部隊戦闘要報（南京）　昭和１５．１０ 陸軍省軍事部

陸空-支那方面-184 支那派遣軍航空輸送業務規定付録　昭和１６．３ -

陸空-支那方面-185 第１飛行団戦闘要報（南京）　昭和１７．３ 陸軍省軍事課

陸空-支那方面-186 支那．馬来．緬甸　関係新聞切り抜き　昭和１６年 草刈　武男

陸空-支那方面-187 飛行第６０戦隊戦闘規範　昭和１４年１０月１日 飛行第６０戦隊

陸空-支那方面-189 地図支那東部　昭和１３年～１４年 大日本帝国陸地測量部

陸空-満洲方面-1 関東軍航空作戦記録案　大東亜戦争（満洲方面） 第１復員局

陸空-満洲方面-2 対ソ航空作戦記録 第１復員局
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陸空-満洲方面-3 対ソ航空作戦記録 第１復員局

陸空-満洲方面-4 対ソ航空作戦記録 第１復員局

陸空-満洲方面-5 対ソ航空作戦記録 第１復員局

陸空-満洲方面-6 対ソ航空作戦記録 第１復員局

陸空-満洲方面-7 飛行集団作戦準備並に開戦劈頭に於ける用法の研究　昭１４．１ 陸軍航空総監部　第４部

陸空-満洲方面-8 関東軍飛行隊関係資料　昭６．１２ 陸軍航空本部

陸空-満洲方面-9 北方関係航空部隊　方面別一覧表（満洲方面） 第１復員局

陸空-満洲方面-10 満洲事変時．満航機をもってする空中補給 -

陸空-満洲方面-11 航空本部書類綴　昭８ 航空本部

陸空-満洲方面-12 満洲上海事変に於ける航空部隊所見集　昭８．６．２４ 航空本部

陸空-満洲方面-13
在満飛行部隊の建設に関する隊長の意見　昭７．７　関東軍飛行
隊改変に関する航空本部意見　昭７．２．５

長嶺大佐宛

陸空-満洲方面-14 在満航空部隊（関東軍隷下）一覧表 -

陸空-満洲方面-18 満洲における飛行場資料 第１復員局

陸空-満洲方面-21 満洲東南部　飛行場概観　１９５１．１．２４ 第１復員局

陸空-満洲方面-22 満洲東南部飛行場概観　１９５１．１．２４ 第１復員局

陸空-満洲方面-23 満洲東南部飛行場概観　１９５１．１．２４ 第１復員局

陸空-満洲方面-24 関東軍作戦計画（航空関係）　昭１５ 宮子　実

陸空-満洲方面-25 第９飛行団　現地戦術記事　昭１６．３．３０ 第９飛行団　司令部

陸空-満洲方面-26
飛行第１０大隊第１中隊　錦州部隊行動詳報　昭７．１０．２１～７．
１０．３１

飛行第１０大隊　第１中隊

陸空-満洲方面-27
飛行第１０大隊第１中隊　満支国境付近戦闘詳報　昭１０．１．２１
～１０．２．５

飛行第１０大隊　第１中隊

陸空-満洲方面-28 飛行第１０大隊第２中隊　戦闘詳報　昭８．８．５～８．９．４ 飛行第１０大隊　第２中隊

陸空-満洲方面-29 飛行第１０大隊第２中隊　行動詳報　昭８．９．５～８．９．２０ 飛行第１０大隊　第２中隊

陸空-満洲方面-30 飛行第１０大隊第２中隊　行動詳報　昭８．１０．２１～８．１０．３１ 飛行第１０大隊　第２中隊

陸空-満洲方面-31 飛行第１０大隊第２中隊　行動詳報　昭９．１．１～９．１．１０ 飛行第１０大隊　第２中隊

陸空-満洲方面-32 飛行第１０大隊第２中隊　行動詳報　昭９．１．２１～９．１．３１ 飛行第１０大隊　第２中隊

陸空-満洲方面-33 飛行第１０大隊第２中隊　行動詳報　昭９．９．２３～９．９．２４ 飛行第１０大隊　第２中隊

陸空-満洲方面-34
独立飛行第８中隊　泰来分派飛行隊戦闘詳報　昭６．１１．３～６．
１１．１３

独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-35 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭６．１１．１８～６．１１．２１ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-36 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭６．１２．１４～７．１．１ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-37 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭７．１．１～７．１．１６ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-38 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭７．１．１７～７．１．２９ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-39 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭７．１．３０～７．２．８ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-40 独立飛行第８中隊　錦州部隊戦闘詳報　昭７．１．２９～７．２．２９ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-41
独立飛行第８中隊　哈爾賓出動部隊行動詳報　昭７．２．８～７．
２．１６

独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-42 独立飛行第８中隊　行動詳報　昭７．３．１～７．３．１７ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-43 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭７．３．１８～７．３．３１ 独立飛行第８中隊
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陸空-満洲方面-44 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭７．４．４～７．４．２０ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-45 独立飛行第８中隊　行動詳報　昭７．４．２４～７．４．２７ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-46 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭７．４．２１～７．５．１０ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-47 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭７．５．１１～７．５．２０ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-48 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭７．５．１９～７．６．３ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-49 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭７．６．４～７．６．１６ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-50 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭７．６．１７～７．６．２３ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-51 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭７．６．２４～７．６．３０ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-52 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭７．７．４～７．７．９ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-53 独立飛行第８中隊　戦闘詳報　昭７．７．１０～７．７．２７ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-54 独立飛行第８中隊　三姓部隊戦闘詳報　昭７．６．２８～７．７．１０ 独立飛行第８中隊

陸空-満洲方面-56 飛行第１１戦隊　戦闘詳報　昭１４．６．２３～１４．６．２６ 飛行第１１戦隊

陸空-満洲方面-57 飛行第１０４戦隊史資料 飛行第１０４戦隊　金城重登

陸空-満洲方面-58
第９航空地区司令部　ノモンハン事件情報記録　昭１４．６．２２～
１４．９．２０

第９航空地区司令部

陸空-満洲方面-59
第９航空地区部隊戦闘　第２次ノモンハン事件（業務）詳報　第１
号　昭１４．６．２１～１４．６．２７

第９航空地区司令部

陸空-満洲方面-60
第９航空地区部隊戦闘　第２次ノモンハン事件（業務）詳報　第２
号　昭１４．６．２８～１４．８．１２

第９航空地区司令部

陸空-満洲方面-61
第９航空地区部隊戦闘　第２次ノモンハン事件（業務）詳報　第３
号　昭１４．８．１３～１４．９．１６

第９航空地区司令部

陸空-満洲方面-62
第９航空地区部隊　第２次ノモンハン事件　陣中日誌　昭１４．６．
１～１４．６．３０

第９航空地区司令部

陸空-満洲方面-63
第９航空地区部隊　第２次ノモンハン事件　陣中日誌　昭１４．７．
１～１４．７．３１

第９航空地区司令部

陸空-満洲方面-64
第９航空地区部隊　第２次ノモンハン事件　陣中日誌　昭１４．８．
１～１４．８．３１

第９航空地区司令部

陸空-満洲方面-65
第９航空地区部隊　第２次ノモンハン事件　陣中日誌　昭１４．９．
１～１４．９．２５

第９航空地区司令部

陸空-満洲方面-66 ノモンハン事変における飛行第６４戦隊の活躍
第６４戦隊付　陸軍准尉　田中
林平

陸空-満洲方面-67 ２航空軍の対ソ作戦記録　昭２０．８．９～２０．１０．２０
２航空軍参謀　陸軍少佐　後藤
清敏

陸空-満洲方面-68 ノモンハン空中戦史　昭和１８．３ 西浦和夫中佐

陸空-満洲方面-69 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１６．８．１～１６．８．３１ 第４野戦飛行場　設定隊

陸空-満洲方面-70 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１６．８．１～１６．８．３１ 第４野戦飛行場　設定隊

陸空-満洲方面-71 第４野戦飛行場設定隊　陣中日誌　昭１６．８．１～１６．８．３１ 第４野戦飛行場　設定隊

陸空-満洲方面-72 第５６飛行場大隊　陣中日誌　昭１６．７．２５～１６．７．３１ 第５６飛行場大隊

陸空-満洲方面-74 第５６飛行場大隊　陣中日誌　昭１６．８．１～１６．８．３１ 第５６飛行場大隊

陸空-満洲方面-75 第５６飛行場大隊　陣中日誌　昭１７．９．１１～１７．９．３０ 第５６飛行場大隊

陸空-満洲方面-76 第５６飛行場大隊　陣中日誌　昭１７．１１．１～１７．１１．３０ 第５６飛行場大隊

陸空-満洲方面-77 第５６飛行場大隊　陣中日誌　昭１７．１２．１～１７．１２．３１ 第５６飛行場大隊

陸空-満洲方面-78 第５６飛行場大隊　陣中日誌　昭１９．５．１４～１９．５．２１ 第５６飛行場大隊

陸空-満洲方面-79 第５６飛行場大隊　材料班　陣中日誌　昭１７．２．１～１７．２．２８ 第５６飛行場大隊　材料班

陸空-満洲方面-80
第５６飛行場大隊　材料班　陣中日誌　昭１７．９．１１～１７．９．３
０

第５６飛行場大隊　材料班

陸空-満洲方面-81
第５６飛行場大隊　材料班　陣中日誌　昭１７．１０．１～１７．１０．
３１

第５６飛行場大隊　材料班
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陸空-満洲方面-82
第５６飛行場大隊　材料班　陣中日誌　昭１７．１２．１～１７．１２．
３１

第５６飛行場大隊　材料班

陸空-満洲方面-83
第５６飛行場大隊　警備中隊　陣中日誌　昭１７．６．１～１７．６．３
０

第５６飛行場大隊

陸空-満洲方面-84
第５６飛行場大隊　警備中隊　陣中日誌　昭１７．９．１１～１７．９．
３０

第５６飛行場大隊

陸空-満洲方面-85
第５６飛行場大隊　八面通先発隊陣中日誌　昭１７．７．２５～１７．
９．１１

第５６飛行場大隊

陸空-満洲方面-86 第４４飛行場大隊　陣中日誌　昭１９．５．１４～１９．５．３１ 第４４飛行場大隊

陸空-満洲方面-87
第４４飛行場大隊　警備中隊陣中日誌　昭１９．５．１４～１９．６．３
０

第４４飛行場大隊　警備中隊

陸空-満洲方面-89 第６９飛行場大隊　命令綴　昭１８．１２ 第６９飛行場大隊

陸空-満洲方面-90
第１５２飛行場大隊　警備中隊陣中日誌　昭１９．８．１～１９．１２．
３１

第１５２飛行場大隊

陸空-満洲方面-91 牡丹江飛行場　勤務隊陣中日誌　昭１７．１０．２４～１７．１２．３１ 牡丹江飛行場　勤務隊

陸空-満洲方面-92 建築勤務第５２中隊　陣中日誌 建築勤務　第５２中隊

陸空-満洲方面-93 満洲事変当初における関東軍飛行隊関係書類 長嶺史料

陸空-満洲方面-94
第２航空情報隊のノモンハンにおける戦闘及　同隊東安派遣隊の
行動

城市郎

陸空-満洲方面-95 ノモンハン事件航空関係　事項調査委員長以下に与うる訓示
航空兵団司令部　司令官　江橋
英次郎

陸空-満洲方面-96 関東軍司令官の第２飛行集団　出動部隊に対する感状写 関東軍司令部

陸空-満洲方面-97 ノモンハン事件に於ける第１戦隊戦闘要報　昭１４．８ 第１戦隊

陸空-満洲方面-98 第１７航空情報隊　行動概要 第１復員局

陸空-満洲方面-99 第５６飛行場大隊　陣中日誌　昭１６．８．１～１６．８．２５ 第５６飛行場大隊

陸空-満洲方面-100 満洲事変業務調査資料　昭６ 陸軍少将　長嶺亀助

陸空-満洲方面-101
長嶺亀助資料　本庄軍司令官に対する関東軍飛行隊状況報告
昭７

-

陸空-満洲方面-102
長嶺亀助資料　北満作戦余録　在満飛行隊の建設に就て　昭７．
５～７．６

-

陸空-満洲方面-103 満洲東南部　飛行場概観 -

陸空-満洲方面-104 満洲に於ける飛行場資料　昭２０．６．３０ -

陸空-満洲方面-105 満洲に於ける飛行場資料　昭２１．６．３０ -

陸空-満洲方面-106
第２次ノモンハン事件（昭１４）　第２飛行集団作戦経過の概要　忠
勇美談の２．３

-

陸空-満洲方面-107 「ノモンハン」事件による死没者名簿　昭１５．４．２０ 第２飛行集団

陸空-満洲方面-108
対ソ航空作戦史料　照合に対する回答（満洲事変から支那事変前
まで）

-

陸空-満洲方面-109 第２航空情報隊長　中山真積大佐　来簡及び聴取録 -

陸空-満洲方面-110
戦史資料（当時のメモ整理）　１．ノモンハン事変　２．満洲におけ
る飛行場設定

陸軍中佐　釜井耕輝

陸空-満洲方面-111 第１１航空情報連隊の状況　昭１８．１０～終戦 -

陸空-満洲方面-112 武市付近ソ軍陣地写真　偵察報告　昭９．２．１２～２．２２ 飛行第１０大隊　第２中隊

陸空-満洲方面-113 仏山事件等資料綴　昭和１１年～１２年 １０Ｆ中隊長　大尉　釜井耕輝

陸空-満洲方面-114 第２航空軍兵器部長時　加藤邦男少将聴取録 -

陸空-満洲方面-116 関東軍指導要綱（第２案）　昭１４．１０．１１ -

陸空-満洲方面-117 年度対「ソ」作戦計画の大綱（私案）　昭１４．１１．１ -

陸空-満洲方面-118 飛行第１２戦隊関係　「無題の便り」抜粋 -

陸空-満洲方面-119 蒙疆方面能登戦闘　中隊長受傷経過　昭１２．１０ -
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陸空-満洲方面-120
１．昭和１８．１１航空基地設定　練習部における偶感（釜井少佐）
２．昭和１９．１冬季研究演習に関する達等（第１飛行師団　司令
部）

-

陸空-満洲方面-121
１．酷寒期チチハルに於ける爆破試験の動物等に及ぼす影響に
ついて（昭１０．冬）　２．沍寒期航空の人体に及ぼす影響（昭１１．
１２～１２．１２）

池田　苗夫

陸空-満洲方面-122 数量的検討に基づく航空作戦の計画と準備について 河辺　忠三郎

陸空-満洲方面-123 昭１５度作戦計画　訓令案に対する関東軍の意見 -

陸空-満洲方面-124
１．事変処理に関する軍事上の意見　２．対「ソ」作戦構想（案）
３．昭和１５年３月２５日の参謀次長沢田中将に対する書翰　４．第
３飛行団将校職員表　５．隼第２３７４部隊将校職員表

-

陸空-満洲方面-125 飛行場記録（朝鮮の部） 第１復員局

陸空-満洲方面-126 朝鮮飛行場要図（宣徳） -

陸空-満洲方面-127 満航の実施した軍事訓練　河井田書翰 -

陸空-満洲方面-128
満洲航空（株）経営と軍との関係　亜欧連絡について　ハイラル日
本人仰留事件時における満航の活動

-

陸空-満洲方面-129 満航における乗務員養成　及び乗務員状況について -

陸空-満洲方面-130
対ソ航空作戦史照会に対する回答書翰集　昭３７．９．１８～３７．
１１．末

-

陸空-満洲方面-131 満洲航空（株）の情況　昭８．６ -

陸空-満洲方面-132
１９３８～３９頃における在満飛行　第３３戦隊（駐屯杏樹）の訓練
状況

元飛行第３３隊長　青木武三

陸空-満洲方面-133 飛行第１０連隊　演習関係資料　昭１２ 飛行第１０連隊

陸空-満洲方面-134 満洲国内飛行場一覧図　昭１７に於ける 参謀本部

陸空-満洲方面-135 在満鮮北方陸軍　航空部隊概見表 留守業務部

陸空-満洲方面-136 在朝鮮陸軍航空部隊　行動概況 留守業務部

陸空-満洲方面-137 在満航空部隊　作戦計画の概要　昭２０ 第１復員局

陸空-満洲方面-138 満洲方面航空関係　戦史資料 第１復員局

陸空-満洲方面-139 昂々渓付近会戦余録
関東軍飛行隊長　陸軍大佐　長
嶺亀助

陸空-満洲方面-140 各中隊飛行場以外の地に於ける著陸調査 -

陸空-満洲方面-141 ノモンハン作戦に於ける戦術作業の参考　昭１４ 釜井　耕輝

陸空-満洲方面-142 １号作戦に対する敵航空の影響について 益田兼利・井本熊男

陸空-満洲方面-143 関東軍航空部隊　移動概見表　昭１６．６～２０．８ 第１復員局

陸空-満洲方面-144 対ソ陸軍航空作戦史資料　中央部関係 -

陸空-満洲方面-145 対ソ陸軍航空作戦史資料　関東軍関係 -

陸空-満洲方面-146 対ソ陸軍航空作戦史資料　航空兵団第２航空軍関係 -

陸空-満洲方面-147 対ソ陸軍航空作戦史資料　第２飛行集団　第２飛行師団関係 -

陸空-満洲方面-148 対ソ陸軍航空作戦史資料　第５飛行集団　第４飛行師団関係 -

陸空-満洲方面-149 対ソ陸軍航空作戦史資料　戦闘隊関係 -

陸空-満洲方面-150 対ソ陸軍航空作戦史資料　在満爆撃隊関係 -

陸空-満洲方面-151 対ソ陸軍航空作戦史資料　第２飛行団 -

陸空-満洲方面-152 対ソ陸軍航空作戦史資料　第１５飛行団関係 -

陸空-満洲方面-153 対ソ陸軍航空作戦史資料　教育飛行団．航士校．満軍関係 -

陸空-満洲方面-154 対ソ陸軍航空作戦史資料　航空部隊その他関係 -

陸空-満洲方面-155 対ソ陸軍航空作戦史資料　白航・航技研　ハルピン支所関係 -
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陸空-満洲方面-156 関東軍の航空作戦計画　昭１０年前後 -

陸空-満洲方面-157 在満部隊状況調査書資料 第１復員局

陸空-満洲方面-158 ９７式戦闘機整備日報　昭和１７ -

陸空-満洲方面-159 関東軍飛行部隊主要兵器現況表　昭和１１．２ 関東軍司令部

陸空-満洲方面-160 極東「ソ」空軍情報　昭和１６．６～３０
海林第８４飛行場大隊　武富登
己男伍長

陸空-満洲方面-161 第４０飛行場大隊行動概見表（満洲方面）　昭和２６．１０．２０ 留守業務部第４課長

陸空-満洲方面-162 第５９航空地区司令部史料綴　昭和２０．１０ -

陸空-満洲方面-163 部隊行動概見表（其の１）　資料通報Ｅ号　昭和２６．１０ 留４航

陸空-満洲方面-164 部隊行動概見表（其の１）　資料通報Ｅ号　昭和２６．１０ 留４航

陸空-満洲方面-165 部隊行動概見表（其の２）　資料通報Ｅ号　昭和２６．１０ 留４航

陸空-満洲方面-166 部隊行動概見表（其の１）　昭和２６．１０ -

陸空-満洲方面-167 部隊行動概見表綴（其の２）　昭和２６．１０ 留４航

陸空-満洲方面-168 航空部隊行動概表綴（資料通報Ｅ９～４５号）　昭和２６．１１ 留部４航空

陸空-満洲方面-169 満鮮北方　航空部隊索引 航空課鮮満班

陸空-満洲方面-170 満鮮北方　航空部隊索引 航空課鮮満班

陸空-満洲方面-171 大田飛行場概要 -

陸空-満洲方面-172 教育関係参考綴　昭和１９年 満洲第４８０部隊　熊沢中尉

陸空-満洲方面-173 ノモンハン事件関係資料 -

陸空-満洲方面-174 昭和１０年　飛行第２大隊関係綴 飛行第２大隊等

陸空-満洲方面-175 九三式双軽爆撃機取扱教育順次表・教育計画 飛行第１６連隊

陸空-満洲方面-176 九五式戦闘機に関する資料 奉天飛行隊等

陸空-満洲方面-177 昭和１５年～１７年　飛行第２集団・師団関係資料 儀峨部隊本部等

陸空-満洲方面-178 昭和１７年　検閲実施上の着眼事項 第２飛行師団

陸空-満洲方面-179 航空兵団関係資料１陸軍中将寺本熊市史料 航空兵団司令部等

陸空-満洲方面-180 航空兵団関係資料２陸軍中将寺本熊市史料 航空兵団司令部等

陸空-満洲方面-181 昭和１６年～１７年　在満飛行部隊現況表 航空兵団司令部等

陸空-満洲方面-182
衛生規定、気象勤務規定、九九式９５０馬力発動機関連調査記
事、第２５８部隊戦闘演習指導要領、特殊始動法與熱に就て等

教導第３飛行場中隊、牟田陸軍
飛行学校整備課、第427部隊等

陸空-満洲方面-183 第２航空軍隷下　鮮台人所属部隊行動表 -

陸空-満洲方面-184 司令部服務に関する注意 -

陸空-満洲方面-185
北方に於ける昭和２０年８月９日の日（月）出没時刻表　昭２７．７．
３０

留守業務部

陸空-日誌回想-1 第１飛行団長（在支）　秋山豊次日誌　昭１５ -

陸空-日誌回想-2 第１飛行団長（在支）　秋山豊次日誌　昭１６ -

陸空-日誌回想-3 第１飛行団長（在支）　秋山豊次日誌　昭１７ -

陸空-日誌回想-4 第１飛行団長（在支）　秋山豊次　メモ　昭１５ -

陸空-日誌回想-5 第１飛行団長（在支）　秋山豊次　メモ　昭１６ -

陸空-日誌回想-6 第１飛行団長（在支）　秋山豊次　メモ　自．昭１６　至．昭１７ -
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陸空-日誌回想-8 第２０飛行団長　甘粕三郎日誌　昭２０ -

陸空-日誌回想-9 綾部逸雄少佐記述資料 -

陸空-日誌回想-10 第６９飛行場大隊長　浅沼少佐回想 -

陸空-日誌回想-11
飛行第５０戦隊　穴吹曹長戦闘記録　其の１　自．昭１３．３．３０
至．昭１７．１２．２４

-

陸空-日誌回想-12
飛行第５０戦隊　穴吹曹長戦闘記録　其の２　自．昭１７．１２．２４
至．昭１８．４．１６

-

陸空-日誌回想-13
飛行第５０戦隊　穴吹曹長戦闘記録　其の３　自．昭１８．４．２０
至．昭１８．１０．５

-

陸空-日誌回想-14 今西六郎中将日誌　昭元 -

陸空-日誌回想-15 今西六郎中将日誌　昭２ -

陸空-日誌回想-16 今西六郎中将日誌　昭３ -

陸空-日誌回想-17 今西六郎中将日誌　昭３ -

陸空-日誌回想-18 今西六郎中将日誌　昭４．５．２２～５．４．１４ -

陸空-日誌回想-19 今西六郎中将日誌　昭５．４．１５～６．１．２７ -

陸空-日誌回想-20 今西六郎中将日誌　自．昭１４．８．５　至．昭１５．１２．３１ -

陸空-日誌回想-21 今西六郎中将日誌　自．昭１６．１．１　至．昭１６．１２．３１ -

陸空-日誌回想-22 今西六郎中将日誌　自．昭１７．１．１　至．昭１７．１２．３１ -

陸空-日誌回想-23 今西六郎中将日誌　自．昭１８．１．１　至．昭１８．１０．２８ -

陸空-日誌回想-24 今西六郎中将日誌　自．昭１９．１．１　至．昭１９．６．３０ -

陸空-日誌回想-25 今西六郎中将日誌　自．昭１９．７．１　至．昭１９．１２．３１ -

陸空-日誌回想-26 今西六郎中将日誌　自．昭２０．１．１　至．昭２０．８．７ -

陸空-日誌回想-27 安藤三郎中将日誌（第２飛行集団長時）　昭１２ -

陸空-日誌回想-28 池田昌弘手記（飛行第６４戦隊付） -

陸空-日誌回想-29 伊藤哲郎大尉回想（南東） -

陸空-日誌回想-30 井戸田勇大佐従軍手帖 -

陸空-日誌回想-31 井戸田勇大佐飛行第１４戦隊長日誌 -

陸空-日誌回想-32 牛島泰日誌（２１Ｆ付）　昭１７～２０ -

陸空-日誌回想-33 第２０８戦隊中隊長　内野睦博少佐　ニューギニア従軍日誌 -

陸空-日誌回想-35 浅野剛少将回想　昭１６（航技研ハルピン支所時について） -

陸空-日誌回想-36 岩村竹俊日誌　外（飛行第９０戦隊第２中隊付）　昭１７ -

陸空-日誌回想-37 江口清助日誌（第１０航空地区司令官）　昭１９ -

陸空-日誌回想-38
第１０航空地区司令官（クラーク）江口清助大佐日記（写）　　昭１
９．５．１３　昭２０．１．１５

-

陸空-日誌回想-40 日本の対満（張作霖）　援助の真相　大正末期～昭和初期 長嶺亀助資料

陸空-日誌回想-41 遠藤三郎少佐満洲事変中渡満日誌　昭６．９．２４　昭６．１１．３ -

陸空-日誌回想-42
遠藤三郎少佐満洲事変中渡満日誌　（写真）　昭和６．９．２４～昭
和６．１１．３

-

陸空-日誌回想-43 遠藤三郎中将日誌　昭和６．１．１～昭和６．１２．３１ -

陸空-日誌回想-44 遠藤三郎中将日誌　昭和７．１．１～昭和７．６．３０ -

陸空-日誌回想-45 遠藤三郎中将日誌　昭和７．７．１～昭和７．１２．３１ -
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陸空-日誌回想-46 遠藤三郎中将日誌　昭和８．１．１～昭和８．１２．３１ -

陸空-日誌回想-47 遠藤三郎中将日誌　昭和９．１．１～昭和９．１２．３１ -

陸空-日誌回想-48 遠藤三郎中将日誌　昭和１４．１．１～昭和１４．１２．３１ 遠藤　三郎

陸空-日誌回想-49 遠藤三郎中将日誌　昭和１６．８．１２～昭和１６．１２．３１ -

陸空-日誌回想-50 遠藤三郎中将日誌　昭和１７．１．１～昭和１７．４．１９ -

陸空-日誌回想-51 遠藤三郎中将日誌　昭和１７．４．２０～昭和１８．２．２８ -

陸空-日誌回想-52 遠藤三郎中将日誌　昭和１８．３．１～昭和１８．１２．３１ -

陸空-日誌回想-53 遠藤三郎中将日誌　昭和１９．１．１～昭和１９．１２．３１ -

陸空-日誌回想-54 遠藤三郎中将回想録 -

陸空-日誌回想-55 遠藤三郎中将回想録 -

陸空-日誌回想-56 遠藤三郎中将回想録 -

陸空-日誌回想-57 遠藤三郎中将回想録 -

陸空-日誌回想-58 遠藤三郎中将回想録 -

陸空-日誌回想-59
大河原良之少尉日記帳（陸軍特攻一誠隊　１／６）　昭和１６．３．
２４～昭和１６．７．１０

-

陸空-日誌回想-60
大河原良之少尉日記帳（陸軍特攻一誠隊　２／６）　昭和１６．７．
１０～昭和１６．１０．１７

-

陸空-日誌回想-61
大河原良之少尉日記帳（陸軍特攻一誠隊　３／６）　昭和１６．１
０．１８～昭和１７．１．１１

-

陸空-日誌回想-62
大河原良之少尉日記帳（陸軍特攻一誠隊　４／６）　昭和１８．９．
５～昭和１８．１１．２６

-

陸空-日誌回想-63
大河原良之少尉日記帳（陸軍特攻一誠隊　５／６）　昭和１８．１
１．２７～昭和１９．５．１８

-

陸空-日誌回想-64
大河原良之少尉日記帳（陸軍特攻一誠隊　６／６）　昭和１９．５．
１９～昭和１９．１１．９

-

陸空-日誌回想-68 大谷修　元中将日誌　昭和１８年 -

陸空-日誌回想-69 大谷修　元中将日誌　昭和２０年 -

陸空-日誌回想-70 大城隆中尉備忘録　昭和１６．１１．５～昭和１６．１２．４ -

陸空-日誌回想-71 大城隆中尉挺進第２連隊関係資料 -

陸空-日誌回想-75 奥山少佐備忘録　１　昭和１８．４．２７～昭和１８．９．２１ -

陸空-日誌回想-76 奥山少佐備忘録　２　昭和１８．９．２２～昭和１８．１２．２８ -

陸空-日誌回想-77 奥山中佐業務手簿　昭和１９．５．２～昭和１９．６．３０ -

陸空-日誌回想-78 奥山中佐業務手簿　昭和１９．７．１～昭和１９．８．２５ -

陸空-日誌回想-79 奥山中佐業務手簿　昭和１９．８．２７～昭和１９．１０．２６ -

陸空-日誌回想-80 白禍東漸と満蒙 陸軍少将　長嶺亀助

陸空-日誌回想-81 満洲事変の裏話 長嶺　亀助

陸空-日誌回想-85 飛行第２１戦隊　岡崎公道大尉日誌　昭１７ -

陸空-日誌回想-86
大西豊吉大佐回想録　ソ連参戦時及び終戦後における第２４教育
飛行隊の状況

-

陸空-日誌回想-87
川元参謀メモ（写）　１　第１４軍参謀　南方軍参謀　昭１８．１０．１
昭１９．７

-

陸空-日誌回想-88 川元参謀メモ（写）　２　第１４軍・南方軍参謀　昭１９．６～２０．１ -

陸空-日誌回想-89 川元浩少佐メモ（３ＦＡ参謀）　昭１７．２．４～１７．６．４ -

陸空-日誌回想-90 川元メモ　南方軍参謀　昭１８．１０．１ -
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陸空-日誌回想-90_2 覚　帰農後の分（川元浩） 川元浩

陸空-日誌回想-91 比島航空関係　川元メモ（抜萃） -

陸空-日誌回想-92 川元浩中佐メモ　昭１９～２０ -

陸空-日誌回想-93 川元浩メモ　昭１９．５～２０．２ -

陸空-日誌回想-94 神崎清大佐日誌　在満　８ＦＣＳ付　昭６．９～７．９ -

陸空-日誌回想-95 神崎清大佐日誌　在満　８ＦＣＳ付　昭７．９～８．３ -

陸空-日誌回想-96 穐田弘志大佐　第７飛行団長の手記　其１　昭１９ -

陸空-日誌回想-97 穐田弘志大佐　第７飛行団長の手記　其２　昭１９ -

陸空-日誌回想-98 第７飛行団長　穐田弘志大佐陣中日誌 -

陸空-日誌回想-99 １飛行団長の想い出　比島捷号作戦　其の１ 陸軍大佐　穐田弘志

陸空-日誌回想-100 １飛行団長の想い出　比島捷号作戦　其の２ 陸軍大佐　穐田弘志

陸空-日誌回想-101 神崎清日誌　其の１　３ＦＢ参謀　昭１６．１．１～１７．２．７ -

陸空-日誌回想-102 神崎清日誌　其の２　３ＦＢ参謀　昭１７．２．９～１７．９．２７ -

陸空-日誌回想-103 加藤建夫陸軍少将見学メモ　昭１３．秋 -

陸空-日誌回想-104 釜井耕輝メモ　昭１０～１３ -

陸空-日誌回想-105 釜井耕輝メモ　昭１１～１５ -

陸空-日誌回想-106 釜井耕輝メモ　昭１６～１８ -

陸空-日誌回想-107 釜井耕輝メモ（主として飛行場設定関係）　昭１８～１９ -

陸空-日誌回想-108 釜井耕輝メモ　昭１１～２０年間に於ける特記事項 -

陸空-日誌回想-110 河辺忠三郎回想録 -

陸空-日誌回想-111 加藤大明大尉遺稿　「同行余韻」 -

陸空-日誌回想-113 陸軍戦闘隊について　加藤敏雄少将供述綴 -

陸空-日誌回想-114 川村清之助大尉備忘録　昭２０ -

陸空-日誌回想-115 川村清之助大尉日記 -

陸空-日誌回想-118 第４飛行団長　河原利明少将日誌　昭１６．１．７～１７．１．２５ -

陸空-日誌回想-119 金子倫介大佐日誌（４ＦＡ関係）　昭１８．６．１～１９．１２．６ -

陸空-日誌回想-120 河和田晄日記　其の１　昭１５．１０．２３～１６．５．３１ -

陸空-日誌回想-121 河和田晄日記　其の２　昭１６．６．１～１６．１０．２９ -

陸空-日誌回想-122 １１飛行師団長　北島熊男　陸軍中将回想録　昭１６．１２～２０．８ -

陸空-日誌回想-123 １１飛行師団長　北島熊男　陸軍中将回想録　昭１６．１２～２０．８ -

陸空-日誌回想-124 １１飛行師団長　北島熊男　陸軍中将回想録　昭１６．１２～２０．８ -

陸空-日誌回想-125 １１飛行師団長　北島熊男中将回想録 -

陸空-日誌回想-126 北島熊男中将回想録 -

陸空-日誌回想-131 航空本部技術部々員　木村昇中佐メモ　１／３　昭８～１７ -

陸空-日誌回想-132 航空本部技術部々員　木村昇中佐メモ　２／３　昭８～１７ -

陸空-日誌回想-133 航空本部技術部々員　木村昇中佐メモ　３／３　昭８～１７ -
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陸空-日誌回想-134 独立第２５飛行団　北川潔水陸軍少将日記 -

陸空-日誌回想-135 神崎清メモ　昭１６～１７ -

陸空-日誌回想-136 第４航空軍　金子倫价参謀日記抜萃　昭１８．７．８～１９．５．１７ -

陸空-日誌回想-137 衣笠駿雄日誌　其１　昭１８．７．２０～１８．１０．３１ -

陸空-日誌回想-138 衣笠駿雄日誌　其２　昭１８．１１．１～１８．１２．３１ -

陸空-日誌回想-139 衣笠駿雄日誌　其３　昭１９．１．１～１９．２．２９ -

陸空-日誌回想-140 衣笠駿雄日誌　其４　昭１９．３．１～１９．７．４ -

陸空-日誌回想-141 衣笠駿雄少佐日誌（抜萃筆写）　昭１８．７．２０～１９．２．２９ -

陸空-日誌回想-142 熊谷省三日誌　昭１８．８．１０～２０．３．３１ -

陸空-日誌回想-148 黒江保彦日記　昭１７．８．１６～１８．５．２２ -

陸空-日誌回想-150 飛行第６４戦隊付　上田厚士日誌抜萃　昭１８～２０ -

陸空-日誌回想-151 小田少佐備忘録 -

陸空-日誌回想-152 小川小二郎回想手記　－比島戦の追憶－ -

陸空-日誌回想-153 陸軍航空技術雑感　昭６～１１ 陸・航本技術部長　繪野澤静一

陸空-日誌回想-154 遠藤三郎少将日記　昭１６．８．１２～１７．４．１８ -

陸空-日誌回想-155 近藤兼利陸軍中将回想録　昭２０．３～２０．８ -

陸空-日誌回想-156 近藤兼利陸軍中将回想録　昭２０．３～２０．８ -

陸空-日誌回想-157 近藤兼利陸軍中将回想録　昭２０．３～２０．８ -

陸空-日誌回想-158 近藤兼利陸軍中将回想録　昭２０．３～２０．８ -

陸空-日誌回想-159 近藤兼利陸軍中将回想録　昭２０．３～２０．８ -

陸空-日誌回想-162 パレンバン奮戦手記（航空記事抜萃） 荒木報道班員　小牧中尉

陸空-日誌回想-163 第６７飛行場中隊長　在支作戦回顧録 元陸軍少佐　児玉信長

陸空-日誌回想-167 斉藤朋雄日誌　昭１６．１１．１４～１７．３．２２ -

陸空-日誌回想-168 軍司令官機遭難顛末　齊藤参謀手記　昭和１８．１２ 第３航空軍司令部

陸空-日誌回想-169
斉藤主計中尉日誌　飛行第５戦隊　付　其の１　昭和１８．７．１～
１９．６．３０

-

陸空-日誌回想-170
斉藤主計中尉日誌　飛行第５戦隊　付　其の２　昭１９．７．１～１
９．１２．３１

-

陸空-日誌回想-171
飛行第５戦隊　斉藤主計中尉経理日誌　昭１９．５．７～１９．９．１
６

-

陸空-日誌回想-173 飛行第６０戦隊中隊長　佐藤重由少佐日誌
飛行第６０戦隊中隊長　佐藤重
由

陸空-日誌回想-175 阪口芳太郎中将回想録 -

陸空-日誌回想-176 阪口芳太郎中将回想録 -

陸空-日誌回想-177 阪口芳太郎中将回想録 -

陸空-日誌回想-178 阪口芳太郎中将回想録 -

陸空-日誌回想-179 阪口芳太郎中将回想録 -

陸空-日誌回想-180 首藤忠男日誌　其の１　昭１６．１．３～１７．７．２６ 首藤少佐

陸空-日誌回想-181 首藤忠男日誌　其の２　昭１８．１．１～１８．１２．３１ 首藤少佐

陸空-日誌回想-182 首藤忠男日誌　其の３　昭１９．１．１～１９．１２．３１ 首藤少佐
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陸空-日誌回想-190
第２航空情報隊　城市郎中尉　小興凱湖周辺地区穏密偵察記
昭１５．６

-

陸空-日誌回想-191 空軍の忍者　航空情報隊　第１編 陸軍中尉　城市郎

陸空-日誌回想-192 空軍の忍者　航空情報隊　第２編（前） 陸軍中尉　城市郎

陸空-日誌回想-193 空軍の忍者　航空情報隊　第２編（後） 陸軍中尉　城市郎

陸空-日誌回想-194 空軍の忍者　航空情報隊　第３編 陸軍中尉　城市郎

陸空-日誌回想-195
菅原道大日誌　其１　昭８．１．１～８．５．２２　昭１０．３．２２～１
０．１２．３１

-

陸空-日誌回想-196 菅原道大日誌　其２　昭１１．１．１～１１．１０．４ -

陸空-日誌回想-197 菅原道大日誌　（１）　支那事変　昭１３．７．２１～１３．１０．３１ -

陸空-日誌回想-198 菅原道大日誌　（２）　支那事変　昭１３．１１．１～１３．１２．３１ -

陸空-日誌回想-199 菅原道大日誌　（３）　支那事変　昭１４．１．１～１４．５．３１ -

陸空-日誌回想-200 菅原道大日誌　（４）　支那事変　昭１４．６．１～１４．８．３１ -

陸空-日誌回想-201 菅原道大日誌　（５）　支那事変　昭１４．９．１～１４．１０．１５ -

陸空-日誌回想-202 菅原道大日誌　其３　昭１５．８．１～１５．１１．１５ -

陸空-日誌回想-203 菅原道大日誌　其４　昭１５．１１．１６～１６．４．７ -

陸空-日誌回想-204 菅原道大日誌　其５　昭１６．４．８～１６．８．３１ -

陸空-日誌回想-205 菅原道大日誌　其６　昭１６．９．１～１６．１１．３０ -

陸空-日誌回想-206 菅原道大陣中日誌　１　昭１７．５．２１～１７．８．３１ -

陸空-日誌回想-207 菅原道大陣中日誌　２　昭１７．９．１～１７．１０．３１ -

陸空-日誌回想-208 菅原道大陣中日誌　３　昭１７．１１．１～１７．１２．３１ -

陸空-日誌回想-209 菅原道大陣中日誌　４　昭１８．１．１～１８．３．９ -

陸空-日誌回想-210 菅原道大陣中日誌　５　昭１８．３．１０～１８．５．１０ -

陸空-日誌回想-211 菅原道大陣中日誌　６　昭１８．５．１４～１８．１０．２５ -

陸空-日誌回想-212 菅原道大陣中日誌　７　昭１９．１．１～１９．３．３１ -

陸空-日誌回想-213 菅原道大陣中日誌　８　昭１９．４．１～１９．７．１８ -

陸空-日誌回想-214 菅原道大日誌　其の１　昭１９．７．１９～１９．９．３０ -

陸空-日誌回想-215 菅原道大日誌　其の２　昭１９．１０．１～１９．１１．３０ -

陸空-日誌回想-216 菅原道大日誌　其の３　昭１９．１２．１～２０．１．２５ -

陸空-日誌回想-217 菅原道大日誌　其の４　昭２０．１．２６～２０．３．２９ -

陸空-日誌回想-218 菅原道大日誌　其の５　昭２０．３．３０～２０．５．１９ -

陸空-日誌回想-219 菅原道大日誌　其の６　昭２０．５．２０～２０．８．９ -

陸空-日誌回想-220 菅原道大日誌　其の７　昭２０．８．１０～２０．９．９ -

陸空-日誌回想-221 菅原道大日誌　其の８　昭２０．９．１０～２０．１２．２０ -

陸空-日誌回想-222 第３飛行集団長　菅原道大日記　昭１６．９．１～１７．５．２０ -

陸空-日誌回想-223 菅原道大中将回想録　戦さの塵　昭１７．３ -

陸空-日誌回想-224 菅原道大中将回想録　戦さの塵　昭１７．３ -

陸空-日誌回想-225 菅原道大中将回想録　戦さの塵　昭１７．３ -
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陸空-日誌回想-226 菅原道大中将回想録　戦さの塵　昭１７．３ -

陸空-日誌回想-227 菅原道大中将回想録　戦さの塵 -

陸空-日誌回想-228 ノモンハン事件　南方進攻作戦　航空医療の回想　昭１４～１７ 陸軍軍医中佐　菅原常雄

陸空-日誌回想-229 杉本明少佐日誌　昭１９．１１．７～２０．２．１２ -

陸空-日誌回想-230 杉本明少佐日誌　昭２０．２．２７～２１．１０．２４ -

陸空-日誌回想-235 ウオルフ．ヒルト氏指導のグライダー伝習教育　鈴木将剛回想録 -

陸空-日誌回想-236 第７飛行師団長　須藤栄之助中将手記　昭１８．末～１９．末 -

陸空-日誌回想-237 下山琢磨中将回想録 -

陸空-日誌回想-238 下山琢磨中将回想録 -

陸空-日誌回想-239 下山琢磨中将回想録 -

陸空-日誌回想-240 下山琢磨中将回想録 -

陸空-日誌回想-241 下山琢磨中将回想録 -

陸空-日誌回想-242 下山琢磨氏手記 -

陸空-日誌回想-243 足立誠一中佐日誌　在満　第９飛行集団付　昭６．１０～８．７ -

陸空-日誌回想-245 陸軍技師岩本周平手記　臨時軍用気球研究会を思う -

陸空-日誌回想-247
佐藤重由大尉従軍メモ　西部ニューギニア比島方面　昭１８．１２
～１９．１１

-

陸空-日誌回想-249 飛行第１１戦隊陸軍曹長　妹尾光雄日誌　昭１５．３～１８．４ -

陸空-日誌回想-250
飛行第１１戦隊陸軍曹長　妹尾光雄日誌　昭１６．１２．１６～１７．
１２．２１

-

陸空-日誌回想-251
第４５飛行戦隊付　田中昇蔵日記　昭和１４．５．２４～昭和１４．
６．１６　昭和１６．１０．２８～昭和１７．３．２０

-

陸空-日誌回想-252 飛行第２０８戦隊長陸軍少佐　田中昇蔵日誌　昭１９．１～１９．５ -

陸空-日誌回想-255 飛行第１１戦隊田崎次夫日誌　昭１７．１．１～１７．６．１４ -

陸空-日誌回想-257 立山武雄大佐メモ（陸軍操縦将校名簿等）　昭１２～１９ -

陸空-日誌回想-258
第１４飛行団長　立山武雄大佐日誌　昭１８．６．３０～１８．９．１１
（南太平洋方面）

-

陸空-日誌回想-259 第１４飛行団長　立山武雄日記　昭１８．６．３０～１８．９．１１ -

陸空-日誌回想-261 高橋十二郎中尉日記　昭１９．１１．１６～２０．１．１１ -

陸空-日誌回想-262
飛行第１戦隊中隊長　陸軍大尉　高梨辰雄日誌（ノモンハン事件
時）

-

陸空-日誌回想-263
飛行第１戦隊中隊長　陸軍大尉　高梨辰雄日誌　別冊（ノモンハン
事件時）

-

陸空-日誌回想-264 高橋勝夫中佐日誌（比島．濠北方面）　昭１９．３～１９．８ 第１５飛行戦隊長　高橋勝夫

陸空-日誌回想-265 高橋勝夫中佐日誌　昭１９．３～１９．８ 第１５飛行戦隊長　高橋勝夫

陸空-日誌回想-266 谷口正義少佐「ラバール」メモ　昭１７．１１．２２～１９．２ 第１１飛行戦隊長　谷口正義

陸空-日誌回想-267 谷川一男少将随想録 -

陸空-日誌回想-268 谷川一男少将随想録（南方軍航空作戦） -

陸空-日誌回想-269 谷川一男少将随想録（南方軍航空作戦） -

陸空-日誌回想-270 谷川一男少将随想録（南方軍航空作戦） -

陸空-日誌回想-271 谷川一男少将随想録（南方軍航空作戦） -

陸空-日誌回想-272
飛行第５８戦隊長　陸軍少佐　辻本隼三陣中日記　１／３　南西方
面　昭１８．１２．３１～１９．１２．３１

-
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陸空-日誌回想-273
飛行第５８戦隊長　陸軍少佐　辻本隼三陣中日記　２／３　南西方
面　昭１９．６．１～２０．８．２

-

陸空-日誌回想-274
飛行第５８戦隊長　陸軍少佐　辻本隼三陣中日記　３／３　南西方
面　昭２０．８．１～２１．５．８

-

陸空-日誌回想-275 辻本隼三少佐日記　１／４　昭１８．５．３１～１９．１．２２ -

陸空-日誌回想-276 辻本隼三少佐日記　２／４　昭１９．１．２４～１９．８．３１ -

陸空-日誌回想-277 辻本隼三少佐日記　３／４　昭１９．９．１～２０．４．１４ -

陸空-日誌回想-278 辻本隼三少佐日記　４／４　昭２０．４．１５～２１．５．８ -

陸空-日誌回想-279 在満第５７航空地区司令部部員　辻威雄回想録 -

陸空-日誌回想-280
寺本熊市大尉日誌（陸大３年　学生時代）　大１０．７．１～１０．１
２．１０

-

陸空-日誌回想-281 寺本熊市中将陣中日誌　昭１８．１．１～１８．１２．３１ -

陸空-日誌回想-282 寺本熊市中将メモ -

陸空-日誌回想-283 飛行第３４戦隊　ニューギニヤ戦闘状況の一端（其の１） 寺村美都旗曹長手記

陸空-日誌回想-285 第５飛行場設定隊長　寺崎嶽司メモ -

陸空-日誌回想-286 寺山欽造回想（扶容隊に関すること） -

陸空-日誌回想-287 佐藤重由中尉陣中機上日誌　昭１６．１～１７．２．１ -

陸空-日誌回想-288 飛行第４５戦隊長　土生秀治大佐日誌 -

陸空-日誌回想-292
第９飛行師団長　鳥田隆一中将日誌　昭１８．１２．１０～１９．２．１
４

第９飛行師団長　鳥田隆一中将

陸空-日誌回想-293
第９飛行師団長　鳥田隆一日誌　其の２　昭１９．２．１５～２０．５．
９

第９飛行師団長　鳥田隆一中将

陸空-日誌回想-294 友成軍医（操縦）日誌　昭１６．１．１～１６．１２．３１ -

陸空-日誌回想-295 友成軍医（操縦）日誌　昭１７．１．１～１７．１２．３１ -

陸空-日誌回想-296 友成軍医（操縦）日誌　昭１８．１．１～１８．１２．３１ -

陸空-日誌回想-297 友成軍医（操縦）日誌　昭１９．１．１～１９．１２．３１ -

陸空-日誌回想-298 友成軍医（操縦）日誌　昭２０．１．１～２１．１．２ -

陸空-日誌回想-303 長岡由太郎手帳 陸軍少年航空兵　長岡由太郎

陸空-日誌回想-304 長嶺亀助少将回想録　航空戦備の追憶（満洲事変前後より） -

陸空-日誌回想-305 長嶺亀助少将回想録　航空戦備の追憶（満洲事変前後より） -

陸空-日誌回想-306 長嶺亀助少将回想録　航空戦備の追憶（満洲事変前後より） -

陸空-日誌回想-307 長嶺亀助　航空戦備の追憶（満洲事変前後より） -

陸空-日誌回想-308 長嶺亀助少将回想録　航空戦備の追憶（満洲事変前後より） -

陸空-日誌回想-309 只一人（長嶺亀助自伝）１／３ -

陸空-日誌回想-310 只一人（長嶺亀助自伝）２／３ -

陸空-日誌回想-311 只一人（長嶺亀助自伝）３／３ -

陸空-日誌回想-312
中西第４飛行団長日誌（１）　ビルマ方面　昭１７．８．１５～１７．９．
２２

-

陸空-日誌回想-313
中西第４飛行団長日誌（２）　ビルマ方面　昭１７．９．２３～１７．１
０．２４

-

陸空-日誌回想-314
中西第４飛行団長日誌（３）　ビルマ方面　昭１７．１０．２５～１７．１
１．３０

-

陸空-日誌回想-315
中西第４飛行団長日誌（４）　ビルマ方面　昭１７．１２．１～１７．１
２．３１

-

陸空-日誌回想-316
中西第４飛行団長日誌（５）　ビルマ方面　昭１８．１．１～１８．３．３
１

-
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陸空-日誌回想-317
中西第４飛行団長日誌（６）　ビルマ方面　昭１８．４．１～１８．７．３
１

-

陸空-日誌回想-318
中西第４飛行団長日誌（７）　ビルマ方面　昭１８．８．１～１８．１１．
３０

-

陸空-日誌回想-319
中西第４飛行団長日誌（８）　ビルマ方面　昭１８．１２．１～１９．１．
１１

-

陸空-日誌回想-321 中西第４飛行団長日誌（２）　ビルマ方面　昭１７．９．２３～１０．２４ -

陸空-日誌回想-322
中西第４飛行団長日誌（３）　ビルマ方面　昭１７．１０．２５～１１．３
０

-

陸空-日誌回想-323 中西第４飛行団長日誌（４）　ビルマ方面　昭１７．１２．１～１２．３１ -

陸空-日誌回想-324 中西第４飛行団長日誌（５）　ビルマ方面　昭１８．１．１～３．３１ -

陸空-日誌回想-325
中西第４飛行団長日誌（６）　ビルマ方面　昭１８．４．１～１８．７．３
１

-

陸空-日誌回想-326 中西第４飛行団長日誌（７）　ビルマ方面　昭１８．８．１～１１．３０ -

陸空-日誌回想-327
中西第４飛行団長日誌（８）　ビルマ方面　昭１８．１２．１～１９．１．
８

-

陸空-日誌回想-330 ビルマ防衛作戦　中村三郎日記　昭１６．１１．２８～１８．１０．２１ -

陸空-日誌回想-331 飛行第１４戦隊　中山耕平メモ　１　昭１６．１２．１８～１９．７ -

陸空-日誌回想-332 飛行第１４戦隊　中山耕平メモ　２　昭１９．７～２０．８．１５ -

陸空-日誌回想-333 中川勇　第１３野戦気象隊長　濠北方面　従軍歌日記 -

陸空-日誌回想-334 中川勇少佐日記（１）　高９９８３部隊　昭１６．１０～１２ -

陸空-日誌回想-335 中川勇少佐日記（２）　高９９８３部隊　昭１７．１～５ -

陸空-日誌回想-336_2 第４航空軍　中留軍医部長日記　昭２０．１．１～１．２５ -

陸空-日誌回想-341 故陸軍少佐　南郷茂男　陣中日誌　昭１８．１．１～１９．１．２２ -

陸空-日誌回想-342 富嶽特攻隊長　西尾常三郎日誌　昭１３．１２．２７～１８．１２．５ -

陸空-日誌回想-343
仁科範少佐回想　支那派遣軍気象隊等について　昭１６．１０～２
０

-

陸空-日誌回想-344
飛行第１０飛行団部員　乗田貞剛日誌　昭１６．１０．２７～１７．６．
１６

-

陸空-日誌回想-345 飛行第１２戦隊　野本重男中佐回想録 野本重男

陸空-日誌回想-346
飛行第１６戦隊（在支那）　他　甘粕三郎日誌　昭１８．１．１～昭２
０．３．２０

-

陸空-日誌回想-347 今里能少佐ニューギニア野戦日誌　昭１８．９．９～１９．３．２６ -

陸空-日誌回想-348 江橋英次郎日記　大１５．４．１６～１５．９．３０ -

陸空-日誌回想-348_2 江橋英次郎日記　大１５．１０．１～昭２．３．３１ -

陸空-日誌回想-348_3 江橋英次郎日記　昭２．４．１～２．５．２３ -

陸空-日誌回想-348_4 江橋英次郎日記　昭２．５．２４～２．９．２５ -

陸空-日誌回想-348_5 江橋英次郎日記　昭７．１．１１～８．１２．３１ -

陸空-日誌回想-349 橋本秀信中将日誌　其の１　昭１９．３．５～１９．８．３１ -

陸空-日誌回想-350 橋本秀信中将日誌　其の２　昭１９．９．１～２０．１．２９ -

陸空-日誌回想-351 陸軍中将　橋本秀信日記　１／２　昭１９．７．２８～２０．１．２９ -

陸空-日誌回想-352 陸軍中将　橋本秀信日記　２／２　昭２０．１．３０～２０．８．８ -

陸空-日誌回想-353 第３航空軍参謀長　橋本中将日誌　昭１７．１２．８～１８．６．４ -

陸空-日誌回想-354 旗生孝日誌　昭５～２０ -

陸空-日誌回想-355 服部武士日誌　１ -
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陸空-日誌回想-356 服部武士日誌　２　昭１７．３～１７．５ -

陸空-日誌回想-357 服部武士日誌　３　昭１６．１２．１～１７．３．２２ -

陸空-日誌回想-358 服部武士日誌　４　昭１７．３．２５～１７．１１．１１ -

陸空-日誌回想-359 服部武士資料　在支３年間の経験に基く所見 -

陸空-日誌回想-360
第４飛行団部員　飛行第１２戦隊長　原田宇一郎大佐回想　昭１
２．９～１２．１２

-

陸空-日誌回想-361
原田宇一郎中将回想録　１、飛行第１２戦隊編成当時を回顧して
２、山田氏の質問に対する回答　昭１２～１３年

-

陸空-日誌回想-362 原田宇一郎中将回想及聴取録 -

陸空-日誌回想-363 秀寛三大尉日記　昭１６．１２．７～１７．５．３ -

陸空-日誌回想-364 秀寛三大尉日記　昭１７．５．４～１７．１２．３１ -

陸空-日誌回想-365 秀寛三大尉日記　昭１８．１．１～１８．９．４ -

陸空-日誌回想-366
第６４飛行戦隊付　桧与平日誌　其の１　昭１６．１２．３～１７．３．
９

-

陸空-日誌回想-367
第６４飛行戦隊付　桧与平日誌　其の２　昭１７．３．２１～１７．９．
１３

-

陸空-日誌回想-368
第６４飛行戦隊付　桧与平日誌　其の３　昭１８．４．１０～１８．１
２．１

-

陸空-日誌回想-371
飛行第８５戦隊付　陸軍少佐　古川治良日記（１）　昭１７．１２．１７
～１８．９．３０

-

陸空-日誌回想-372
飛行第８５戦隊付　陸軍少佐　古川治良日記（２）　昭１８．１０．１
～１９．８．３

-

陸空-日誌回想-373
飛行第５６戦隊長　陸軍少佐　古川治良軍隊日記（３）　昭１９．８．
４～２２．５．４

-

陸空-日誌回想-374 福武義雄メモ　屏東航空廠　南方航空路部　台湾支部関係 -

陸空-日誌回想-375 航士校満洲派遣隊付　本郷康臣少佐回想録 -

陸空-日誌回想-376
前島美佐男回想録　其１　私が操縦した飛行機の思い出　昭２～７
年

-

陸空-日誌回想-377
前島美佐男回想録　其２　私が操縦した飛行機の思い出　昭２～７
年

-

陸空-日誌回想-378 前島美佐男参謀日記（ルソン島）　昭２０年 -

陸空-日誌回想-381
第１６飛行戦隊　陸軍大尉　水谷勉日記　昭１２．１．１～１２．１２．
３１

-

陸空-日誌回想-382 第５飛行師団参謀　水谷勉日記　昭１６．１．１～１６．１２．３１ -

陸空-日誌回想-383 水谷勉日誌　昭１６．１．１～１６．１２．３１ -

陸空-日誌回想-384 第５飛行師団参謀　水谷勉日誌　昭１６．１２．１７～１７．２．２８ -

陸空-日誌回想-385 第５飛行師団参謀　水谷勉日誌　昭１７．３．１～１７．７．１７ -

陸空-日誌回想-386 飛行第３３戦隊長　水谷勉日誌　昭１８．１．１～１８．３．１５ -

陸空-日誌回想-387 第４、第１航空軍参謀　水谷勉日誌　昭１８．１０．１～１９．１１．１７ -

陸空-日誌回想-388 水谷勉参謀メモ　昭１６．１２～１７．初 -

陸空-日誌回想-389 比島に於ける陸軍特攻隊に就いて 第４航空軍参謀　美濃部浩次

陸空-日誌回想-390 「ポートプリンセサ」に対する　第６１飛行戦隊の奇襲攻撃 三宅一郎少尉

陸空-日誌回想-391 三木亀太郎大佐　大東亜戦争記録 -

陸空-日誌回想-394
飛行第９０戦隊中隊長　村井信方陣中日誌（南方．支那作戦）　其
の３　昭１６．７～１８．３

-

陸空-日誌回想-395
飛行第９０戦隊中隊長　村井信方陣中日誌（南方．支那作戦）　其
の４　昭１８．４～１８．７

-

陸空-日誌回想-396
飛行第９０戦隊中隊長　村井信方陣中日誌（南方．支那作戦）　其
の５　昭１８．８～１９．２

-

陸空-日誌回想-397
飛行第９０戦隊中隊長　村井信方陣中日誌（南方．支那作戦）　其
の６　昭１９．３～１９．５

-
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陸空-日誌回想-398
飛行第９０戦隊中隊長　村井信方陣中日誌（南方．支那作戦）　其
の７　昭１９．５～１９．６

-

陸空-日誌回想-399
飛行第９０戦隊中隊長　村井信方陣中日誌（南方．支那作戦）　其
の８　昭１９．７～１９．８

-

陸空-日誌回想-400
飛行第９０戦隊中隊長　村井信方陣中日誌（南方．支那作戦）　其
の９　昭１９．８～１９．１２

-

陸空-日誌回想-401
飛行第９０戦隊中隊長　村井信方陣中日誌（南方．支那作戦）　其
の１０　昭２０．１～２０．６

-

陸空-日誌回想-402 航空人事と技術 森本　軍蔵

陸空-日誌回想-403 第４航空軍参謀長　森本軍蔵記述書 -

陸空-日誌回想-404 森屋正博回想録　－司令部偵察隊の教育戦闘の一端－ -

陸空-日誌回想-405
第２独立飛行隊付　森脇誠次郎少尉日記　昭１９．７．１５～１９．１
０．２４

-

陸空-日誌回想-406 屠龍かく戦えり 陸軍大尉　森勇夫（５５期）

陸空-日誌回想-407
第４航空軍　山口軍医中佐従軍日誌　其の１　昭１８．７．９～１８．
１２．２２

-

陸空-日誌回想-408
第４航空軍　山口軍医中佐従軍日誌　其の２　昭１８．１２．２３～１
９．５．３１

-

陸空-日誌回想-409
第４航空軍　山口軍医中佐従軍日誌　其の３　昭１９．６．１～１９．
８．２８

-

陸空-日誌回想-410
第４航空軍　山口軍医中佐従軍日誌　其の４　昭１９．８．２９～１
９．１２．２０

-

陸空-日誌回想-411
第４航空軍　山口軍医中佐従軍日誌　其の５　昭１９．１２．２１～２
０．３．４

-

陸空-日誌回想-412 航空医学研究会メモ 軍医中佐　山口憲三

陸空-日誌回想-413
支那事変　第９０飛行戦隊長　山口槌夫日記　昭１４．１．１～昭１
４．１２．３１

-

陸空-日誌回想-414
支那事変　第９０飛行戦隊長　山口槌夫日記　昭１５．１．１～１５．
１２．３１

-

陸空-日誌回想-415 山口槌夫日誌　昭１５．１．１～１５．１２．３１ -

陸空-日誌回想-416 山口槌夫日誌　昭１６．１．１～１６．１２．３１ -

陸空-日誌回想-417 山口槌夫日誌　昭１７．１．１～１７．１２．３１ -

陸空-日誌回想-418 山口槌夫少将日誌　昭１９．４～２０．２ -

陸空-日誌回想-419 山口槌夫少将回想録　其の１　南方秘史の部 -

陸空-日誌回想-420 山口槌夫少将回想録　其の２　比島秘史の部 -

陸空-日誌回想-421 山口槌夫少将回想録　其の３　終戦秘史の部 -

陸空-日誌回想-422 山口槌夫少将回想録　其の４　陸軍航空回顧の部 -

陸空-日誌回想-423 山口槌夫少将回想録　其の１　南方秘史の部 -

陸空-日誌回想-424 山口槌夫少将回想録　其の２　比島秘史の部 -

陸空-日誌回想-425 山口槌夫少将回想録　其の３　終戦秘史の部 -

陸空-日誌回想-426 山口槌夫少将回想録　其の４　陸軍航空回顧の部 -

陸空-日誌回想-427 山口槌夫少将回想録　其の１　南方秘史の部 -

陸空-日誌回想-428 山口槌夫少将回想録　其の２　比島秘史の部 -

陸空-日誌回想-429 山口槌夫少将回想録　其の３　終戦秘史の部 -

陸空-日誌回想-430 山口槌夫少将回想録　其の４　陸軍航空回顧の部 -

陸空-日誌回想-431 山口槌夫少将回想録　其の１　南方秘史の部 -

陸空-日誌回想-432 山口槌夫少将回想録　其の２　比島秘史の部 -

陸空-日誌回想-433 山口槌夫少将回想録　其の３　終戦秘史の部 -
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陸空-日誌回想-434 山口槌夫少将回想録　其の４　陸軍航空回顧の部 -

陸空-日誌回想-435 山口槌夫少将回想録　其の１　南方秘史の部 -

陸空-日誌回想-436 山口槌夫少将回想録　其の２　比島秘史の部 -

陸空-日誌回想-437 山口槌夫少将回想録　其の３　終戦秘史の部 -

陸空-日誌回想-438 山口槌夫少将回想録　其の４　陸軍航空回顧の部 -

陸空-日誌回想-442 山之内丈熊大佐　昭１２～１８ -

陸空-日誌回想-443
飛行第１４戦隊　ビルマ周辺航空撃滅戦の回想　昭１７．７．９～１
７．１２．１

安田　憲人

陸空-日誌回想-445 第１６飛行戦隊長　梁瀬健吾日誌　昭１６．９．６～１７．１．１４ -

陸空-日誌回想-446 第６航空地区司令部　比島参戦記　昭１９．６～２１．３ 弓削伊三郎大佐

陸空-日誌回想-447 弓削陸軍大佐　大東亜戦争従軍記録抜萃 -

陸空-日誌回想-448 檮原秀見中佐回想手記　－陸軍戦闘機器材及教育訓練の変遷－ -

陸空-日誌回想-449 吉田喜八郎中将日誌抄録　昭１６ -

陸空-日誌回想-451 吉田穆少佐回想　飛行第６５戦隊　昭１９．１２．３０～２０．１１ -

陸空-日誌回想-453
四至本広之丞大尉回想　－第１１飛行戦隊　台湾邀撃戦の回想
－　昭１９

-

陸空-日誌回想-459 小川小二郎少将回想録　－懐旧のＢ・Ｒ．２０－　昭１０～１３ -

陸空-日誌回想-460 小川小二郎回想録　－第７飛行団マレー進攻余話－ -

陸空-日誌回想-464 精神教育より観たる　航空兵１部隊長の回想 菅原　道大

陸空-日誌回想-465 陸軍航空特攻の胎動 谷口　正義

陸空-日誌回想-466 停職事件に就て 神笠　武登

陸空-日誌回想-467 私の経験した航空経理業務の実態
陸軍航空本部経理部々員　木
村茂

陸空-日誌回想-468 飛行機操縦術修習日誌　昭１４．９．１１～１５．２．２７ 陸航士校１中・３区隊　春成兼正

陸空-日誌回想-469 陸軍戦闘隊の空中戦闘と教育訓練並にその変遷 梼原　秀見

陸空-日誌回想-470 有森三雄少将回想　－山下視察団（独逸）調査内容－ -

陸空-日誌回想-471 陸軍機長巨離飛行の実例　昭４～２０ 陸軍中佐　前島美佐男

陸空-日誌回想-472
第６３飛行戦隊ニューギニア方面の戦闘　上木利正中尉回想録
昭１８．１２～１９．６

-

陸空-日誌回想-473 内田将之少佐日記（写）　昭１９．７．１～１９．９．１９ -

陸空-日誌回想-479 小川享中尉回想録　パラワン島第１３１大隊の戦闘状況 -

陸空-日誌回想-480 奥本実回想手記　単独拝謁の思い出 -

陸空-日誌回想-481
第６飛行師団ホランヂャ以降の戦闘指導に就いて　岡本貞雄回想
録

-

陸空-日誌回想-482 在満航空部隊に関する回想　昭８～１４ 釜井　耕輝

陸空-日誌回想-483 第５飛行師団参謀　川元浩陣中摘要　昭１７．３．１～２０．８．５ -

陸空-日誌回想-484 金子倫价大佐手記（於マニラ）　－戦場空の旅－　昭１９．７ 金子倫价

陸空-日誌回想-485 戦塵　佐藤正一陸軍中将回顧録　昭１４～２０．８ -

陸空-日誌回想-487 第７飛行師団ニューギニア作戦所見集 陸軍中将　須藤栄之助

陸空-日誌回想-488 杉本明少佐日誌（第５飛行師団司令部付） -

陸空-日誌回想-491 パレンバン奇襲作戦戦闘経過の概要 原　文哉
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陸空-日誌回想-493 レムパン島開拓史に就いて　昭２０．８～２１．７．１６ 第３航空軍参謀　内藤進

陸空-日誌回想-494 桧与平記　－加藤戦隊戦闘概況の一部－　昭１６ -

陸空-日誌回想-495 戦闘操縦者とラジオ　昭１５．８ 松田　正雄

陸空-日誌回想-496 ノモンハン事件に参加せる飛行第２４戦隊長の観察 松村　黄次郎

陸空-日誌回想-498 天１号航空作戦日誌　昭２０．３．２５～２０．４．２８
第６航空軍参謀　陸軍中佐　水
町勝城

陸空-日誌回想-500 飛行第９８戦隊従軍の記録　昭１５．３．４～１９．４．１９ 第９８戦隊　室邦夫

陸空-日誌回想-501 我等の戦闘機は（昭和１８年）
陸軍航空技術研究所　森本重
一

陸空-日誌回想-504 バターン攻略戦秘史 星　駒太郎

陸空-日誌回想-505 原爆製造研究の思い出 化学学校長　鈴木辰三郎

陸空-日誌回想-505_2 原爆製造研究の思い出　昭和３９．１２ 化学学校長　鈴木辰三郎

陸空-日誌回想-506 関東地区防空記録
第１０飛行師団長心得　吉田喜
八郎

陸空-日誌回想-507 関東地区防空記録　昭１９．３．２８～２０．２．２８ 第１０飛行師団長　吉田喜八郎

陸空-日誌回想-508 「関特演」に於ける鈴木軍司令官の航空作戦準備の構想に就て 航空軍兵器部長　加藤邦男

陸空-日誌回想-509 第２次世界大戦までの極東に於けるソ連軍の空軍戦備の増強 完倉　寿郎

陸空-日誌回想-510 北満作戦余録　昭７．５．１８～７．６．１３ 関東軍飛行隊長　長嶺亀助

陸空-日誌回想-511 満洲事変の裏話 陸軍大佐　長嶺亀助

陸空-日誌回想-513 麻生政太郎回想録 -

陸空-日誌回想-514 国際連盟と飛行隊 長嶺亀助少将

陸空-日誌回想-515 初物喰いの悲喜劇 長嶺亀助少将

陸空-日誌回想-516 陸軍航空について　－追憶－　昭３０ 長嶺亀助少将

陸空-日誌回想-517 長嶺亀助大佐備忘録（訓示等）　昭６ -

陸空-日誌回想-518 第１次大戦末期における白系露軍の末路 長嶺亀助資料

陸空-日誌回想-519 特殊軽合金Ｋ・Ｋ　社長就任の経緯と体験　昭４５ 長嶺亀助少将

陸空-日誌回想-520 特別大演習雑感　昭９ 長嶺亀助少将

陸空-日誌回想-521 比島航空作戦を顧みて 青木　武三

陸空-日誌回想-527 比島航空作戦について 山口　槌夫

陸空-日誌回想-528 梁瀬健吾陸軍大佐航空資料　大１４～昭１６ -

陸空-日誌回想-530 第８飛行戦隊長　小林善晴少佐回想 -

陸空-日誌回想-531 復員に処する部隊長の指揮　昭１９．１２．２６～２０．１２．１ 元第６航空軍司令官　菅原道大

陸空-日誌回想-532 空の神兵 -

陸空-日誌回想-533 唐瀬原　第１号　昭３２．１ -

陸空-日誌回想-534 唐瀬原　第２号　昭３２．８．１５ -

陸空-日誌回想-535
大本営機密戦争日誌　－戦争指導班抜萃－　昭１９．４．１～２０．
１．３１

-

陸空-日誌回想-536 金子倫价日誌　昭１９．４．１５～１９．１２．６ 第４航空軍参謀

陸空-日誌回想-537 比島航空作戦に関する回答 元陸軍中将　冨永恭次

陸空-日誌回想-538 猿渡篤孝大佐供述書 第４飛行師団　参謀長
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陸空-日誌回想-539 第７飛行師団関係　質疑及参考事項綴 -

陸空-日誌回想-540 戦闘戦隊史（その１）
第３０飛行戦隊　佐藤真一　他６
名

陸空-日誌回想-541 パレンバン・ジャワ作戦
元第１６軍航空主任参謀　井戸
田勇

陸空-日誌回想-542 パレンバン会誌口述書　燃料関係 十川　透

陸空-日誌回想-543 九州の航空地区 -

陸空-日誌回想-544 満洲方面航空部隊資料 小川　小二郎

陸空-日誌回想-545 陸軍航空本部第３課長覚書　昭１４年度 -

陸空-日誌回想-546 陸軍航空本部総務部長備忘録　昭１８．１１．９～１９．１．２３ -

陸空-日誌回想-547 航士第５６期生　留魂録 -

陸空-日誌回想-548
第５航空軍司令官　下山琢磨中将回想録（隼戦記）　昭１８．５～２
０．６

-

陸空-日誌回想-549 第５航空軍（支那方面）作戦史（英訳）　下山琢磨中将手記 -

陸空-日誌回想-550
第５航空軍司令官　下山琢磨中将回想録（隼戦記）　昭１８．５～２
０．６

-

陸空-日誌回想-553 高野佳雄少佐口述書　昭３３．４ 第１２６野戦飛行場設定隊長

陸空-日誌回想-554 第３０戦闘飛行集団長　青木少将口述書 -

陸空-日誌回想-555 第２７飛行戦隊日記 後藤清敏少佐

陸空-日誌回想-556 第２飛行師団参謀　野々垣四郎中佐口述書 -

陸空-日誌回想-557 野々垣四郎中佐　河野太郎少佐　口述書 第２飛行師団参謀

陸空-日誌回想-558 捷一号作戦に関する第８飛行師団事項 -

陸空-日誌回想-559 飯村中将回想録抜萃 南方軍総参謀長

陸空-日誌回想-560 宮崎周一中将口述書　捷１号　レイテ決戦の結末 -

陸空-日誌回想-561 佐藤勝雄中佐供述書 第４航空軍参謀（作戦）

陸空-日誌回想-562 渋谷正成参謀口述書 第４航空軍参謀

陸空-日誌回想-563 藤沢繁三少将口述書　回答書 第２航空通信団

陸空-日誌回想-564 大本営第２課長　服部卓四郎口述書　昭２３．６．１６ -

陸空-日誌回想-565 第６１飛行戦隊　堀川正三郎少佐口述書（重爆） -

陸空-日誌回想-566 南方軍参謀　川元浩中佐口述書 -

陸空-日誌回想-568 第１３飛行団長　江山六夫中佐口述書　昭３３．２．１４ -

陸空-日誌回想-569 第１４方面軍　朝枝参謀口述書　第４航空軍合同研究会記事 -

陸空-日誌回想-570 第４航空軍参謀　松前未曽雄大佐供述書 -

陸空-日誌回想-571 大本営参謀田中耕二口述書　捷号比島航空作戦 -

陸空-日誌回想-572
第４航空軍参謀長　第２飛行師団長　寺田済一中将口述書　昭３
２．９

-

陸空-日誌回想-573 南方軍参謀　小島喜久中佐（航空）口述書 -

陸空-日誌回想-574 長嶺亀助資料　徴傭令と私の体験 -

陸空-日誌回想-575 長嶺亀助資料　徴傭令の悲喜劇 -

陸空-日誌回想-576 長嶺亀助資料　航空戦備の追憶 -

陸空-日誌回想-577 比島捷号　陸軍航空特攻名簿整理表 -
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陸空-日誌回想-578
南方軍参謀大佐．大賀時雄　大本営参謀中佐．有沼源一郎　比島
の戦略的価値の変遷と航空運用思想（回顧録）

-

陸空-日誌回想-579 比島関係調査及口述資料綴　昭１８．１２～１９．４ -

陸空-日誌回想-580 比島捷号陸空飛行団史口述書 -

陸空-日誌回想-581 山口二三少佐　大橋吉夫少佐　高橋正二少佐　比島捷号口述書 -

陸空-日誌回想-582 第４飛行師団参謀長　猿渡篤孝他　比島航空作戦口述及回想録 -

陸空-日誌回想-583 比島方面への各飛行戦隊転戦経緯 -

陸空-日誌回想-584 第１５飛行戦隊史口述書 第２中隊長　佐藤繁雄

陸空-日誌回想-585 第７飛行師団研究会記事口述書 -

陸空-日誌回想-586 第７飛行団史口述書 第７飛行団長大佐　穐田弘志

陸空-日誌回想-587 航空情報隊口述書
隊付．少佐　山中明・技研．少佐
高田清

陸空-日誌回想-588 第４・５特種通信隊史口述書 松尾岩雄少佐

陸空-日誌回想-589 第３８飛行戦隊史口述書 第３８戦隊長中佐　木村拙郎

陸空-日誌回想-590 艦船攻撃訓練指導口述書 田中倭文中佐

陸空-日誌回想-591 補給機．部隊到着状況　出動可能機数　比島航空（捷号） -

陸空-日誌回想-592 主要質疑項目綴 -

陸空-日誌回想-593 第２０６独立飛行隊回想史料 部隊長　蓑毛松次　他

陸空-日誌回想-594 第３０戦闘飛行集団参謀口述書 陸軍大佐　原田潔

陸空-日誌回想-595 第２飛行師団研究会記事 第２飛行師団　参謀長　他

陸空-日誌回想-596 第２飛行師団研究会記事　昭３３．３．２ -

陸空-日誌回想-597
第４飛行師団研究会記事　三上師団長他５名口述書　昭３３．３．
６

-

陸空-日誌回想-598 第１２飛行団長　川原八郎中佐口述書 -

陸空-日誌回想-599 本土防空研究会口述書記録 第１０飛行師団長　吉田喜中将

陸空-日誌回想-600 大東亜戦争（１７．８～１９．春）　第１５野航第５分廠の状況 田島分廠長回想

陸空-日誌回想-601 大東亜戦争（Ｓ１６．１０～終戦）　第２５飛行戦隊の活動 藤本・鴻川回想

陸空-日誌回想-602 大東亜戦争　第９０飛行戦隊の活動 -

陸空-日誌回想-603
大東亜戦争（昭１７．８～１８．１０）　独立飛行第５５中隊　荒井回
想

荒井　勇次郎

陸空-日誌回想-603_2
独立飛行第５５中隊　荒井回想（補遺）　大東亜戦争（１７．８～１
８．１０）

荒井　勇次郎

陸空-日誌回想-604 大東亜戦争（昭１８．８～１９．２）　第２０６独立飛行隊の活動 蓑毛

陸空-日誌回想-605 大東亜戦争　昭１８．１２．２２～１９．３．４　第１２飛行団の活動 川原八郎飛行戦隊長

陸空-日誌回想-606
大東亜戦争（昭１８．２～２０．８）　第２０飛行場中隊支那派遣　第
１航空隊の活動

三浦　武太郎

陸空-日誌回想-607 大東亜戦争（昭１９．１０～２０．８）　第４８航空地区司令部の活動 俵　信一

陸空-日誌回想-608 大東亜戦争　支那派遣軍　富永弘参謀回想 -

陸空-日誌回想-609 第３航空地区司令部の活動　昭１９．８～２０．５ 北村　九郎

陸空-日誌回想-610
大東亜戦争　第１６航空地区司令部　第１飛行場中隊　第６９飛行
場中隊の活動

大田正義・岩谷信幸

陸空-日誌回想-611 大東亜戦争　第１３飛行師団．第５航空軍の活動 吉田喜八郎・村岡良江

陸空-日誌回想-612 大東亜戦争　第１５航空通信隊の活動（昭１９．３．９～終戦） 宮村　サダヲ
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陸空-日誌回想-613 大東亜戦争前後　あ号開始前後関係者回想 井本　熊男

陸空-日誌回想-614 大東亜戦争（昭１７．８～１７．１２）　５号作戦準備について 皆元　勝雄

陸空-日誌回想-615 在満第９飛行団関係聴取録 橋本秀信・石川愛・水谷勉

陸空-日誌回想-616 支那事変・大東亜戦争（Ｓ１５～１７年）　第１飛行団の活動 秋山　豊次

陸空-日誌回想-617 支那事変　１５野航の状況 寺元　志雄

陸空-日誌回想-618 支那事変（昭１４．１～１５．５）　独立飛行第１８中隊の活動 荒蒔　義次

陸空-日誌回想-619
支那事変．大東亜戦争（昭１４．７～２０．８）　第６７飛行場中隊の
活動

石川　潔

陸空-日誌回想-620 支那事変　加藤調査団について 加藤　邦男

陸空-日誌回想-621 支那事変　南寧攻略戦関係海軍資料 佐薙　毅

陸空-日誌回想-622 支那事変間　今川一策　第５９飛行戦隊長　航空実験隊長　回想 -

陸空-日誌回想-623 支那事変（昭１２．７～１４．９）　航空軍の活動 大賀　時雄

陸空-日誌回想-624 支那事変（昭１４．５～１４．８）　航空軍の活動 佐藤　勝雄

陸空-日誌回想-625
支那事変（昭１２．８～１３．２）　中支方面．独立飛行第１１中隊．
独立飛行第１５中隊の活動

野中　俊雄

陸空-日誌回想-626 支那事変（昭１２．７～１３．７）　独立飛行第４中隊の活動 神崎大尉

陸空-日誌回想-627 支那事変（昭１３．９～１５．３）　第２１独立飛行隊の活動 石川　愛

陸空-日誌回想-628 支那事変（昭１５．９～１６．５）　独立飛行第１８中隊の活動 片倉　恕

陸空-日誌回想-629
支那事変．大東亜戦争（昭１６．１２～１７．７）　第２９独立飛行隊
の活動

本郷　康臣

陸空-日誌回想-630 大東亜戦争　第５航空情報隊の活動 進藤　錦一郎

陸空-日誌回想-632 支那事変（昭１４．９～１６．９）　第３飛行中隊の活動 木下　敏

陸空-日誌回想-633
支那事変（昭１６．６～１６．１１）　第７飛行団部員　黒田久文　回
想

-

陸空-日誌回想-634 支那方面航空作戦回想　昭１３．４～１６．７ 青木　喬

陸空-日誌回想-635 支那事変（昭１４．３～１６．５）　派遣軍関係参謀回想 渡辺　行夫

陸空-日誌回想-636 支那事変（昭１３．３～１４．１０）　中央の対支関係 稲田　正純

陸空-日誌回想-637 支那事変　第２１航空分廠の活動 市丸　策磨

陸空-日誌回想-638 支那事変．大東亜戦争（昭１２．６～１８．１２）　特情班の活動 窪田　英夫

陸空-日誌回想-639 支那事変（昭１２．７～１６）　第１飛行団の活動 須藤　英之助

陸空-日誌回想-640
支那事変（昭１２．７～１３．３）　独立飛行第１中隊．第１飛行団の
活動

杉本　明

陸空-日誌回想-641 支那事変（昭１２．７～１３．２）　第１飛行団の活動（回想） 入田　実

陸空-日誌回想-642 支那事変（昭１２．９～１３．７）　第３飛行団の活動 値賀忠治少将

陸空-日誌回想-643 支那事変（昭１３．７～１４．１０）　第３飛行団の活動 菅原　道大

陸空-日誌回想-644 支那事変（昭１５．８～１６．１２）　第３飛行団の活動 遠藤　三郎

陸空-日誌回想-645 支那事変（昭１４）　第４飛行団（南支）の活動 石川　愛

陸空-日誌回想-646 支那事変（昭１２．１１～１３．１２）　第４飛行団の活動（回想） 藤田　朋

陸空-日誌回想-647 支那事変（昭１２．７～１２．１２）　第９飛行師団の活動 中富　秀夫

陸空-日誌回想-648 支那事変（昭１３．３～１４．２）　第１２飛行戦隊の活動 原田　卯一郎

陸空-日誌回想-649 支那事変（昭１２．７～１３．初）　臨時飛行団の活動 山口　槌夫
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陸空-日誌回想-650 支那事変（昭１３．３～１４．３）　第３１飛行戦隊の活動 高橋　常吉

陸空-日誌回想-651 支那事変（昭１３．３～１６．１２）　第２７飛行戦隊の活動 須藤　英之助

陸空-日誌回想-652 支那事変（昭１３．５～１６．１１）　第６０飛行戦隊の活動 小川　小二郎

陸空-日誌回想-653 支那事変（昭１５．７～９）　第５８飛行戦隊の活動 瀧　昇

陸空-日誌回想-654 大東亜戦争（昭１７．７～１７．９）　在南支　第２４飛行戦隊の活動 代永　兵衛

陸空-日誌回想-655 大東亜戦争（昭１７．９～１７．１１）　第１６飛行戦隊の活動 川守田　庄治郎

陸空-日誌回想-656 大東亜戦争（昭１９．４～１９．７）　第４８飛行戦隊の活動 松尾　政雄

陸空-日誌回想-657 第２５飛行団の状況 福沢丈夫大佐

陸空-日誌回想-658 服部卓四郎大佐メモ -

陸空-日誌回想-659 寺田．原田．宮子　研究会記事録　他．教育補充 -

陸空-日誌回想-660
旧陸軍航空部隊の満洲に於ける戦訓並に之に関する教訓　昭２
６．１２．１６

野本　重男

陸空-日誌回想-661 陸軍航空士官学校訓育備忘録 第２３中隊長　佐藤重由少佐

陸空-日誌回想-662 特攻隊に対する所見 第３０飛行集団長　三好康之

陸空-日誌回想-663 第５飛行師団戦史資料　昭１６～２０ -

陸空-日誌回想-664 松村大佐　立山大佐　於田大佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-665 綾野唯雄大佐資料　他 -

陸空-日誌回想-666 第６５飛行戦隊の活動　昭１７．５～１７．９ 宮本　功

陸空-日誌回想-667 サイパン攻撃．富岳編成状況　草刈少佐口述 -

陸空-日誌回想-669 第２航空軍関係記事　旗生孝日記抜萃　昭１８～１９ -

陸空-日誌回想-670 大東亜戦争　第８飛行団の活動　昭１８．６～１０ 森本　軍蔵

陸空-日誌回想-671 南方軍総参謀副長　阪口芳太郎中将供述書 -

陸空-日誌回想-672 第６航空軍の通信
高坂参謀聴取資料　中村通信
所長回想

陸空-日誌回想-673 満洲航空特情関係聴取録 黒田久文・浅海隆一・鈴木将剛

陸空-日誌回想-674 第２気象連隊（満洲）　武重理一郎回想 -

陸空-日誌回想-675 在満航空部隊史料 -

陸空-日誌回想-676 満洲通信関係聴取録 藤沢繁三・高橋鶴夫

陸空-日誌回想-678 釜井耕輝少佐関連資料 -

陸空-日誌回想-680 井戸田勇大佐　大賀時雄大佐　梼原秀見中佐聴取録 三浦　正治

陸空-日誌回想-681 陸軍航空関係聴取録（菅原中将他８名） 三浦　正治

陸空-日誌回想-682 志波武次郎　佐藤重由　聴取記録 -

陸空-日誌回想-683 能登義雄大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-684 寺崎賢至大尉聴取記録 -

陸空-日誌回想-685 森本軍蔵少将聴取記録 -

陸空-日誌回想-686 村岡中佐　沢山少佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-687 白井少佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-688 水谷勉中佐　山崎武治中佐　鈴木清中佐　栗原賀久中佐　聴取録 三浦　正治
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陸空-日誌回想-689 第２９独立飛行隊の作戦記録および回想 本郷　康臣

陸空-日誌回想-690 在支第１５野戦航空廠の概要　昭１３．２～１４．７ 寺元　志雄

陸空-日誌回想-691 香港攻略戦（派遣軍・第１４飛行戦隊・第４５飛行戦隊）関係回想 土生　秀治

陸空-日誌回想-692
支那事変．大東亜戦争（昭１６．１１～１９．１２）　第６７飛行場中隊
第１２飛行団　第８５飛行戦隊　の活動

児玉　信長

陸空-日誌回想-693 独立飛行第８４中隊の活動　昭１７．４～１７．６ 堀坂　謙吉

陸空-日誌回想-694 第５４飛行戦隊関係口述資料　昭１６．９～１７ 島田安也　外

陸空-日誌回想-695 飛行第６２戦隊付　岡本豪三日誌 -

陸空-日誌回想-696 第７飛行師団作戦に関する質疑回答　ニューギニヤ方面 -

陸空-日誌回想-697 第４航空軍及直轄部隊作戦に関する質疑回答 -

陸空-日誌回想-698 佐藤正一中将聴取録 -

陸空-日誌回想-699 佐藤勝雄中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-700 佐野佳雄　窪川敏郎　聴取記録 -

陸空-日誌回想-701 皆元大佐　川原大佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-702 航空関係聴取記録 -

陸空-日誌回想-703 山口義輔　田中弘次　聴取記録 -

陸空-日誌回想-704
山中繁茂中将回想　１．第２５飛行団長時代の回想　２．航空路司
令官としての回想

-

陸空-日誌回想-705 山口槌夫少将聴取録 -

陸空-日誌回想-706
第１２戦隊付　第１２戦隊長　第７飛行団長　山本健児中将　聴取
録

-

陸空-日誌回想-707 山口槌夫少将　羽牟慶太郎大佐　聴取録 -

陸空-日誌回想-708 山口槌夫少将聴取記録 -

陸空-日誌回想-709 足立誠一中佐聴取録 -

陸空-日誌回想-710 荒蒔義次聴取録 -

陸空-日誌回想-711 派遣軍関係参謀回想　昭１６．１０～１８．５ 長尾　正夫

陸空-日誌回想-712 菅原中将聴取記録 -

陸空-日誌回想-713 菅原道大中将回想録　戦さの塵　戦史資料　其の３　昭２９．２ 第１復員局

陸空-日誌回想-714 航空戦備の追憶（続）　昭３０．９ 長峯　亀助

陸空-日誌回想-715 第２０４飛行戦隊の戦闘　山口文一、林眞之回想 -

陸空-日誌回想-716 聴取記録　古賀少佐　山田少佐　志田中尉　橋本中将　松浦中佐 -

陸空-日誌回想-717 麥田平雄中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-718 遠藤三郎中将聴取録 -

陸空-日誌回想-719 航空典範関係口述史料 -

陸空-日誌回想-720 対ソ陸軍航空作戦史資料 -

陸空-日誌回想-721 対ソ陸軍航空作戦史資料（ノモンハン関係） -

陸空-日誌回想-722 遠藤三郎中将回想録 -

陸空-日誌回想-723 遠藤三郎中将回想録 -

陸空-日誌回想-724 加藤邦男回想録 -
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陸空-日誌回想-725 戦闘隊戦法に対する回想（１）
池田幸照（５６期）・吉良勝秋（少
飛２期）・林安仁（５６期）・岡林
龍之（５６期）・角田政司（５６期）

陸空-日誌回想-726 戦闘隊戦法に対する回想（２）
岡林龍之（５６期）・橋本健六（５
６期）

陸空-日誌回想-727 戦闘隊戦法に対する回想（３） 脇森隆一郎大尉（５６期）

陸空-日誌回想-728
釜井中佐聴取録　満洲事変における第１０飛行戦隊の状況　ノモ
ンハン事件における第２飛行師団の戦闘

釜井　耕輝

陸空-日誌回想-729 第５飛行戦隊ビアク突入の実相　昭１８．５．２７ 陸軍曹長　本宮利雄回想

陸空-日誌回想-730 内田将之少佐日記　昭１８．１０．５～１９．９．１９ -

陸空-日誌回想-731
大東亜戦争に於ける　南郷茂男大尉の戦歴　付　感状等関連史
料　昭１９．３．３０

-

陸空-日誌回想-732 重爆部隊長に関する教訓 桜井　東洋男

陸空-日誌回想-733 第５飛行師団関係聴取ノート　昭１６．１０～２０．８ 岡本　武義

陸空-日誌回想-734 久徳通夫聴取書　昭３４．３．１２ 岡本　武義

陸空-日誌回想-735 第４航空軍　内田参謀の手記　ニューギニアの作戦 -

陸空-日誌回想-736 皆元勝雄大佐聴取録 -

陸空-日誌回想-737 浜田竜太郎大佐　古谷龍大佐　聴取録（満洲事変関係） -

陸空-日誌回想-738 麥田平雄氏聴取録 -

陸空-日誌回想-739 河井田義匡氏聴取録 -

陸空-日誌回想-740 遠藤操中佐聴取録 -

陸空-日誌回想-741 柴田秀雄氏聴取録 -

陸空-日誌回想-742 蓑毛中佐．中村大尉聴取記録 -

陸空-日誌回想-743 椙山一郎氏聴取記録 -

陸空-日誌回想-744 江原英雄　肥塚貞剛　少佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-745 内藤進　相沢寅四郎　前島美佐男　聴取記録 -

陸空-日誌回想-746 高木参謀聴取記録 -

陸空-日誌回想-747 梼原中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-748 原田潔大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-749 増田薬剤正聴取記録 -

陸空-日誌回想-750 三好少将　森本少将　西浦大佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-751 旗生中佐　村田大尉　聴取記録 -

陸空-日誌回想-752 松田中佐．鹿子島中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-753 兼山長太郎大佐聴取録 -

陸空-日誌回想-754
関東軍特務部々員　航本第２部長　航技研所長時　安田武雄中
将聴取録

-

陸空-日誌回想-755
藤田朋中将　長嶺亀助少将　長沢賢二郎少将　古谷竜中佐　足原
武一中佐　述　満洲事変関係聴取録

-

陸空-日誌回想-756
第５９戦隊長　第３飛行団部員　第１３飛行団長　第１５独立飛行
団長　時　今川一策少将聴取録　他

-

陸空-日誌回想-757 甘粕三郎大佐聴取録 -

陸空-日誌回想-758 儀峨徹二中将　吉満末盛中佐　聴取録 -

陸空-日誌回想-759 第４５戦隊長　第１５独立飛行団長時　土生秀治少将　聴取録 -

陸空-日誌回想-760 田尻清少佐聴取録 -
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陸空-日誌回想-761 前島中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-763
比島及緬甸進攻作戦　飛行第５０戦隊長　牧野靖雄氏聴取書　昭
３３．８．１２

-

陸空-日誌回想-764 馬来進攻作戦資料　Ｎｏ．３　羽牟氏聴取書 -

陸空-日誌回想-765 渡辺岩五郎少将聴取録 -

陸空-日誌回想-766 上野精一大佐聴取録 -

陸空-日誌回想-767
桜井東洋男少佐（第６１戦隊）　宮沢俊男少佐（第６１戦隊）　藤崎
澄夫大尉（第３３戦隊）　在満時　聴取録

-

陸空-日誌回想-768 田中昇蔵元少佐聴取録 -

陸空-日誌回想-769 大浦吉熊少佐聴取録 -

陸空-日誌回想-770 小柳武次郎聴取書 -

陸空-日誌回想-771 竹内和親大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-772 川守田庄次郎大佐聴取録 -

陸空-日誌回想-773 神崎清大佐聴取録 -

陸空-日誌回想-774 伊藤民蔵大佐聴取記録　他 -

陸空-日誌回想-775 池田赴夫氏聴取録 -

陸空-日誌回想-776 第４５飛行戦隊長　前島美佐男中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-777 第８方面軍関係聴取資料　昭１７～２０ -

陸空-日誌回想-778 飛行第１２連隊関係聴取録 鈴木勇・柴田勇治・新阜州賀夫

陸空-日誌回想-779 鈴木京大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-780 大久保致中佐聴取録 -

陸空-日誌回想-781 小川小二郎少将　西浦室長　聴取記録 -

陸空-日誌回想-782 岡本元吉中佐聴取録 -

陸空-日誌回想-783 森本少将　西原中佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-784 森屋少佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-785 石川二郎中尉　江口佳津雄中佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-786 第２飛行師団参謀時　福沢丈夫大佐聴取録　昭１５．１２～１７．８ -

陸空-日誌回想-787 藤田少将　衣笠少佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-788 藤沢繁三聴取記録　昭３７．１０．２４ -

陸空-日誌回想-789 近藤中将聴取記録 -

陸空-日誌回想-790 小森田親玄大佐聴取録 -

陸空-日誌回想-791 近藤進少佐聴取録 -

陸空-日誌回想-792 南東方面第６飛行師団作戦に関する質疑回答 -

陸空-日誌回想-793 南東正面幕僚研究会同記録 -

陸空-日誌回想-794
南東方面第１２飛行団．白教飛行団．第１４飛行戦隊．第２４８飛
行戦隊　戦闘に関する質疑回答

-

陸空-日誌回想-795 第２飛行戦隊関係資料　大平氏．西林中尉．横沢少佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-796 東部蘭印方面航空基地設定関係資料 -

陸空-日誌回想-797 絵野沢静一中将供送書 -
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陸空-日誌回想-798 一般陸軍航空作戦に関する質疑回答 -

陸空-日誌回想-799 望月教授．岸本軍医．西浦軍医　聴取記録 -

陸空-日誌回想-800 岸本重一大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-801 城寺大佐　川田少佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-802 第８飛行師団特攻掛　川村大尉聴取記録 -

陸空-日誌回想-803 皆元大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-804 神崎中佐　三木中佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-805 鹿子島参謀聴取記録 -

陸空-日誌回想-806 鹿子島参謀聴取記録 -

陸空-日誌回想-807 神参謀聴取記録 -

陸空-日誌回想-808
第３飛行師団情報主任笹尾氏聴取書　進攻作戦馬来第３飛行師
団

笹尾宏

陸空-日誌回想-809 釜井耕輝中佐聴取録 -

陸空-日誌回想-810 釜井中佐聴取記録（沖縄関係） -

陸空-日誌回想-811 南方総軍航空基地設定資料　昭３２．１
元航本施設課員　陸軍中佐　釜
井耕輝

陸空-日誌回想-812 第８飛行師団　川元参謀に対する聴取記録 -

陸空-日誌回想-813 川元参謀聴取記録 陸軍中佐　川元浩

陸空-日誌回想-814 第９８飛行戦隊　家弓大尉聴取記録 -

陸空-日誌回想-815 第６航空軍　岡本参謀聴取記録　審査部　酒本少佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-816 大賀参謀聴取記録 -

陸空-日誌回想-817 台湾軍大沼参謀聴取記録 -

陸空-日誌回想-818 小川小二郎少将　渡辺行夫大佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-819 大谷中将　加藤少将　聴取記録 -

陸空-日誌回想-820 青木武三中将聴取記録 -

陸空-日誌回想-821 青木武三中将聴取記録（１） -

陸空-日誌回想-822 青木武三中将聴取記録（２） -

陸空-日誌回想-823 青木武三中将聴取記録（３） -

陸空-日誌回想-824 青木武三中将聴取記録 -

陸空-日誌回想-825
第２飛行師団参謀　第３３飛行戦隊長　第１２飛行団長　時　青木
武三中将聴取録

-

陸空-日誌回想-826 青木少将　森本少将　今川少将　聴取記録 -

陸空-日誌回想-827 青木喬少将聴取記録 -

陸空-日誌回想-829
台湾軍捕虜調査に関する足原中佐回想　台湾機動統制（捷１号
の）に関する松田中佐回想　錫ハクによる欺騙．中野学校出身見
習士官の沖縄投入に関する足原回想

-

陸空-日誌回想-830
第６０飛行戦隊長　渥美中佐　独立飛行第１６中隊長　武藤少佐
独立飛行第１６中隊附　成田大尉　聴取記録

-

陸空-日誌回想-831 特攻機整備指導に関する斎藤利生氏の回答 -

陸空-日誌回想-832 サイパン攻撃　有沼中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-833 井戸田大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-834 航空兵団参謀　第２航空軍参謀　時　井戸田勇大佐聴取録 -
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陸空-日誌回想-835 井戸田大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-836 井戸田大佐　丸田少佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-837
第９師団長　原中将回想　第２８師団　池田副官回想　伊藤氏沖
縄報告　伊東大隊長（沖縄）聴取記録

-

陸空-日誌回想-838 第３８航空地区司令官　猪飼大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-839 第１４飛行戦隊　宇都少佐　安田少佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-840 遠藤三郎中将聴取録 -

陸空-日誌回想-841 遠藤中佐・内藤中佐・前川少佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-842
浜教飛の硫黄島攻撃　江島大尉、サイパン捜索等　中村少佐、硫
黄島攻撃　高橋少佐

-

陸空-日誌回想-843 吉田元久大佐　和田盛哉中佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-844 第１０１飛行戦隊長　代永少佐回想 -

陸空-日誌回想-845
第１１４野戦飛行場設定隊　良永忠武回想　第１５１独立整備隊
松尾氏回想　第８飛行師団飛行班　恵良大尉回想

-

陸空-日誌回想-846 誠１１５隊に関する山崎回想 -

陸空-日誌回想-847 山本師団長回想追加 -

陸空-日誌回想-848 第２４６飛行戦隊の台湾派遣　宮本回想 -

陸空-日誌回想-849 第２４振武隊　前田中尉回想 -

陸空-日誌回想-850 台湾軍航空情報隊長　広川中佐回想 -

陸空-日誌回想-851 第３２軍　八原大佐回想 -

陸空-日誌回想-852
第２７飛行団　野中大佐回想　沖縄に対するグライダー特攻　宮子
大佐聴取記録

-

陸空-日誌回想-853 第１０飛行戦隊長　新沢中佐回想 -

陸空-日誌回想-854 西参謀回想（九州派遣） -

陸空-日誌回想-855 西純志参謀回想 -

陸空-日誌回想-856 臨時防空飛行隊に関する　東郷少佐回想 -

陸空-日誌回想-857 嘉義の第３分廠長　高岡廠長回想 -

陸空-日誌回想-858 第９飛行団　高杉少佐　樋口少尉　回想 -

陸空-日誌回想-859 第１７飛行戦隊長　高田少佐の回想 -

陸空-日誌回想-860
第２３飛行戦隊　土持氏、第４５飛行戦隊　高橋中佐、第４７飛行
戦隊　奥田少佐、第５５飛行戦隊　遠田氏　回想

-

陸空-日誌回想-861
第１０２教育飛行隊付　舘田氏回想　第１飛行隊長　伊藤少佐回
想　第３練成飛行隊　山田喜久回想

-

陸空-日誌回想-862
第７飛行戦隊長の戦後回想　１．高橋猛中佐の回想　２．大西豊
吉中佐の回想

-

陸空-日誌回想-863 サイパン攻撃に関する情野中尉の回想 -

陸空-日誌回想-864 第１６航空通信隊　玉井隊長の回想 -

陸空-日誌回想-865
近藤兼利中将聴取記録（第１０飛行師団の決号）　第５５飛行戦隊
遠田氏（防空）回想　第４７飛行戦隊　奥田少佐回想　北島熊男閣
下回想

-

陸空-日誌回想-866 第１１３独立整備隊長　兒玉大尉の回想 -

陸空-日誌回想-867 河内山讓少佐回想 -

陸空-日誌回想-868 第１０５飛行戦隊に関する川上大尉の回想 -

陸空-日誌回想-869 川野参謀回想 -

陸空-日誌回想-870 第８飛行団　甲斐壽一少佐回想資料 -



令和５年１月１２日

陸空-日誌回想-871 小川清水大佐の第３９航空地区司令部の回想 -

陸空-日誌回想-872 第８教育飛行隊に関する尾田少佐回想 -

陸空-日誌回想-873 独立飛行第１９中隊　大橋中尉．岡本中尉　回想 -

陸空-日誌回想-874 朝鮮の航空に関する植弘少佐回想 -

陸空-日誌回想-875 第１６航空通信隊に関する石塚回想 -

陸空-日誌回想-876 台湾軍　安藤参謀、台湾軍　三浦参謀　回想 -

陸空-日誌回想-877
第６２師団長　本郷閣下聴取記録　東久邇殿下御話　伊藤正徳氏
聴取記録　米第２７歩兵師団情報将校　大田氏聴取記録

-

陸空-日誌回想-878 第１０９師団　堀江参謀聴取記録 -

陸空-日誌回想-879 藤塚参謀長聴取記録 -

陸空-日誌回想-880 二田原憲治郎大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-881 藤田大佐（気象）　釘宮中佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-882 三浦中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-883 三好少将聴取記録 -

陸空-日誌回想-884 宮古島派遣参謀に関する西少佐の回想 -

陸空-日誌回想-885 松田．足立聴取記録 -

陸空-日誌回想-886 松岡中佐（特情　等）．落合少佐．梶原技官．鏑木少佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-887 防総　深井大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-888 第２０飛行戦隊長　山本五郎中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-889 第８飛行師団長　山本中将聴取記録 -

陸空-日誌回想-890 第８飛行師団長　山本健兒中将聴取記録 -

陸空-日誌回想-891 山口少将．入田中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-892 山口少将聴取記録 -

陸空-日誌回想-893 安延海軍大佐（第８飛行師団兼任）聴取記録 -

陸空-日誌回想-894 第９飛行団長　柳本大佐聴取記録（天号作戦） -

陸空-日誌回想-895 第１０方面軍　三浦参謀聴取記録 -

陸空-日誌回想-896
本土陸軍航空作戦史編さん資料（防空の部）　朝鮮軍管区大陸関
係並び海上交通保護作戦　其の他　情報通信整備補給等の関係

-

陸空-日誌回想-897 第８飛行師団　第６航空軍　関係聴取資料　昭１４～２０ -

陸空-日誌回想-898 第８飛行師団研究会に於ける聴取記録 -

陸空-日誌回想-899 陸軍航空通信関係研究会議事録 -

陸空-日誌回想-900 第１２８野戦飛行場設定隊長　山田大佐聴取録 -

陸空-日誌回想-901 檮原中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-902 吉田少佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-903 陸軍航空関係聴取録（沖縄方面） -

陸空-日誌回想-904 沖縄航空作戦の考察に関する研究資料 -

陸空-日誌回想-905 「防空座談会」と参加者の其の後　昭和１３年９月　ＮＨＫ放送 -

陸空-日誌回想-906 本土陸軍航空作戦史編纂資料（防空の部）　北部軍管区関係 -
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陸空-日誌回想-907
本土陸軍航空作戦史編纂資料（防空の部）　中央部及び高級司令
部関係（軍管区司令部を除く）

-

陸空-日誌回想-908
本土陸軍航空作戦史編纂資料（防空の部）　中部軍管区関係（東
海軍管区を含む）

-

陸空-日誌回想-908_2
本土陸軍航空作戦史編さん資料（防空の部）　東部軍管区関係
（東北軍管区を含む）

-

陸空-日誌回想-909
主として　昭和１４年　昭和１５年　頃に於ける飛行機の整備と補給
に就て

永石　正久

陸空-日誌回想-910 村田中佐　佐藤中佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-911 花本大佐　安在大佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-912 浜田大佐　今津大佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-913 原田貞憲少将聴取記録 -

陸空-日誌回想-914 原田潔大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-915 八原博通大佐聴取録 -

陸空-日誌回想-916 松田、西原、沼田少尉聴取記録 -

陸空-日誌回想-917 能登大佐　水谷中佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-918 能登大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-919 第１０飛行戦隊長　新沢中佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-920 中村勇大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-921 永岡少佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-922 東条少佐聴取記録（沖縄関係） -

陸空-日誌回想-923 東郷三郎少佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-924 第６航空軍の後方　道場参謀聴取記録 -

陸空-日誌回想-925 寺田済一中将　宮子実大佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-926 釘宮参謀聴取記録 -

陸空-日誌回想-927 立山大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-928 立山大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-929 田中参謀　他数名に対する質疑事項 -

陸空-日誌回想-930 田中耕二参謀聴取記録 -

陸空-日誌回想-931 田中耕二中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-932 第３０飛行集団　田中倭文中佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-933 第７飛行戦隊長　高橋猛、高橋太郎少佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-934 高橋少将・西浦大佐・高山氏聴取記録 -

陸空-日誌回想-935 第９８飛行戦隊長　高橋太郎中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-936 高木参謀に対する質疑事項　他 -

陸空-日誌回想-937 竹内武治少佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-938 竹森大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-939 鈴木将剛中佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-940 第１４飛行戦隊　鈴木少佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-941 菅原中将聴取記録 -
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陸空-日誌回想-942 菅原中将聴取記録 -

陸空-日誌回想-943 菅原閣下聴取記録 -

陸空-日誌回想-944 第３錬成飛行隊に於ける　杉本少佐．山下少佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-945 独立飛行第１９中隊長　自在丸大尉聴取記録 -

陸空-日誌回想-946
佐藤中将（第１航空軍参謀）　生地少将（防総）　岸本大佐（航本）
聴取記録

-

陸空-日誌回想-947 佐々木省三少将聴取記録 -

陸空-日誌回想-948 猿渡篤孝　皆元勝雄　聴取記録 -

陸空-日誌回想-949 第８飛行師団　古木参謀長　聴取記録 -

陸空-日誌回想-950 草刈少佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-951 第５９飛行戦隊長　木村少佐聴取記録（沖縄戦） -

陸空-日誌回想-952 第５３航空師団　村木八郎参謀聴取記録 -

陸空-日誌回想-953 木下敏中将　秋山紋次郎大佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-954 岸本大佐聴取記録 -

陸空-日誌回想-955 岸本重一大佐　田中倭文中佐　聴取記録 -

陸空-日誌回想-957 三好康之氏聴取　昭３７．１１．７ 岡本　武義

陸空-日誌回想-958 鈴木農富男氏聴取書　昭３６．２．２０ 岡本　武義

陸空-日誌回想-959 足原武一　中野松良　聴取書 -

陸空-日誌回想-960 齋藤朋雄聴取書 -

陸空-日誌回想-961 第３飛行師団進攻作戦に関する宮子氏聴取書　昭３３．３．２４ -

陸空-日誌回想-962 鈴木正雄聴取書 -

陸空-日誌回想-963 大室孟氏聴取書　昭３６．６．１４ -

陸空-日誌回想-964 第１６飛行戦隊関係資料　収集参考 -

陸空-日誌回想-965 服部武士氏聴取書 -

陸空-日誌回想-966 第２７飛行戦隊関係資料収集の参考 -

陸空-日誌回想-967 松前未曽雄氏聴取書　昭３６．８．２１～２８ -

陸空-日誌回想-968 第８飛行戦隊関係参考資料綴 -

陸空-日誌回想-969 田中倭文氏聴取書　昭３５．１１ -

陸空-日誌回想-970
パレンバン作戦研究会参加者略歴控　木下秀明　三谷博太郎　田
中賢一　大城隆

-

陸空-日誌回想-971 第７航空地区司令部　古谷清之助氏聴取書 -

陸空-日誌回想-972
第６０飛行戦隊長　小川小二郎氏聴取書（第３飛行師団進攻作戦
に於ける　第６０飛行戦隊の行動）

-

陸空-日誌回想-973 第８飛行戦隊関係資料収集参考 -

陸空-日誌回想-974 前野栄吉氏（第９８飛行戦隊長）聴取書　昭３７．１２．１０ 岡本　武義

陸空-日誌回想-975 第８飛行戦隊長　塩田要氏聴取書（昭１７．６） -

陸空-日誌回想-976 堀内旭氏聴取書 -

陸空-日誌回想-977 二田原憲治郎氏聴取書 -

陸空-日誌回想-978 星駒太郎氏聴取書 -
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陸空-日誌回想-979 第８飛行戦隊長　釘宮清助氏聴取書　昭３７．１２．８ 岡本　武義

陸空-日誌回想-981 第８１飛行戦隊第２中隊長　森屋正博氏口述 -

陸空-日誌回想-982 部分的聴取事項綴 -

陸空-日誌回想-983 大崎長英氏（第６４飛行戦隊付）聴取書　昭３７．１２．１０ -

陸空-日誌回想-985 岡本修一氏聴取書　昭３６．２．２５ -

陸空-日誌回想-986 片倉恕聴取書 -

陸空-日誌回想-987 梁瀬健吾氏聴取書 -

陸空-日誌回想-988 川原八郎氏聴取書 -

陸空-日誌回想-989 神崎清氏聴取書 -

陸空-日誌回想-990 堂園勝二氏聴取書 -

陸空-日誌回想-991 肱岡直氏（第８飛行戦隊長）聴取書　昭３７．１２．１２ 岡本　武義

陸空-日誌回想-992 昭和１８に於ける第４飛行団の行動要約 -

陸空-日誌回想-993 桧与平．細萱政晴．安田義人聴取書　昭３７．１１．２８ 岡本　武義

陸空-日誌回想-994 菅原道大．野中俊雄聴取書　昭３７．１１．２９～３０ 岡本　武義

陸空-日誌回想-995 神笠武登氏聴取書　昭３５．３．２２ -

陸空-日誌回想-996 中西良介氏聴取書　昭３６．１０．２０ -

陸空-日誌回想-997 広田豊聴取書 -

陸空-日誌回想-998 田中友道氏聴取書　昭３７．３．２３ -

陸空-日誌回想-999 パレンバン作戦関係　第１６軍参謀　井戸田氏聴取録 -

陸空-日誌回想-1000 進攻作戦に関する　阪口芳太郎氏聴取書　昭３３．３．７ 岡本　武義

陸空-日誌回想-1001 河島慶吾氏聴取書　昭３３．１０．２６ -

陸空-日誌回想-1002 乗田（新姓　肥塚）貞剛氏聴取書 -

陸空-日誌回想-1003 天貝乕之助聴取書（第４飛行団付） -

陸空-日誌回想-1004
第１６飛行戦隊　田代辰夫聴取書　第１回　昭３６．１．２０　第２回
昭３６

-

陸空-日誌回想-1005 菅原道大聴取書　昭３６．１０．１１ -

陸空-日誌回想-1006 第８３独立飛行隊　小林清次書翰写 -

陸空-日誌回想-1007 西垣猪千郎聴取書（第５飛行師団司令部　通信班長） -

陸空-日誌回想-1008 進攻作戦　第２７飛行戦隊長　黒田久文大佐回答　聴取書 -

陸空-日誌回想-1010
進攻作戦　第７飛行団高級部員　第９８飛行戦隊長　楢崎五百刀
氏聴取書　昭３３．８．１９

-

陸空-日誌回想-1011 第８飛行戦隊　後藤清敏氏聴取書　昭３６．１．２５ -

陸空-日誌回想-1013 平山清助氏聴取書　昭３７．２．２７ -

陸空-日誌回想-1014 参謀総長の第３飛行師団長に対する要望　其の他　昭１６．９．１６ -

陸空-日誌回想-1015 第２１飛行戦隊関係者聴取資料集 -

陸空-日誌回想-1016 小嶋功氏　久保幸夫氏２４Ｆ　聴取　昭１６．１２～１７．１ -

陸空-日誌回想-1017 木村利雄氏聴取書　昭３５．８．１２ -

陸空-日誌回想-1018 第１６飛行戦隊　長内謙治氏聴取書　昭３６．１．２３ -
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陸空-日誌回想-1019 成田貢氏聴取書　昭３６．２．２１ -

陸空-日誌回想-1020 中野松良氏聴取書　昭３７．１１．２ 岡本　武義

陸空-日誌回想-1021 第８３独立飛行隊付（第３野戦気象隊）　清水正一聴取書 -

陸空-日誌回想-1022 桧与平氏聴取書　昭３７．３．２９ -

陸空-日誌回想-1023 野中俊雄氏聴取書　昭３６．６．２８ -

陸空-日誌回想-1024 第８３独立飛行隊関係資料収集参考 -

陸空-日誌回想-1025 第１２飛行戦隊長　吉井宝一氏聴取書　昭３７．４．１０ -

陸空-日誌回想-1026 石川正氏聴取書　昭３６．１２．５ -

陸空-日誌回想-1027 花本盛彦氏聴取書　昭３４．７．１８ -

陸空-日誌回想-1028 河本幸喜氏（第５０飛行戦隊．中隊長）聴取書 -

陸空-日誌回想-1029 第１８師団（橋本、那須義雄、佐藤、池島）聴取書 -

陸空-日誌回想-1030 齋藤幹助氏（第４飛行団部員）聴取書　昭３７．１２．６ -

陸空-日誌回想-1031 今川一策少将聴取書 -

陸空-日誌回想-1032 近藤伝八少佐作戦手簿抜粋（南西方面開戦当時） -

陸空-日誌回想-1033 戦闘隊の教育運用に関する　青木武三氏聴取書 -

陸空-日誌回想-1034 第３飛行師団　第５飛行師団　進攻作戦　川元浩氏聴取 -

陸空-日誌回想-1035 進攻作戦　第８１飛行戦隊長　柳本栄喜氏聴取書　昭３３．８．１４ -

陸空-日誌回想-1036 第３１飛行戦隊長（昭１６．７～１８．３）　林順二氏聴取書 -

陸空-日誌回想-1037
第５飛行師団参謀長　佐藤正一氏　第５飛行師団作戦主任　石川
晋氏　聴取書　昭３３．７．２３

-

陸空-日誌回想-1038
宮辺英夫氏聴取書（第６４飛行戦隊中隊長　第６４飛行戦隊長）
昭３７．１２．９

-

陸空-日誌回想-1039 川久保博孝氏聴取書　昭３７．１１．１ -

陸空-日誌回想-1040 馬来緬甸進攻作戦　第１２飛行戦隊長　北島熊男氏聴取書 -

陸空-日誌回想-1041 緬甸進攻陸上関係 -

陸空-日誌回想-1042 水谷勉氏聴取書　昭３４．４．１ -

陸空-日誌回想-1044 第８飛行戦隊中隊長　秀寛三氏聴取書　昭３７．１．１９ -

陸空-日誌回想-1045 第９飛行師団　黒川信夫氏聴取書　他 -

陸空-日誌回想-1046 会沢輝男氏聴取書　他　昭３７．１０．２６ -

陸空-日誌回想-1047
南東方面航空作戦　山口槌夫．岡本貞雄氏　聴取書　昭３２．７．
８

-

陸空-日誌回想-1048 第１６飛行戦隊　石川貫之聴取書　昭３６．１．２６ -

陸空-日誌回想-1049 田尻清氏聴取書 -

陸空-日誌回想-1050 進攻作戦に於ける第７５飛行戦隊関係参考資料 -

陸空-日誌回想-1051 第１６飛行戦隊　東郷八郎氏聴取書　昭３６．１．２７ -

陸空-日誌回想-1052 独立飛行第８９中隊付　笠原年行動メモ -

陸空-日誌回想-1053 進攻作戦に関する　第３飛行師団　川島参謀長聴取書 -

陸空-日誌回想-1054 進攻作戦　第７飛行団長　山本健児氏聴取書　昭３３．８．１４ -

陸空-日誌回想-1055 進攻作戦参考　飛行第５０戦隊長　牧野靖雄氏書翰集 -
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陸空-日誌回想-1056 義号作戦関係資料　昭和３４～３５ 山田満壽聴取記録他

陸空-日誌回想-1057 西部関係資料 芳仲参謀長他

陸空-日誌回想-1058 第７、９８飛行戦（連）隊の資料 高橋猛　第７飛行戦隊長回想他

陸空-日誌回想-1059 第６２飛行戦（連）隊付　桜井准尉聴取記録 -

陸空-日誌回想-1060 第６飛行団長　今津大佐関係資料 -

陸空-日誌回想-1061 独立飛行第２３中隊　戦史資料 -

陸空-日誌回想-1062 飛行機取扱整備メモ帳 第１３期飛行兵　樋口榮助

陸空-日誌回想-1063 第４航空軍参謀　作戦主任　佐藤勝雄中佐メモ　其の１（全４） 第４航空軍参謀作戦主任

陸空-日誌回想-1064 第４航空軍参謀　作戦主任　佐藤勝雄中佐メモ　其の２（全４） 第４航空軍参謀作戦主任

陸空-日誌回想-1065 第４航空軍参謀　作戦主任　佐藤勝雄中佐メモ　其の３（全４） 第４航空軍参謀作戦主任

陸空-日誌回想-1066 第４航空軍参謀　作戦主任　佐藤勝雄中佐メモ　其の４（全４） 第４航空軍参謀作戦主任

陸空-日誌回想-1067 第４航空軍司令官口述書　比島航空作戦の回答 冨永恭次中将

陸空-日誌回想-1068 加藤建夫少将日記　昭和１２ -

陸空-日誌回想-1069 加藤建夫少将日記　昭和１３ -

陸空-日誌回想-1070 加藤建夫少将日記　昭和１６．１２．２～昭和１７．２．２５ -

陸空-日誌回想-1071 加藤建夫少将日記　昭和１６．４．１１～１６．７．１１ -

陸空-日誌回想-1072 航空関係資料
元１００飛行団参謀　陸軍少佐
瀧山和

陸空-日誌回想-1073 １７１飛行場大隊（朝鮮資料） -

陸空-日誌回想-1074 川原八郎大佐資料 -

陸空-日誌回想-1075 パレンバン防空関係聴取録　昭和１６．９．２１～２０．１２．８ 戦史編纂官　岡本豊一空佐

陸空-日誌回想-1076
独立混成第２５旅団長　尾本喜三雄少将聴取録　昭和１９．１０．５
～２０．８．１５

戦史編纂官　岡本豊一空佐

陸空-日誌回想-1077 ３航空軍関係　史実聴取録 戦史室一空佐　岡本豊

陸空-日誌回想-1078 第８３独立飛行隊長　二田原憲治郎陸軍大佐聴取録 戦史編纂官　岡本豊一空佐

陸空-日誌回想-1079 第１０４教育飛行団　関係資料 星駒太郎　他

陸空-日誌回想-1080 陸幹校　沖縄作戦研究会記録 神中佐

陸空-日誌回想-1081 決号関係其他雑表資料 -

陸空-日誌回想-1082 ６航空軍情報関係　研究会記事
菅原中将．藤本参謀　鈴木２飛
行長

陸空-日誌回想-1083 戦史資料其の３　阪口芳太郎中将回想録　昭和２９．２ 復員局資料整理課

陸空-日誌回想-1084
戦史資料其の３　谷川一男少将随想録（南方軍航空作戦）　昭和
２９．７

厚生省引揚援護局

陸空-日誌回想-1085 服部卓四郎大佐口述　陸軍航空運用　昭和３３．２．１４ -

陸空-日誌回想-1086 今西六郎中将研究意見集　第１～第４号　昭和１０～１１年頃 -

陸空-日誌回想-1087 第１２野戦気象隊　真第１１７０２部隊　回顧録 -

陸空-日誌回想-1088 衣笠駿雄メモ（陸軍航空作戦）　昭和１７．１～昭和１８．７ -

陸空-日誌回想-1089 陸軍気象部関係資料　昭４０～４２ 藤原増三郎中佐

陸空-日誌回想-1090 陸軍気象部関係資料　昭和４２年 三上喜三中将

陸空-日誌回想-1091 陸軍気象部関係資料　昭和４２年 中村克己大尉



令和５年１月１２日

陸空-日誌回想-1092 面接聴取記録　昭和４４年度 生田２佐

陸空-日誌回想-1093 面接聴取記録　昭和４５年度 生田１佐

陸空-日誌回想-1094 聴取録　昭和４４年以前 生田１佐

陸空-日誌回想-1095
神崎清執筆史料　満州事変・支那事変における　偵察隊運用の実
情　昭和４５年

-

陸空-日誌回想-1096 面接聴取録　昭和４８年 生田惇

陸空-日誌回想-1097 面接調査記録 生田惇

陸空-日誌回想-1098 シベリヤ出兵　第２航空隊概況　大正７．８～８．３ 第２航空隊付　値賀忠次大尉

陸空-日誌回想-1099 桜田春雄日誌　昭和１４．６．３～１５．１２．３０ 飛行第６０戦隊　桜田春雄

陸空-日誌回想-1100 桜田春雄日誌　昭和１６．１．１～１７．１２．３１ 飛行第６０戦隊　桜田春雄

陸空-日誌回想-1101 飛行第５９戦隊　中隊長体験記　昭和１４～２０ 中隊長　難波茂樹

陸空-日誌回想-1102 下山琢磨中将回想録 厚生省引揚援護局

陸空-日誌回想-1103 大本営関係　聴取記録 -

陸空-日誌回想-1104
馬来進攻作戦．南東方面．及び捷号作戦に関する　服部卓四郎
氏聴取書

-

陸空-日誌回想-1105 第５飛行師団副官　飯塚大尉資料 -

陸空-日誌回想-1107
今西六郎中将読書抜萃　第１～第６号（６冊入）　昭和１０～１３年
頃

-

陸空-日誌回想-1108 上海出動日記　安田利喜雄少佐記 野戦兵器廠航空部

陸空-日誌回想-1109
佗美浩氏聴取書（馬来進攻作戦　３ＦＤの戦史参考資料）　昭和３
３．３．２５

防衛研修所　岡本事務官

陸空-日誌回想-1110 安田義人氏聴取書（進攻作戦に於ける６４Ｆ資料）　昭和３３．９．４ 防衛研修所　岡本事務官

陸空-日誌回想-1111 春成兼正氏聴取書　昭和３３．９．１５ 防衛研修所　岡本事務官

陸空-日誌回想-1112 自見茂氏聴取書　昭和３４年 防衛研修所

陸空-日誌回想-1113 大森茂氏聴取書　昭和３６．２．２２ 防衛研修所　岡本事務官

陸空-日誌回想-1114 新田重俊氏聴取書　昭和３７．２．１９ 防衛研修所　岡本事務官

陸空-日誌回想-1115 第６飛行師団の回顧　昭和１７年１１月～１９年６月 稲田　正純

陸空-日誌回想-1116 原子力の開発について　昭和１８年～２０年８月 川嶋虎之輔少将

陸空-日誌回想-1117 陸軍中将寺本熊市日記（雲）大正１１．８．２５～１２．１２．３１ 陸軍中将寺本熊市

陸空-日誌回想-1118 陸軍中将寺本熊市日記大正１３年～昭和３年 陸軍中将寺本熊市

陸空-日誌回想-1119 陸軍中将寺本熊市日記昭和４年～６年 陸軍中将寺本熊市

陸空-日誌回想-1120 陸軍中将寺本熊市日記昭和７年～９年 陸軍中将寺本熊市

陸空-日誌回想-1121 陸軍中将寺本熊市日記昭和１０年～１１年 陸軍中将寺本熊市

陸空-日誌回想-1122 陸軍中将寺本熊市日記昭和１２年～１３年 陸軍中将寺本熊市

陸空-日誌回想-1123 陸軍中将寺本熊市日記昭和１４年～１５年 陸軍中将寺本熊市

陸空-日誌回想-1124 陸軍中将寺本熊市日記昭和１６年～１７年 陸軍中将寺本熊市

陸空-日誌回想-1125 陸軍中将寺本熊市メモ（航空兵団参謀長時代） 寺本熊市

陸空-日誌回想-1126 陸軍中将寺本熊市メモ（第２飛行集団長時代） 寺本熊市

陸空-日誌回想-1127 陸軍中将寺本熊市メモ（第２飛行師団長時代） 寺本熊市

陸空-日誌回想-1128 陸軍中将寺本熊市メモ（第４航空軍司令官時代） 寺本熊市
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陸空-日誌回想-1129 陸軍中将寺本熊市（雑メモ） 寺本熊市

陸空-日誌回想-1130 第２飛行集団関係雑資料（寺本熊市中将資料） 第２飛行集団

陸空-日誌回想-1131 昭１７年第２飛行集団関係雑資料 第２飛行集団等

陸空-日誌回想-1132 昭和７年特別大演習に関する所見 寺本熊市

陸空-日誌回想-1133 陸軍中将寺本熊市書簡（発来簡・第１６連隊長時） 寺本熊市

陸空-日誌回想-1134 陸軍中将寺本熊市書簡（浜校時代昭和１３年） 寺本熊市

陸空-日誌回想-1135 陸軍中将寺本熊市書簡（来簡・参謀長時） 寺本熊市

陸空-日誌回想-1136 陸軍中将寺本熊市書簡（第２飛行集団長時等） 寺本熊市

陸空-日誌回想-1137 上田泰弘少佐　森本軍蔵少将　緒方景俊少佐聴取記録 三浦正治調査員

陸空-日誌回想-1138 斉藤朋雄大佐宛手紙類 -

陸空-日誌回想-1139 江崎博記中尉手記
飛行第２０８戦隊　江崎博記中
尉

陸空-日誌回想-1140 瀧山和回想手記
飛行第１０４戦隊長　瀧山和少
佐

陸空-日誌回想-1141 昭和１７、１８年度　病床日誌控綴 台湾第１９１０８部隊

陸空-日誌回想-1142
橋本　久　陸軍伍長作成　熊谷陸軍飛行学校　日誌　昭和１６年
～１７年

橋本　久

陸空-日誌回想-1143
陣中日誌８（野田毅　日記）昭和１９．１２．４～２０．８．１７　野田毅
陸軍少佐関連資料

野田毅

陸空-日誌回想-1144
陣中日誌９（野田毅　日記）昭和２０．８．１７～２１．３．２８　野田毅
陸軍少佐関連資料

野田毅

陸空-日誌回想-1145 平塚勝大尉手記　（附：写真５葉、遺書） 平塚勝大尉(陸士５５期)

陸空-日誌回想-1146 大森節男ノート 松田（旧姓大森）節男

陸空-日誌回想-1147 従軍日記抄　第34飛行場大隊材料班編成表 橋本斧太郎

陸空-機関誌-1 航空記事所載総目録　第４１～５２号　昭和２．１ 陸軍航空本部

陸空-機関誌-2 航空記事　第１８～２２号　大正１３．２～６月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-3 航空記事　第２３～２８号　大正１３．７～１２月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-4 航空記事　第２９～３４号　大正１４．１～６月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-5 航空記事　第３５～４０号　大正１４．７ 陸軍航空本部

陸空-機関誌-6 航空記事　第４１～４４号　大正１５．１～４月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-7 航空記事　第４５～４７号　大正１５．５～７ 陸軍航空本部

陸空-機関誌-8 航空記事　第４８～５２号　大正１５．８～１２月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-9 航空記事　第５３～５７号　昭和２．１～５月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-10 航空記事　第５９～６４号　昭和２．７～１２月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-11 航空記事　第６５～６８号　昭和３．１～４月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-12 航空記事　第６９～７２号　昭和３．５～８月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-13 航空記事　第７３～７６号　昭和３．９～１２月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-13_2 航空記事臨時号（爆撃一般の解説）　昭和３．１２ 陸軍航空本部

陸空-機関誌-14 航空記事　第７７～８２号　昭和４．１～６月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-15 航空記事　第８４～８６号　昭和４．８～１０月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-16 航空記事　第９４～９６・９８～９９号　昭和５．６～１１月 陸軍航空本部
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陸空-機関誌-16_2 航空記事特号（赤軍爆撃隊の戦術） -

陸空-機関誌-17 航空記事　第１５５．１６９号　昭和１０．７　１１．９ 陸軍航空本部

陸空-機関誌-18 航空記事 陸軍航空本部

陸空-機関誌-19 航空記事　第１９２～１９４号　昭和１３．８～１０月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-19_2 航空記事　１１月特号　昭和１３年 陸軍航空本部

陸空-機関誌-20 航空記事　第１９７．１９８．２０２号　昭和１４．１～６月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-21 航空記事　第２０３．２０４．２０６号　昭和１４．７～１０月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-22 航空記事　第２０７号特号　昭和１４．１１ -

陸空-機関誌-23 航空記事　第２０９・２１１・２１３・２１５号　昭和１５．１～７月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-24 航空記事　第２２１・２３２号　昭和１６．１～１２月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-25 航空記事　第２２２．２２６．２３１号　昭和１６．２・６・１１月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-26 航空記事　第２３３・２３５～２３７号　昭和１７．１・３・４・５月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-27 航空記事　第２３４．２３５号　昭和１７．２～３月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-28 航空記事　第２４４～２４７号　昭和１８．１～４月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-29 航空記事　第２４８号　昭和１８．５ 陸軍航空本部

陸空-機関誌-30 航空記事　第２５１．２５２．２５４．２５７号　昭和１８．８～１９．２ 陸軍航空本部

陸空-機関誌-31 航空記事　第２５２・２５４特号　昭和１８．９・１１月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-32 航空事情　第２３～２５号　大正１５．８～１０ 陸軍航空本部

陸空-機関誌-33 航空事情　第２６・２７号　大正１５．１１～１２月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-34 航空事情　第２８・２９臨時号　昭和２．１～３月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-35 航空事情　第３０・３１．３３～３８号　昭和２．４～１２月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-36 航空事情　第３９～４４号　昭和３．１～６月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-37 航空事情　第４５～５０号　昭和３．７～１２月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-38 航空事情　第５１～５８号　昭和４．１～８月 陸軍航空本部

陸空-機関誌-39 航空事情　第９５・１１７号　昭和７．９～９．７ 陸軍航空本部

陸空-機関誌-40 航要報　第７～１３号　大正１５．１２～昭和２．３ 陸軍航空本部

陸空-機関誌-41 研究記事　創刊号第１～３号　昭和１４．８～１５．１ 陸軍防空学校

陸空-機関誌-42 航空記事　特号　第２５７号　昭和１９年２月 -

陸空-機関誌-43 航空記事　特号　第２６１号　昭和１９年６月 -

陸空-機関誌-44 航空記事　特号　第２６２号　昭和１９年７月 -

陸空-機関誌-45 航空記事　特号　第２６３号　昭和１９年８月 -

陸空-機関誌-46 航空記事　特号　第２６７号　昭和１９年１２月 -

陸空-写真-1 満洲事変写真集　昭６．９．１８～８．１０．中旬 偕行社編纂部編

陸空-写真-2 満洲事変記念写真帖 飛行第１０大隊　第２中隊

陸空-写真-3 北満空中写真　昭８～１１ -

陸空-写真-4 独立飛行第８中隊　満洲事変記念写真帳　昭６．９～７．７頃 独立第８飛行中隊



令和５年１月１２日

陸空-写真-5
飛行第１０大隊　飛行第１５連隊写真帖　昭９～１１頃　満洲におけ
る

飛行第１５連隊

陸空-写真-6 ハルピン飛行第１１連隊　入隊記念写真帖　昭１０ 飛行第１１連隊

陸空-写真-7 ノモンハン事件関係写真 -

陸空-写真-8 ノモンハン事件写真帳 飛行第２４戦隊　代永兵衛中尉

陸空-写真-10 ノモンハン出動時における　第２航空情報隊の状況 第２航空情報隊

陸空-写真-11 支那事変写真帳（４４．６０．７５飛行戦隊） 神崎資料

陸空-写真-12 支那事変当初における　飛行第５大隊第１中隊写真帖 飛行第５大隊　第１中隊

陸空-写真-13 支那敵飛行場写真帖　大東亜戦争 -

陸空-写真-14 飛行第１２戦隊　中国要地爆撃写真帳　昭１２．７～１４．３ 飛行第１２戦隊

陸空-写真-15
飛行第１２戦隊（重爆）　中国要地爆撃写真集　昭１３．９．３０～１
４．４．２９

飛行第１２戦隊

陸空-写真-16 満航輸送機による邦人の輸送　昭８～１２
満洲航空パイロット　片桐俣一
郎

陸空-写真-17 愛国機献納写真帖　昭１８ 第２航空教育隊

陸空-写真-18 「航空の発達」関係写真帖 -

陸空-写真-19 パレンバン空挺作戦写真集 空挺教育隊　３等空佐　大城隆

陸空-写真-20 ラバウル航空写真図 川口支隊長

陸空-写真-21 ソロモン南支方面　飛行場設定状況写真集 第８師団　第９陸上輸送隊

陸空-写真-22 香港攻略戦爆撃写真 -

陸空-写真-23 南西進攻飛行第６０戦隊参考写真集　昭１６．２．３～１７．２．４ 飛行第６０戦隊　小川小二郎

陸空-写真-24 沖縄特攻第５２振武隊遺影集 -

陸空-写真-25
板花師団長隷下部隊長　及び幕僚写真　昭１８．１．１のラバウル
に於ける

-

陸空-写真-26 忻口鎮・綏遠・太原付近斜写真帖　昭１２．１１頃 飛行第１０連隊　第１中隊

陸空-写真-27
第９飛行団現下の特性に応ずる対策写真　航空兵器研究方針（要
綱）新旧対照表　昭１５

-

陸空-写真-28 幌筵における飛行第５４連隊写真 飛行第５４戦隊

陸空-写真-29 飛行第５６戦隊アルバム（本土防空） 飛行第５６戦隊

陸空-写真-30 飛行第１２大隊の満洲における写真綴 飛行第１２大隊　三宅友美

陸空-写真-31 独立飛行第１１中隊　飛行第４５戦隊第３中隊爆撃写真集
独立飛行第１１中隊長　陸軍大
尉前島美佐男

陸空-写真-32 第１９飛行団司令部　偵察中隊写真帖　昭１７～１８ 第１９飛行団司令部

陸空-写真-33 飛行第５連隊．飛行第７連隊関係写真帖　昭２～８ -

陸空-写真-34 田中昇蔵写真集 飛行第４５戦隊　田中昇蔵

陸空-写真-35 井戸田勇写真帳 井戸田　勇

陸空-写真-36 寺本中将所蔵写真集 寺本中将

陸空-写真-37 松川治雄写真帖（少年飛行兵出身１０期生） 松川　治雄

陸空-写真-38 柴田信一中将関係写真集 柴田　信一

陸空-写真-39
第５飛行場大隊付　陸軍大尉・野崎祐雄　豪北方面ブルウ島写真
帖

-

陸空-写真-40 仏国飛行団関係写真帖　大８ -

陸空-写真-41 ＩＮＴＥＲ　ＡＶＩＡ　飛行機写真集　１９４３年 -



令和５年１月１２日

陸空-写真-42 戸波宗道アルバム（航技研ハルピン出張所時）　昭１６～１８ 戸波　宗道

陸空-写真-43 陸軍中将菅原道大　杉山参謀総長南方視察写真 奥本　実

陸空-写真-44 石腸特攻隊写真帖　昭１９．１１．３～２０．８ 少将　吉武登志夫

陸空-写真-45 東久邇防空司令官の　本土防空訓練視察写真帖　昭１７ -

陸空-写真-46 金木工少佐写真帖（在満鮮時）　昭和１４．１０～１６．１０ 金木　工

陸空-写真-47 支那事変記念写真帖　昭１２．７～１３．７
第１５独立飛行中隊　第３飛行
団

陸空-写真-48 日支事変記念写真帖 独立飛行第４中隊

陸空-写真-49 支那事変初期における　飛行第９大隊の爆撃効果判定写真 -

陸空-写真-50 支那事変飛行第９０戦隊写真帖　昭１４～１５ 山口　槌夫

陸空-写真-51
支那事変における飛行第１０連隊　及びノモンハン事変における
飛行第６１戦隊の爆撃状況

-

陸空-写真-52 支那・１号作戦時期　敵飛行場等写真帖 -

陸空-写真-53 満洲事変記念写真帖　昭６．１１．２０～７．６．１０ 飛行第７大隊　第３中隊

陸空-写真-54 満洲事変における　軽爆隊の行動写真帖　昭７．７～８．５ -

陸空-写真-55 満軍航空隊訪日飛行記念写真帳 丸山　茂夫

陸空-写真-56 ノモンハン事件に於ける　第２２飛行場大隊関係写真 -

陸空-写真-57 空挺部隊写真集　其の１ -

陸空-写真-58 空挺部隊写真集　其の２ -

陸空-写真-59 義烈空挺隊関係写真集 -

陸空-写真-60 パレンバン作戦関係　新聞切抜　其の１ -

陸空-写真-61 パレンバン作戦関係　新聞切抜　其の２ -

陸空-写真-62 パレンバン作戦関係　新聞切抜　其の３ -

陸空-写真-63 パレンバン空挺作戦写真帖（精油所攻撃の部） -

陸空-写真-64 パレンバン空挺作戦関係写真 -

陸空-写真-65 パレンバン空挺作戦　アルバム抜萃 -

陸空-写真-66 下志津陸軍飛行学校　記念写真帳　大１５．修業式 -

陸空-写真-67
所沢校における中国留学生　教育状況写真帳　満洲事変時にお
ける飛行第６連隊

-

陸空-写真-68 陸航士．第５３期生　学校職員写真帳 戦史編さん室　岡本豊

陸空-写真-69 航空写真帖　昭８．５ 陸軍航空本部

陸空-写真-70 航空兵科創設　祝典記念写真帖　大１４．８．５ -

陸空-写真-71 済南事変直後の写真帳 独立飛行第７中隊長　川添少佐

陸空-写真-72 進攻作戦日蘭停戦　協定跡の写真 -

陸空-写真-73 開戦直前のシンガポールの写真 -

陸空-写真-74 進攻作戦飛行第６４戦隊　第３中隊写真 飛行第６４戦隊　第３中隊

陸空-写真-75 牡丹江及び武市付近写真帳 飛行第１０大隊

陸空-写真-76 進攻作戦時に於ける　第５飛行師団団長及び　幕僚写真 第５飛行師団

陸空-写真-77
小興安嶺付近空中偵察に基く　兵要地誌蒐集写真　昭８．９～８．
１０

飛行第１０大隊



令和５年１月１２日

陸空-写真-78 第１３飛行場中隊　従軍記念写真帖　抜萃　昭８．６ 第１３飛行場中隊

陸空-写真-79 飛行第６０戦隊関係写真帖 飛行第６０戦隊

陸空-写真-80 第８１戦隊第２中隊　進攻作戦写真帖 飛行第８１戦隊　第２中隊

陸空-写真-81 第３飛行集団　進攻作戦アルバム 第３飛行集団

陸空-写真-83 第５飛行師団関係　写真帖其の１ 第５飛行師団

陸空-写真-84 第５飛行師団関係　写真帖其の２ 第５飛行師団

陸空-写真-85 飛行第８戦隊写真帖　其の１　大東亜戦争初期 飛行第８戦隊

陸空-写真-86 飛行第８戦隊写真帖　其の２　大東亜戦争初期 飛行第８戦隊

陸空-写真-87 飛行第８戦隊写真帖　其の３　大東亜戦争初期 飛行第８戦隊

陸空-写真-89 飛行第１２戦隊写真帳　其の２　昭１６～１７ 飛行第１２戦隊

陸空-写真-90 飛行第３１戦隊関係　写真帖 飛行第３１戦隊

陸空-写真-91 ４４戦隊　漢口付近　航空写真及馬来・スマトラ　瓜哇航空写真帖 飛行第４４戦隊

陸空-写真-92 飛行第４４戦隊　軍偵中隊の行動写真（在支間） 飛行第４４戦隊

陸空-写真-93 飛行第６４戦隊関係　写真（１） 飛行第６４戦隊

陸空-写真-94 飛行第６４戦隊関係　写真（２） 飛行第６４戦隊

陸空-写真-95 飛行第６４戦隊関係　新聞切抜 飛行第６４戦隊

陸空-写真-96 飛行第１１０戦隊（サイパンＢ－２９攻撃隊）将校写真集 飛行第１１０戦隊

陸空-写真-97 飛行第１０大隊関係写真　昭８～１０ 飛行第１０大隊

陸空-写真-98 飛行第１０大隊写真帖　昭９．末満洲における 飛行第１０大隊

陸空-写真-99 陸軍グライダー教育写真 -

陸空-写真-100 空中写真判読資料集（習志野付近及満洲） -

陸空-写真-101 枢軸傘下諸国の駐在武官写真　昭和１９．４ -

陸空-写真-102 枢軸傘下諸国の駐在武官写真　昭和１９．６．２６ -

陸空-写真-103
ソ連越境不時着機　写真帳（２件）　昭１２民間定期航空機　牡丹
江付近　昭１３　イ－１５仏山付近

-

陸空-写真-105 写真帳・アンボン飛行場　その他
独立飛行第７３中隊長　陸軍少
佐　春成兼正

陸空-写真-106 安藤三郎中将写真帳　其の１ 安藤　三郎

陸空-写真-107 安藤三郎中将写真帳　其の２　昭１２～１７ 安藤　三郎

陸空-写真-108 第３航空軍第１野戦補充　飛行隊戦闘隊　阿部信弘中尉写真 阿部　信弘

陸空-写真-109 今西六部中将写真帖 今西　六郎

陸空-写真-110 今西六郎中将写真帖（主として満洲関係） 今西　六郎

陸空-写真-111 今西六郎中将写真帳（主として支那関係） 今西　六郎

陸空-写真-112 井戸田勇写真帳 井戸田　勇

陸空-写真-113 陸軍八紘飛行隊　石腸隊写真集　昭１９．１１．１９ 陸軍八紘飛行隊　石腸隊

陸空-写真-114 江橋中将関係写真帳（在支航空兵団及司令官） 江橋中将

陸空-写真-115 大河原良之少尉写真帳　陸軍特攻一誠隊 大河原　良之

陸空-写真-116 小松原中佐アルバム（付．陸航士５３期卒業写真） 小松原中佐
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陸空-写真-117 斉藤主計中尉写真帳　飛行第５戦隊付 斉藤主計中尉

陸空-写真-118 斉藤直康主計中尉写真帖　飛行第５戦隊付 斉藤　直康

陸空-写真-119 新海希典陸軍大佐写真集 新海　希典

陸空-写真-120 高松御差遣宮殿下　御来満記念写真帳 丸山　茂夫

陸空-写真-121 西村潔航空中佐写真帳 西村　潔

陸空-写真-122 橋本秀信中将写真（第９飛行師団長）　昭４７．１２ 岡本豊　戦史編さん室

陸空-写真-123 麦田平雄中佐写真帳 麦田　平雄

陸空-写真-124
八紘隊森本少尉写真集　１／２　陸軍特攻・八紘隊　森本秀郎少
尉資料

森本少尉

陸空-写真-125
八紘隊森本少尉写真集　２／２　陸軍特攻・八紘隊　森本秀郎少
尉資料

森本少尉

陸空-写真-126
５７期・特攻関係写真集　１／２　陸軍特攻八隊紘　森本秀郎少尉
資料

森本少尉

陸空-写真-127
５７期・特攻関係写真集　２／２　陸軍特攻八隊紘　森本秀郎少尉
資料

森本少尉

陸空-写真-128 山口槌夫少将写真帖（満洲及・航本時代）　昭１１～１３ 山口　槌夫

陸空-写真-129 山口憲三軍医中佐写真帳　東部ニューギニヤ 山口　憲三

陸空-写真-130 南支（南寧）作戦関係航空写真（１５８葉）　昭１２～１５ -

陸空-写真-131 偵察写真帳（９７軽爆．南支）　昭和１４．７～１５．１１ 独立飛行第８２中隊

陸空-写真-132 陸軍（含世界）航空機写真集（１）　明治４３～昭和３ -

陸空-写真-133 陸軍（含世界）航空機写真集（２）　明治４３～昭和３ -

陸空-写真-134 大正年代　陸軍航空関係写真集 -

陸空-写真-135 各航空機製造会社　製造別写真集 -

陸空-写真-136 陸軍航空機　諸元性能一覧表（含写真） -

陸空-写真-137 第ニ次大戦　米．英空軍航空機アルバム集 -

陸空-写真-138 飛行第７８戦隊　深見和雄中尉アルバム -

陸空-写真-139 日．米．英　独．伊．ソ軍用機アルバム -

陸空-写真-140 衛生．気象．情報．写真集 -

陸空-写真-141 満洲支那方面歴戦者　寄贈写真集 -

陸空-写真-142 日本陸軍機　写真集（付．性能　諸元）　昭和５５年１２月 -

陸空-写真-142_2 日本陸軍機写真集（付　性能諸元）　昭和５５年１２月 防衛研修所戦史部

陸空-写真-143 川元浩写真帖（南方各地の情景）　昭和１７～１９ 川元　浩

陸空-写真-144 ５ＦＡ写真帳（支那方面敵飛行場）　昭和１９．１０．４ 第５航空軍司令部将校団

陸空-写真-145 陸軍特攻隊（八紘隊等）出陣資料　昭和１９．１２．９ 同盟写真特報

陸空-写真-146 三宅友美大佐史料（写真）　大正９～昭和２０ 三宅　友美

陸空-写真-150 陸軍航空　戦場情景写真　１　日本本土　昭和５６．３ 防衛研修所戦史部

陸空-写真-151 陸軍航空　戦場情景写真　２　満洲・支那　昭和５６．３ 防衛研修所戦史部

陸空-写真-152 陸軍航空　戦場情景写真　３　比島・沖縄　昭和５６．３ 防衛研修所戦史部

陸空-写真-153 陸軍航空　戦場情景写真　４　太平洋・及南方作戦　昭和５６．３ 防衛研修所戦史部

陸空-写真-154 陸軍航空関係者顔写真集　昭和５６．３ 防衛研修所戦史部



令和５年１月１２日

陸空-写真-155 爆地鳥瞰写真集 -

陸空-写真-156 陸軍航空機写真 山田順彦資料

陸空-写真-157 特攻隊遺書（誠飛行隊及白虎隊） -

陸空-写真-158 殺害された　日本漁民写真 -

陸空-写真-159 寺倉正三中将関係資料 寺倉　正三

陸空-写真-160 釜井耕輝収録史料　各地飛行場 -

陸空-写真-161 満洲事変記念写真帳　其の１ 独立飛行第８中隊

陸空-写真-162 満洲事変記念写真帳　其の２ 独立飛行第８中隊

陸空-写真-163 飛行第１２戦隊写真帳　其の１　昭和１６～１７年中 -

陸空-写真-165
爆撃機関係写真　９２　式超重爆　９３．９７式重爆　９７　式軽爆
浜松航空隊　ランパル飛行場

-

陸空-写真-166 第２飛行団長　佐々誠少将写真帳　昭１３～１６年 -

陸空-写真-167 支那事変時の第１飛行団写真帖　昭和１４～１７年 -

陸空-写真-168 飛行第８連隊（飛行第８戦隊）の写真　大正１４年～昭和２０年 -

陸空-写真-169 天覧　台覧　空中文明博覧会写真帖　大正７年 -

陸空-写真-170 鹵獲独逸飛行機　台覧記念写真帖　大正１０年３月 -

陸空-写真-171 飛行第６０戦隊戦闘規範 飛行第６０戦隊

陸空-写真-172 福岡県大牟田市甘木町付近航空写真　森川史料 森川時夫砲兵大尉

陸空-写真-173 名古屋城北練兵場の壮観飛行機射撃演習 浪越写真製版所

陸空-写真-174 愛国第４９号機の雄姿 陸軍省

陸空-写真-175 仏国陸軍用飛行機各務ヶ原　野村　高等飛行場絵はがき -

陸空-写真-176 最新ライト式　飛行機絵はがき -

陸空-写真-177 軍用飛行機絵葉書 -

陸空-写真-178 陸軍航空整備学校関連写真史料 不詳

陸空-写真-179 飛行第６０戦隊　コレヒドール爆撃写真 不詳

陸空-写真-180 昭和８年５月　航空写真帖 陸軍航空本部

陸空-写真-181 北京航空写真 中川秀男

陸空-写真-182 飛行訓練等写真帳 児玉常雄

陸空-写真-183 軍用飛行機絵葉書帳 児玉常雄

陸空-写真-184 日本一周飛行記念写真帖 日本航空株式会社

陸空-写真-185 軍用飛行機写真アルバム 児玉常雄

陸空-写真-186 第29飛行場中隊　アルバム 堀　五四男

陸空-写真-187 飛行第６連隊在隊記念写真帖 藤岡　誠


