
令和５年４月４日

登録番号 史料名 部署等

文庫-柚-1 陸軍大将　板垣征四郎備忘録　昭和２０．８．３１～２１．１０．１９ -

文庫-柚-2 日本軍事発達史（抜萃）　昭和１３．５ 厚生省引揚援護局

文庫-柚-3 軍事史物語（抜萃） 厚生省援護局史料室

文庫-柚-4 陸軍省沿革史（抜萃） 厚生省援護局史料室

文庫-柚-5 北方情報業務に関する回想 樋口　季一郎

文庫-柚-6 陸軍衛生関係事項報告　昭和２０ 陸軍省医務局

文庫-柚-7 連合国との折衝関係事項　其１及其２ -

文庫-柚-8 草野二郎回想録（その１）　昭和３１．２ 厚生省引揚援護局史料室

文庫-柚-9 連合国との折衝関係事項　其３ -

文庫-柚-10 連合国との折衝関係事項　其４ -

文庫-柚-11 連合国との折衝関係事項　其５　昭和２０．８．２５～２０．８．２８ -

文庫-柚-12 連合国との折衝関係事項　其６ -

文庫-柚-13 連合国との折衝関係事項　其６（続） -

文庫-柚-14 連合国との折衝関係事項　其７の１ -

文庫-柚-15 連合国との折衝関係事項　其７の２　昭和２０．９．７～２０．９．８ -

文庫-柚-16 連合国との折衝関係事項　其８の１　昭和２０．９．９～２０．９．１１ -

文庫-柚-17 連合国との折衝関係事項　其９　昭和２０．９．１７～２０．９．３０ -

文庫-柚-18 渉外発．総連発．発翰番号簿　昭和２０．１２．１～２２．１０．１５ -

文庫-柚-19
上奏．陸軍部隊．復員及　終戦処理等に関する件　昭和２０．１１．
８

陸軍大臣　下村定

文庫-柚-20 上奏資料　状況報告資料　昭和２１．４～２２．４ -

文庫-柚-21 下村陸軍大臣の終戦処理に関する資料 -

文庫-柚-22
終戦直後の国内治安確保と　進駐軍との衝突・回避の措置其の
他　昭和２２．１０．１４

復員庁第１復員局法務調査部

文庫-柚-23 編制機構（復員関係）に関する綴　昭和２０年度（８月以降） -

文庫-柚-24 陸軍復員関係史料綴　昭和２０．８．１８～２０．１２．２８ 第１復員局

文庫-柚-25 統帥権に関する諸問題に就て　昭和２１ 総務課　高級課員

文庫-柚-26
連合国との折衝関係事項　其８の２　自昭和２０．９．１２～至昭和
２０．９．１６

-

文庫-柚-27 陸軍軍備改変計画等に関する綴 -

文庫-柚-28 陸軍の編制機構に関する資料綴 -

文庫-柚-29 編制関係（機構関係）綴　昭和２０ 第１復員局

文庫-柚-30 復員庁編制関係書類 -

文庫-柚-31 陸軍省処務規程　昭和１２．５．２０ 陸軍省

文庫-柚-32 発来翰綴　昭和２０．９以降 軍事課調査班

文庫-柚-33 発来翰綴　昭和２０．１２ -

文庫-柚-34 部隊行動調査表綴　其の１　昭和２２．４～２３．４ -

文庫-柚-35 北部軍復員報告綴 -

文庫-柚-36
東部軍．小笠原兵団　復員報告綴　昭和２０．８．２４～２０．１０．１
８

第１復員省総務局総務課



令和５年４月４日

文庫-柚-37 来翰綴（省外） -

文庫-柚-38 東海軍復員報告綴 -

文庫-柚-39 中部軍復員報告綴　昭和２０．９以降 第１復員局総務課

文庫-柚-40 中国．四国．復員報告綴 -

文庫-柚-41 陸軍官衙学校復員報告綴　昭和２０．８．３０～２０．１０．２１ 第１復員省総務局総務課

文庫-柚-42
特設警備隊．地区特設警備隊　義勇戦闘隊に関する報告綴　昭
和２０．９

-

文庫-柚-43 船舶輸送情報綴　昭和２０．９ 軍務課長

文庫-柚-44 軍需品調査に関する綴　昭和２０ 兵務課

文庫-柚-46 軍需品に関する綴 高級課員

文庫-柚-47 参謀長会同書類綴　昭和２０．１０．１２ 参謀部

文庫-柚-48 後方主任者会同綴　昭和２０．１０～２０．１１ -

文庫-柚-49 陸軍復員関係電報綴　昭和２０．８．３０～２１．３．１８ 第１復員省総務局総務課

文庫-柚-50 訳文電報綴　昭和２１ 第１復員省

文庫-柚-51 陸軍法令条規整理法　昭和２０．１０．１５～２０．１１．１３ 陸軍省軍事課

文庫-柚-52 陸軍法制改廃関係資料綴　昭和２０．９．２８～２１．１０．３ 陸軍省軍事課

文庫-柚-53 陸軍法制改廃関係資料綴　昭和２０．１０．９～ 陸軍省軍事課

文庫-柚-54 法改廃関係調製控綴　昭和２０ 軍事課

文庫-柚-55 内地部隊の復員を終りて　昭和２０．１０．１９ 陸軍大臣　下村定

文庫-柚-56 特殊の現地復員の処理経緯　昭和２４．２～２４．６ -

文庫-柚-57 ソ連帰還者の帰還時における記述文（巻１）　昭和２２ -

文庫-柚-58 ソ連帰還者の帰還時における記述文（巻２）　昭和２２ -

文庫-柚-59
ソ連帰還者の帰還時における記述文（第２巻第１冊）　昭和２３．５
月～９月

-

文庫-柚-60 ソ連帰還者の帰還時における記述文　昭和２３ -

文庫-柚-61 ソ連帰還者の帰還時における記述文　昭和２４ -

文庫-柚-62 ソ連帰還者提出の現地状況報告　昭和２４．１０．２２～２５．４．２２ -

文庫-柚-63 シベリヤ９９地区（カラカンダ）帰還者の記述文　昭和２５．２．９ -

文庫-柚-64 シベリヤ９９地区（カラカンダ）帰還者の記述文　昭和２５．２．９ -

文庫-柚-65 シベリヤ４地区等　帰還者の記述文　昭和２５．２．９ -

文庫-柚-66 ソ連帰還将官の記述文　昭和２５．４ -

文庫-柚-67 第１方面軍の状況 -

文庫-柚-68 資料班業務必携　付表 舞鶴引揚援護局

文庫-柚-69 関東軍の対ソ作戦並　終戦概史 西原　征男

文庫-柚-70 関東軍第２遊撃隊の行動
元満洲国興安総省参事官　岡
部理

文庫-柚-71 千島樺太一般状況調査書類　昭和２０．９～２１．１２ -

文庫-柚-72 千島樺太一般状況調査書類　昭和２２．７～２５．１２ -

文庫-柚-73
ソ連軍占領地域　一般状況調査書類　昭和２０．９．１２～２０．１
２．２４

-



令和５年４月４日

文庫-柚-74 関東軍終戦始末（１） 草地　貞吾

文庫-柚-75
函館上陸地支局　函館引揚援護局　調査報告資料　昭和２２．８
～２４．８

-

文庫-柚-80 日本俘虜ソ連俘虜収容所に於ける生死 -

文庫-柚-81 第１２５師団　復員資料　通化事件関係資料
陸軍中将　今利龍雄　末帰還調
査部

文庫-柚-82 第５軍の作戦計画等について -

文庫-柚-83 第３軍終戦関係資料 -

文庫-柚-84 崩壊の日記（１）　昭和２５ 吉田　農夫雄

文庫-柚-85 日ソ開戦前より終戦后　約半蔵に至る間の関東軍の概況 -

文庫-柚-91 ソ連真相把握の困難性 久保　宗治

文庫-柚-92 敗後の長春 吉田　悳

文庫-柚-93 喜多誠一大将への追憶　その崇高なる最後と遺書 陸軍

文庫-柚-94 新京最後の日 吉田　悳

文庫-柚-95 武装解除以後の状況 第９１師団長　堤不來貴

文庫-柚-96 羅南付近終戦に関する資料 -

文庫-柚-97 第３４軍　我が敗戦紀行　昭和３０．６ 第３４軍高級参謀　扇広

文庫-柚-98 北千島方面兵団の終戦　昭和２９．１２．８
第９１師団長　陸軍中将　堤不
來貴

文庫-柚-99 千島駐屯部隊復員記録 -

文庫-柚-100 樺太及千島駐屯部隊　復員関係資料 -

文庫-柚-101 第３４軍　復員関係資料 -

文庫-柚-102 哈爾濱特務機関（関東軍情報部）概史　昭和３４．１０ 西原　征男

文庫-柚-103
日本陸軍の対ソ情勢判断等に関する米軍への回答（原稿）　昭和
２４

-

文庫-柚-104 ソ連捕虜収容所における日本捕虜の生死　１９５０（昭２５）２．１ シーボルト議長特別報告

文庫-柚-106
ソ連管理下における俘虜　取扱等に関する元満洲国官吏建国大
学教授の記述　昭和２２～２６

舞鶴上陸地支局

文庫-柚-107 在ソ民主運動の一決算　昭和２５．２．１ 矢浪　久雄

文庫-柚-109
シベリヤ民主運動の状況に関する帰還者の帰還時における一般
報告　昭和２３

-

文庫-柚-110 舞鶴上陸地　関係各種統計　昭和２５．５．１～２６．４．１ -

文庫-柚-111 シベリヤ地区残留及び　帰還に関する総合観察　昭和２１～２２ 第１復員局資料課

文庫-柚-112 ソ連帰還者の動向資料　昭和２４．８．１８～２４．１０．１１ 引揚援護庁

文庫-柚-113
元日本軍軍人の事件に関する公判書類　細菌戦用兵器の準備及
び使用の廉で起訴された　モスクワ．１９５０年（昭２５）

外国語図書出版所

文庫-柚-114
シベリヤにおける日本人　受刑者の生活（１）　－ボス支配の暗黒
時代－　昭和２４夏～２５．２

-

文庫-柚-115
シベリヤにおける日本人　受刑者の生活（２）　－あきらめと労働－
昭和２５．２～２７

-

文庫-柚-116
シベリヤにおける日本人　受刑者の生活（３）　－帰国希望の昂揚
－　昭和２８春～秋

-

文庫-柚-117
シベリヤにおける日本人　受刑者の生活（４）　不平．不服従．抗議
昭和２８秋～３１

-

文庫-柚-118 シベリヤにおける日本人　受刑者の生活（４の２）　昭和３１年春 -

文庫-柚-119 ソ連地区帰還梯団幹部　及び特殊者の名簿　昭和２４～２５ -

文庫-柚-120 日の丸梯団名簿 -



令和５年４月４日

文庫-柚-121 ソ連刑法（和訳） -

文庫-柚-122 第２総軍作戦準備概史 -

文庫-柚-123 長崎要塞及独立混成　第１２２旅団関係資料 -

文庫-柚-124 第２１６師団関係資料 -

文庫-柚-125 第２総軍．第２復員司令部　復員報告綴 -

文庫-柚-126 第１６方面軍．西部軍管区　復員関係資料 -

文庫-柚-128 熊本師管区戦史資料 熊本師管区司令部

文庫-柚-129 砲兵情報第１連隊について 長田　庄吉

文庫-柚-130 独立混成　第６４旅団の概況 -

文庫-柚-132 第１４５師団関係資料 第１４５師団司令部

文庫-柚-133 独立混成第１２５旅団　復員関係資料　昭和２０．１２．１ 独立混成第１２５旅団司令部

文庫-柚-134
大東亜戦争間における　学校配属将校終戦の前後における九州
の部隊勤務　昭和３０．８．１５

柴田　亀三郎

文庫-柚-135 独立混成　第１１８旅団関係資料 -

文庫-柚-136 久留米師管区戦史　昭和１９．７～２０ 久留米師管区司令部

文庫-柚-137 第５７軍関係復員資料 第５７軍参謀長　吉武安正

文庫-柚-138 対馬兵団関係資料 対馬兵団特設司令部

文庫-柚-139 終戦後三日間の福岡地区司令部日録（抄） 田尻　利雄

文庫-柚-140 独立混成　第１２４旅団行動概要 -

文庫-柚-141 昭和２０年夏　於南九州　第４０軍作戦経過の概要　昭和２０ 第４０軍司令部

文庫-柚-142 第３１２師団関係資料 -

文庫-柚-143 第２０６師団関係資料 -

文庫-柚-144 独立混成第１２５旅団戦史資料　昭和２０．１２．１ -

文庫-柚-145 久留米師管区戦史　昭和２０．８～２０．１１ 久留米師管区司令部

文庫-柚-146 終戦後に於ける　久留米師管区戦史（別冊） -

文庫-柚-147 下関要塞守備隊関係資料　昭和２０．１１．１５ 関門特設司令部

文庫-柚-148 壹岐要塞兵備資料 -

文庫-柚-149 中部軍管区関係復員資料 -

文庫-柚-150 歩兵第５０７連隊回顧　昭和１９～２０ 歩兵５０７連隊長　石橋幸夫

文庫-柚-151 第２総軍命令等　昭和２０．８．９～２０．１０．１０ -

文庫-柚-152 船舶司令部作命綴 -

文庫-柚-153 第５９軍作命甲綴　昭和２０．８．６～２０．９．６ 第５９軍（山陽）司令部

文庫-柚-154 中国軍作命甲綴 -

文庫-柚-155 小笠原兵団行動の概要 -

文庫-柚-156 第２２２師団関係資料 -

文庫-柚-157
第１総軍．第１復員司令部　参謀部関係　発来翰綴　其１　昭和２
０．８．１７～２０．１０．１４

-

文庫-柚-158 第１総軍．第１復員司令部　参謀部関係　発来翰綴　其２及付録 -



令和５年４月４日

文庫-柚-159 東部軍管区復員資料　Ｂ２９搭乗員降下者に対する東部軍の措置 東部軍参謀長　高嶋辰彦

文庫-柚-160 中部太平洋方面の一般状況　第３１軍行動・概況 -

文庫-柚-161 第５１軍司令部　終戦時の状況 野田　謙吾

文庫-柚-162 第３６軍関係資料 -

文庫-柚-163 引渡軍需品．品目数量表　昭和２０．１０ 陸軍獣医資材本廠

文庫-柚-164 第５０軍編成より復員迄の概況
第５０軍参謀長．陸軍少将　太
田公秀

文庫-柚-165 軍備整理関係部隊　軍旗御真影勅諭に関する綴　大正１４．５ 陸軍大臣官房

文庫-柚-166 東部軍復員史資料 -

文庫-柚-167 内地憲兵関係復員資料 飯村穣　他

文庫-柚-168
太平洋戦争による　我国の被害総合報告書（要約）正誤表　昭和
２４．２．１１

経済安定本部総裁官房企画部
調査課

文庫-柚-169
太平洋戦争による　我国の被害総合報告書（要約）正誤表　昭和
２４．２．１１

経済安定本部総裁官房企画部
調査課

文庫-柚-170 内地部隊の復員関係資料 西原事務官

文庫-柚-171 朝鮮軍概要史 -

文庫-柚-172 朝鮮における戦争準備　昭和２１．２ 朝鮮軍残務整理部

文庫-柚-173 東北太平記の梗概と在鮮終戦日記抄 金子定一編

文庫-柚-174 小笠原兵団行動の概要 -

文庫-柚-175 朝鮮の状況報告　昭和２０．１１ 朝鮮軍報導部長　長屋尚作

文庫-柚-176 朝鮮軍概要史 -

文庫-柚-176_2 朝鮮軍概要史　付　対韓交渉参考　朝鮮人　志願兵・徴兵の梗概 -

文庫-柚-177 ソ連抑留一将校の手記　昭和２２．１２ 西村　俊次

文庫-柚-178 第５８軍（済州島）関係復員資料 -

文庫-柚-179 東北軍管区司令部　復員資料　昭和２０．１．１５～２１．３．３１ 野田　謙吾

文庫-柚-180 遠山登中将回想録　昭和２９．５ 厚生省引揚援護局

文庫-柚-181
終戦時における軍需品処理の概況および内地部隊配置の状況
昭和２２．８．１４

-

文庫-柚-182 内地空襲概況一覧表　昭和２０ -

文庫-柚-183 第１２０師団解体の状況 第１２０師団長　柳川眞一

文庫-柚-184 名古屋師管区関係復員資料 鷲津　鈆平

文庫-柚-185 東京防衛軍関係資料 江湖　要一

文庫-柚-186 非常事態下の本土防衛態勢　昭和２９．３．１５ 陸上幕僚監部　第３部防衛班

文庫-柚-187 高射第１師団の復員の状況等に就て 金岡　?

文庫-柚-188 第１５３師団長としての終戦時の体験 第１５３師団長　稲村豊二郎

文庫-柚-189 八丈島復員状況資料 -

文庫-柚-190 第１３方面軍．東海軍管区　関係復員資料 -

文庫-柚-191 陸軍復員治安情報　昭和２０．９．１２～２０．９．２０ 陸軍省兵務課

文庫-柚-192 総連発文書綴　昭和２１．６．１８～２３．１．８ 第１復員局総務部長

文庫-柚-193 陸軍省軍務発簡綴　昭和２０．９．２～２０．１１．６ 陸軍省軍務局軍務課



令和５年４月４日

文庫-柚-194 軍務発綴　昭和２０．１１ 軍務課

文庫-柚-195 戒厳の実施に関する研究　昭和１９ 参謀本部

文庫-柚-196 戒厳令の説明 日高書記官

文庫-柚-197 上奏に関する追憶 今村　均

文庫-柚-198 本邦永久築城史（総括編）　明治維新～大東亜戦争 藤沢　一孝

文庫-柚-199 市ヶ谷要図（終戦時） -

文庫-柚-200 終戦前及終戦に於ける　支那派遣軍の概況 -

文庫-柚-201 支那派遣軍終戦に関する　交渉記録綴 厚生省援護局

文庫-柚-202 支那派遣軍に関する兵団長　幕僚の手記綴 厚生省援護局史料室

文庫-柚-203 南方軍復員史　昭和３２ 厚生省引揚援護局

文庫-柚-204 在満白系露人に関する事項 -

文庫-柚-205
シベリヤ地区ソ連関係　受刑者の帰還等に関する調査　昭和２２．
９．３～２５．５．２４

舞鶴引揚援護局復員部

文庫-柚-206 陸軍兵器変遷の回顧　昭和１２年７月号 偕行社編纂部

文庫-柚-207 陸軍衛生材料本廠　残務整理概況　昭和２１．７．１５
陸軍衛生材料本廠残務整理部
第１復員局技術整理部衛材課

文庫-柚-208 第３方面軍関係記録 -

文庫-柚-209 中部太平洋．パラオ．小笠原　各方面の終戦概況 -

文庫-柚-210 満洲．北鮮．樺太及千島　関係部隊一覧 -

文庫-柚-211 伝書鳩関係書類綴（原稿） -

文庫-柚-212 忠勇美談資料 -

文庫-柚-213 関東軍所属の特殊部隊（２） -

文庫-柚-214 編成関係綴　昭和２１～２２ 法務調査部

文庫-柚-215 陸軍法制改廃に関する綴　昭和２０．１１．２５～２０．１２．１０ 法制改廃委員　白井中佐

文庫-柚-216 発翰済情報綴（満鮮速報）　昭和２１年度 -

文庫-柚-217 外地部隊の現況　昭和２１．５．１ 第１復員局資料課

文庫-柚-218 第２復員局来電綴　其１　昭和２０．１２～１２．１１ 第２復員局資料課

文庫-柚-219 陸軍復員船関係電報綴　昭和２０．１２．２～２１．５．８ 第１復員省大臣官房資料課

文庫-柚-220 総参謀長に於ける各軍．状況報告　昭和２１．１．２０ 岡司令部

文庫-柚-221 南方軍総司令部命令綴　昭和２１．３．２ 南方軍総司令部

文庫-柚-222 馬来公報　昭和１８．４．２０～１９．１２．２２ 馬来軍　政監部

文庫-柚-223
南方軍復員に関する規程　南方軍本土帰還輸送規程　邦人帰還
規程

南方総軍司令部

文庫-柚-224 南方方面在留邦人情況　－セレベス方面－　昭和２１．３．１
外務省管理局　在外邦人部南
方課

文庫-柚-225 比島軍政の概要（素案） 史実部

文庫-柚-226 総軍将校名簿 -

文庫-柚-227 兵器現況綴　昭和２０．８．３０調 南方軍兵器部

文庫-柚-228 終戦後ジャワ軍　主要行事事件一覧表 厚生省援護局復員課

文庫-柚-229 復員業務の参考（別冊）　昭和２０．８．１６～２１．２．２８ 南方軍司令部



令和５年４月４日

文庫-柚-230 南方軍の状況　昭和２１．８調整 南方軍連絡部

文庫-柚-231 爪哇方面資料 -

文庫-柚-232 南方軍復員関係発簡綴　昭和２１．３．８～２１．５．１０ 南方軍連絡部

文庫-柚-233 南方軍状況報告　昭和３．３ 南方軍総司令部

文庫-柚-234 残留衛生史　昭和２０．８．１５～２２．１０．２０ 南方軍軍医部

文庫-柚-235 南方軍総司令部状況報告　昭和２１．１１ 南方軍総司令部

文庫-柚-236 南方軍総司令部　経理状況報告書　昭和２２．１０．２８ 南方軍総司令部

文庫-柚-237 南方軍残務整理部史　昭和２２．１２．２１ 留守業務局広島連絡所

文庫-柚-238 機甲兵変遷の概要　昭和２１．４稿 陸軍中佐　品川好信

文庫-柚-239 装甲自動車の沿革　昭和３１．６ 陸軍中将　原乙未生

文庫-柚-240 大東亜戦史資料（砲兵）　昭和２１．４ -

文庫-柚-241 要塞兵備に関する回顧　昭和３１．２ 陸軍中将　北島驥子雄

文庫-柚-242
田尻昌次回想録　船舶に関する重大事項の回想　及至観察　昭
和３０．６末．稿

厚生省引揚援護局史料室

文庫-柚-243 陸軍大佐　草野二郎回想録　その１　昭和３１．２稿 厚生省引揚援護局史料室

文庫-柚-244 重砲兵回顧録 北島　驥子雄

文庫-柚-245 自動車砲兵の思出　昭和３１．４ 陸軍大佐　平野勣

文庫-柚-246 自走砲兵について　昭和３１．１１ 木本　氏寿

文庫-柚-247 日本火薬工業史　昭和２７．１．１２
日本火薬株式会社　火薬部長
南坊平造

文庫-柚-248 戦車の回想　昭和３１．６ 陸軍中将　原乙未生

文庫-柚-249 野戦砲兵観測の沿革　昭和３１．１２稿 村川　武寿

文庫-柚-250 砲兵兵器行政機構の変遷 北島驥子雄　稿

文庫-柚-251 要塞兵備の変遷 北島驥子雄　稿

文庫-柚-252 野戦砲兵の馭法と運動 藤山　朝章

文庫-柚-253 無線関係年表 厚生省援護局復員課

文庫-柚-254 陸軍教導団追憶の記　昭和３１．７ 佐々木武蔵　稿

文庫-柚-255 修水河渡可戦闘の要旨　７７６号偕行社記事抜萃　昭和１４．５ 厚生省援護局復員課

文庫-柚-256 江橋の戦闘について 伊藤　勝

文庫-柚-257 砲兵情報第１連隊について　昭和３２．１．２０ 長田　庄吉

文庫-柚-258 基本的人権と厚生総力自衛 上村　良助

文庫-柚-259 ノモンハン事変に於ける砲兵　昭和３１．８．２０ 正井　義人

文庫-柚-260 十加部隊の沿革史　昭和３１．１０
独立野重砲第１５連隊長　佐々
木孟久

文庫-柚-261 十加部隊の沿革史　付録 厚生省援護局復員課

文庫-柚-262 陸軍気象部に就て（陸軍全気象機関を含む）　昭和３１．８稿 陸軍少将　竹内善次

文庫-柚-263 統帥並に之に関連する事項に就て 厚生省援護局復員課

文庫-柚-264 化兵に関する資料 厚生省援護局復員課

文庫-柚-265 日本陸軍化学戦機構の回顧　昭和３０．７ 陸軍大佐　谷岩蔵



令和５年４月４日

文庫-柚-266 化学戦研究史に関する意見 西原　貫治

文庫-柚-267 化学戦研究史に関する意見 陸軍少将　明石泰二郎

文庫-柚-268 化学戦研究史に関する意見 陸軍中将　白銀義方

文庫-柚-269 陸地測量部の補備　－関東軍測量隊－ 厚生省援護局復員課

文庫-柚-270 電燈所に関する事項 -

文庫-柚-271 海岸砲台観測所に就て　昭和５．２ 築城本部

文庫-柚-272 本邦化学兵器技術史　昭和３２．１１稿 化学兵器関係者　編

文庫-柚-273 化学戦研究史　昭和３１．９ 陸軍中将　小柳津政雄

文庫-柚-274
陸軍科学研究所及第６陸軍技術研究所に於ける化学兵器研究経
過の概要（第１案）　昭和３０．７

陸軍少将　秋山金正

文庫-柚-275 特攻隊に対する所見　昭和３１．５稿 第３０飛行集団長　三好康之

文庫-柚-276 石本新六中将の功績 厚生省援護局復員課

文庫-柚-278 砲兵沿革史資料 中山　政康

文庫-柚-279 野戦砲兵学校に於ける　幹部候補生隊の沿革　昭和３１．７ 佐々木　孟久

文庫-柚-280 上海戦に於ける重砲　昭和３１．８ 陸軍中将　菊地門也　述

文庫-柚-281 陸軍気象教育部 -

文庫-柚-282 音羽陸軍埋葬地　遺族会会則および名簿　昭和３７ -

文庫-柚-283 連合側の要求する　戦争犯罪者に関する件通牒　昭和２０．９．２２ 陸軍次官　若松只一

文庫-柚-284 樺太．千島における対日戦果 厚生省援護局復員課

文庫-柚-285
船舶司令部復員処理関係　命令通牒発電一覧　昭和２０．８．２４
～２０．９．５

-

文庫-柚-286 仙台陸軍幼年学校 -

文庫-柚-287 内地憲兵の復員状況 憲兵司令官　飯村穣

文庫-柚-288 広島市戦災処理の概要　昭和３０．３ 船舶司令官　佐伯文郎

文庫-柚-289 第５方面軍復員史資料 -

文庫-柚-290 史実に対する記録資料 那須　義雄

文庫-柚-291 内地鉄道司令部の復員概況 三原　修二

文庫-柚-292 多摩陸軍技術研究所について 多田　与一

文庫-柚-293 気球連隊の復員等に関する史実．第２部 -

文庫-柚-294 砲兵沿革史「気球関係」 神吉　武吉

文庫-柚-295
シーボルト対日理事会議長特別報告　日本俘虜ソ連俘虜収容所
に於ける生死　昭和２５．２．１

-

文庫-柚-296 陸軍将校人員数等に関する資料　昭和２０．８．１５～ -

文庫-柚-297 中共地区残留者留用機関企業体一覧表（中共通信による） 舞鶴復員部調製

文庫-柚-298 復員関係諸統計表 -

文庫-柚-299 帝国作戦及戦争指導関係　質問に対する回答 陸軍省

文庫-柚-300 第１飛行師団復員資料 -

文庫-柚-301
支那事変．大東亜戦争　師団隷属関係一覧表　大東亜戦争間兵
団運用概見表

-

文庫-柚-302 外地部隊戦闘序列表 -



令和５年４月４日

文庫-柚-303
敵航空機搭乗員の処断に関する軍律の制定　並に之が布告に関
する経緯に就て

-

文庫-柚-304
敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討　昭和
２０．１２

俘虜関係調査部

文庫-柚-305 航空関係綴（１）　昭和２０．８ 大本営陸軍部

文庫-柚-306 航空関係綴（２） 大本営陸軍部

文庫-柚-307 航空関係綴（３） 大本営陸軍部

文庫-柚-308 航空関係綴（４） 大本営陸軍部

文庫-柚-309 法務関係者名票原簿（シャム）　昭和２０ 復員局法務調査部

文庫-柚-310 俘虜に関する書類綴　昭和２０．９ -

文庫-柚-311 俘虜に関する書類綴　昭和２０．１０ 軍務課外政班

文庫-柚-312 俘虜に関する書類綴　昭和２０．１１ 軍務課外政班

文庫-柚-313 俘虜に関する書類綴　昭和２１．２～２１．３．１９ 俘虜情報局

文庫-柚-314 統帥並に之に関連する事項に就て -

文庫-柚-315 日本国内に於ける戦犯処理の状況　昭和３２．１２．２７ 大西　一

文庫-柚-316 中国戦争裁判 内田　銀之助

文庫-柚-317 俘虜に関する書類綴　昭和２０．１２ 渉外課

文庫-柚-318 船舶部隊関係資料 -

文庫-柚-319 旧陸軍における水路輸送 陸軍大佐　上野滋

文庫-柚-320 潜水輸送補充隊　一般教育（教育計画指示） -

文庫-柚-321 航空関係復員資料　昭和３０．４．２９ 皆元　勝雄

文庫-柚-322 近藤兼利中将回想録　昭和２９．２ 復員局資料整理課

文庫-柚-323 南方軍関係口演訓示綴　昭和１７ 南方班

文庫-柚-324 本土（含．朝鮮）配備航空部隊一覧 -

文庫-柚-325 歴代部隊長名報告綴（航空） -

文庫-柚-326 第６航空軍復員関係資料 厚生省援護局復員課

文庫-柚-327 航空部隊（終戦時在内地）履歴 -

文庫-柚-328 陸軍航空に関する追想
第５飛行師団長　中将　服部武
士

文庫-柚-329 軍需省航空兵器　総局関係資料 遠藤三郎・篠尾正明

文庫-柚-330 陸軍気象部に就て　昭和３１．８ 陸軍少将　竹内善次

文庫-柚-331 外地航空部隊状況要覧 留守業務部航空課

文庫-柚-332 陸軍挺進部隊概史 -

文庫-柚-333 航空技術報告書綴（第５陸軍航空技術研究所）　昭和２０．８．１５ 総務課

文庫-柚-334 航空技術報告書綴（第４陸軍航空技術研究所）　昭和２０．８．１５ 総務課

文庫-柚-335 航空技術報告書綴（第３陸軍航空技術研究所）　昭和２０．８．１５ 総務課

文庫-柚-336 航空技術報告書綴（第２陸軍航空技術研究所）　昭和２０．８．１５ 総務課

文庫-柚-337 航空技術報告書綴（第１陸軍航空技術研究所）　昭和２０．８．１５ 総務課

文庫-柚-338 航空技術報告書綴（陸軍航空審査部）　昭和２０．８．１５ 総務課



令和５年４月４日

文庫-柚-339 航空技術報告書綴（多摩陸軍航空技術研究所）　昭和２０．８．１５ 総務課

文庫-柚-340 航空技術報告書綴（航空本部技術部）　昭和２０．８．１５ 総務課

文庫-柚-341 航空技術報告書綴（第６陸軍航空技術研究所）　昭和２０．８．１５ 総務課

文庫-柚-342 帝国陸軍航空部隊　飛行機補給損耗に関する統計 陸軍航空本部

文庫-柚-343 東京陸軍兵器本廠歴史前記　明治１年～１９ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-344 陸軍兵器本廠歴史前記　明治２０～３０ -

文庫-柚-345 兵器本廠歴史前記　明治３１～３５ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-346 陸軍兵器本廠歴史　第１編　明治３６．５～３６．１２ -

文庫-柚-347 陸軍兵器本廠歴史　第２編　明治３７ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-348 陸軍兵器本廠歴史　第３編　明治３８ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-349 陸軍兵器本廠歴史　第４編　明治３９ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-350 陸軍兵器本廠歴史　第５編　明治４０ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-351 陸軍兵器本廠歴史　第６編　明治４１ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-352 陸軍兵器本廠歴史　第７編　明治４２ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-353 陸軍兵器本廠歴史　付録　明治４２ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-354 陸軍兵器本廠歴史　第８編　明治４３ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-355 陸軍兵器本廠歴史　付録　第８編付録　昭和４３ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-356 陸軍兵器本廠歴史　第９編　明治４４以降 陸軍兵器本廠

文庫-柚-357 陸軍兵器本廠歴史　付録　明治４４ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-358 陸軍兵器本廠歴史　付録　明治４４以降～昭和６ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-359 陸軍兵器廠歴史　第１０編　昭和７以降 陸軍兵器本廠

文庫-柚-360 陸軍兵器廠歴史　昭和１６年度 陸軍兵器本部

文庫-柚-361 陸軍兵器本廠歴史　付録　昭和７ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-362 陸軍兵器本廠歴史　付録　昭和８ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-363 陸軍兵器本廠歴史　付録　昭和９ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-364 陸軍兵器廠歴史　別冊　昭和１１ 陸軍兵器本廠

文庫-柚-365 陸軍兵器本廠歴史　別冊　昭和１２年度 陸軍兵器本廠

文庫-柚-366 陸軍兵器廠歴史　別冊　昭和１３年度 陸軍兵器本廠

文庫-柚-367 陸軍兵器本廠　関係歴史資料綴　昭和１４年度 陸軍兵器本廠

文庫-柚-368 陸軍兵器廠歴史　昭和１５年度 陸軍兵器本部

文庫-柚-369 昭和１５年度　陸軍兵器廠歴史　付録　昭和１５ 陸軍兵器本部

文庫-柚-370 昭和１６年度　陸軍兵器廠歴史　付録　昭和１６ 陸軍兵器本部

文庫-柚-371 陸軍兵器廠歴史　昭和１７．４～１７．１０ 陸軍兵器本部

文庫-柚-372 陸軍兵器廠歴史　付録　昭和１７．４～１７．１０ 陸軍兵器行政本部

文庫-柚-373 陸軍造兵廠歴史　大正１２年後 陸軍造兵廠

文庫-柚-374 陸軍造兵廠歴史　別冊　関東地方震災関係業務詳報　大正１２ 陸軍造兵廠



令和５年４月４日

文庫-柚-375 関東地方震災　関係業務詳報　付表及付図 陸軍造兵廠

文庫-柚-376 陸軍造兵廠歴史　大正１３ 陸軍造兵廠

文庫-柚-377 陸軍造兵廠歴史　大正１４ 陸軍造兵廠

文庫-柚-378 陸軍造兵廠歴史　大正１５～昭和１年 陸軍造兵廠

文庫-柚-379 陸軍造兵廠歴史　昭和２年度 陸造廠総務部

文庫-柚-380 陸軍造兵廠歴史　昭和３年度 陸造廠総務部

文庫-柚-381 陸軍造兵廠歴史　昭和４年度 陸造廠総務部

文庫-柚-382 陸軍造兵廠歴史　昭和５年度 陸造廠総務部

文庫-柚-383 陸軍造兵廠歴史　昭和６年度 陸造廠総務部

文庫-柚-384 陸軍造兵廠歴史　昭和７年度 陸造廠総務部

文庫-柚-385 陸軍造兵廠歴史　昭和８年度 陸造廠総務部

文庫-柚-386 陸軍造兵廠歴史　昭和９年度 陸造廠総務部

文庫-柚-387 陸軍造兵廠歴史　付録　昭和１２～１４ 陸軍造兵廠

文庫-柚-388 陸軍造兵廠歴史　昭和１０ 陸軍造兵廠

文庫-柚-389 陸軍造兵廠歴史　付録　昭和１０ 陸軍造兵廠

文庫-柚-390 陸軍造兵廠歴史　昭和１１ 陸軍造兵廠

文庫-柚-391 陸軍造兵廠歴史　昭和１２～１４ 陸軍造兵廠

文庫-柚-392 陸軍科学研究所歴史　巻の３ 陸軍科学研究所

文庫-柚-393 陸軍科学研究所歴史　巻の３（別冊）　昭和８年度 陸軍科学研究所

文庫-柚-394
昭和２０年勅令　第５４２号「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命
令に関する件」に基く命令集録　昭和２０．１1

商工省連絡部

文庫-柚-395
米軍司令部の帝国作戦　及　戦争指導関係質問に対する回答
昭和２０．１１．１６（有末機関報第３３３号）

陸軍省

文庫-柚-396 陸海軍間の協同関係に関する質問回答　昭和２０．１２．１０ 第１復員局

文庫-柚-397 連合国軍の命令指示等綴　第１　昭和２０．９．２～２０．９．１７
大本営横浜連絡委員（陸海軍横
浜連絡委員）

文庫-柚-398 連合国軍の命令指示等綴　第２　昭和２０．９．１８～２０．９．３０ 陸海軍東京連絡委員

文庫-柚-399 連合国軍の命令指示等綴　第３　昭和２０．１０．１～２０．１０．１５ 陸海軍東京連絡委員

文庫-柚-400
連合国軍の命令指示等綴　第４　昭和２０．１０．１６～２０．１０．３
１

陸海軍東京連絡委員

文庫-柚-401
終戦から陸軍省廃止までの期間における連合国軍　総司令部と
陸軍との交渉の経過の概要について

-

文庫-柚-402 大本営横浜連絡委員　服務要領報告等 -

文庫-柚-403 朝鮮軍管区．支那派遣軍　状況報告綴 厚生省引揚援護局復員課

文庫-柚-404 第２３軍（波）発電綴　昭和２０．９．６～２１．４．１０ 参謀部

文庫-柚-405
南支派遣軍司令部来翰綴　廣州行営戦俘管理処来翰　昭和２１．
３．２４～２１．４．１３

南支派遣軍司令部

文庫-柚-406 支那派遣軍総司令部渉外日誌　昭和２０．８～２１．７ 支那派遣軍総司令部

文庫-柚-407 南支派遣軍交渉事務報告綴 南支派遣軍司令部

文庫-柚-408 中国関係綴　昭和２０ 大野中佐

文庫-柚-409 来電綴（支那）其５　昭和２１．４．２０ -

文庫-柚-410 中国陸軍第２方面軍司令部並に　同戦俘管理処訓令綴 第２３軍司令部



令和５年４月４日

文庫-柚-411 第２３軍航空関係報告綴 第２３軍司令部

文庫-柚-412 南支派遣軍来翰綴 -

文庫-柚-413 南支派遣軍軍政部来翰綴 南支派遣軍司令部

文庫-柚-414 南支派遣軍　第３処来翰綴　其の１ 南支派遣軍司令部

文庫-柚-415 南支派遣軍発翰綴　昭和２０．８．２４～２０．１０．２１ 南支派遣軍司令部

文庫-柚-416 南支派遣軍帰還　輸送関係発翰綴 南支派遣軍司令部

文庫-柚-417 南支派遣軍帰還　輸送関係発翰綴 南支派遣軍司令部

文庫-柚-418 終戦支那関係綴　昭和２０．８．２５ 大野中佐

文庫-柚-419 中国方面折衝経過綴　昭和２０．９～２０．１０ 第１復員局

文庫-柚-420 支那関係情報綴　昭和２０．１１ -

文庫-柚-421 中国関係資料綴 -

文庫-柚-422 参考情報甲綴　昭和２１ 史実調査部

文庫-柚-423 香港関係書類綴　昭和２１ 第１復員局

文庫-柚-424 来電綴（満州．朝鮮）　昭和２０．１２ 第１復員省総務課

文庫-柚-425 中国関係綴　昭和２１．６．１５以降 第１復員省総務課

文庫-柚-426 中国関係情報綴　昭和２１．１．１０ -

文庫-柚-428 中国側に報告せし　第２課関係業務書類 -

文庫-柚-429 支那派遣軍状況綴 復員班

文庫-柚-430 山西省残留者に関する資料　昭和２０．８～２９．１０ 北平日本連絡班等

文庫-柚-431 山西省残留者に関する資料　昭和２０．８～２４．５．２
支那派遣軍参謀陸軍少佐　前
川国雄　外

文庫-柚-432 山西軍参加者の行動について　昭和２０．９．９～３１．９
厚生省引揚援護局　未帰還調
査部

文庫-柚-433 支那派遣軍　総司令部復員資料 厚生省引揚援護局史料室

文庫-柚-434 独立混成第２旅団（張家口）終戦記録（１） -

文庫-柚-435 独立混成第２旅団（張家口）終戦記録（２） -

文庫-柚-436 支那派遣軍隷下軍および　台湾軍の復員史資料 -

文庫-柚-437 中国共産党．中国国民党　「マ」指令特別調査第６ -

文庫-柚-438 日本陸軍の潜水艦 瀬名　尭彦

文庫-柚-439 ビルマ方面軍復員関係資料 -

文庫-柚-440 終戦に伴う今村大将の将兵指導に就て　昭和２１．３．３１ -

文庫-柚-441 第７方面軍復員史 今岡　豊

文庫-柚-442 沢本理吉郎回想録　第３部　終戦より復員まで（抄）　昭和３０．８ 第３３軍参謀長　沢本理吉郎

文庫-柚-443 ジャワ終戦処理記
ジャワ第１６軍作戦主任参謀
宮元静雄

文庫-柚-444
「スマトラ」交通現況報告　機構．鉄道．自動車．海運．造船　昭和
１９．８

陸軍司政長官　壺田修

文庫-柚-445 南方軍降伏前業務分担表　昭和２０．８．１５現在 軍務課南方班

文庫-柚-446 シンガポール降服事情
昭南（シンガポール）防衛司令
官　陸軍中将　田坂専一

文庫-柚-447 陸軍衛生材料本廠　外務整理状況 陸軍衛生材料本廠残務整理部



令和５年４月４日

文庫-柚-448 旧．陸軍将校（１２２名）履歴書 -

文庫-柚-449 軍政要員に対する　軍務局長口演要旨 軍務課南方班

文庫-柚-450 比島独立に関する綴　昭和１８．５起 軍務課南方班

文庫-柚-451 支那派遣軍に関する　兵団長幕僚の手記綴 厚生省引揚援護局史料室

文庫-柚-452 緬甸独立に関する綴　昭和１９．１ 軍務部南方班

文庫-柚-453 関東軍所属の特殊部隊（１） -

文庫-柚-454 元帥日記
元帥副官兼参謀本部部員　美
山要蔵

文庫-柚-455 自由印度仮政府に関する書類綴　昭和２０．１０ 軍務課

文庫-柚-456 南方関係（雑）綴　昭和１７．１起 南方班

文庫-柚-457 政変に関する陸軍省　軍務局軍務課保存資料 -

文庫-柚-458 石原莞爾中将関係資料 田中　久

文庫-柚-459 化学戦研究史（案） 小柳津　政雄

文庫-柚-460 要塞整理計画の概要 今井　周

文庫-柚-461 多摩陸軍技術研究所について 多田　与一

文庫-柚-462 参謀要員教育記事　昭和２０．７に於ける -

文庫-柚-463 陸地測量部に関する記事 陸軍技師　高木菊三郎

文庫-柚-465 工兵に関する回顧 吉原　矩

文庫-柚-466 陸地測量に関する記録 -

文庫-柚-467 北方情報業務に関する記録
陸軍中将　樋口・福田・沢田・長
野・宮崎・神田

文庫-柚-468 陸軍機甲の概観　昭和３３．３ 厚生省援護局

文庫-柚-469 陸軍通信の概観 -

文庫-柚-470 内地鉄道復員関係資料 内地鉄道司令部

文庫-柚-471 芸予要塞および羅津要塞　築城史 藤沢　一孝

文庫-柚-472 陸地測量に関する記録資料 -

文庫-柚-473 昭和２０年大本営発表目次 -

文庫-柚-474 外国駐在武官に関する綴 渉外課

文庫-柚-475 陸軍省．参謀本部．教育総監部　関係業務担任規定　大正２ -

文庫-柚-476 明治維新以降　本邦築城史 藤澤　一孝

文庫-柚-477 満洲事変行賞中授爵　奏上に至る経緯．陸軍人事雑観 中村明人・額田坦

文庫-柚-478 軍隊剣術の沿革　剣術．教育に関する考察 森永　清

文庫-柚-479 陸軍通信の概観 厚生省引揚援護局

文庫-柚-480 ２．２６事件判決謄本抜萃　昭和１１ -

文庫-柚-481
戦役関係詔勅等　参考文書　自．日清開戦詔勅～至．国際連盟脱
退詔勅

-

文庫-柚-482 終戦前後に於ける　陸軍兵器行政の概要 厚生省引揚援護局

文庫-柚-483 第１６方面軍西部軍管区　部隊状況一覧 -

文庫-柚-484 独立混成第６４旅団の概況 -



令和５年４月４日

文庫-柚-485 陸海軍備の概況 復員局

文庫-柚-486 萠黄会名簿　第６号　昭和３１．１１ 第１０回萠黄会

文庫-柚-487 萠黄会名簿　第６号　昭和３１．１１ 第１０回萠黄会

文庫-柚-488 萠黄会名簿　第６号　昭和３１．１１ 第１０回萠黄会

文庫-柚-489 千島．樺太．朝鮮　満洲方面情報綴 第１復員局

文庫-柚-490 俘虜に関する書類綴（１） -

文庫-柚-491 自動車砲兵に関する資料　大正１１年～昭和１８年 陸軍大佐　中島武

文庫-柚-492 大陸命綴　昭和２０．８．１５以降 -

文庫-柚-493 日本との戦闘における戦果．捕虜送還等に関するソ連の発表 -

文庫-柚-494
終戦前後における　関東軍司令部の状況等について　昭和３４．１
０．２１

山田　乙三

文庫-柚-495 第４軍関係資料　昭和３２ 大野武城少将・牧達夫大佐

文庫-柚-496 第１方面軍復員資料　昭和３２．９ 第１方面軍参謀　津守藤吉中佐

文庫-柚-497 満州国内在留邦人の引揚について 元関東軍参謀　吉田農夫雄

文庫-柚-498 陸軍野戦砲兵学校　明治１９～昭和２０ -

文庫-柚-499 陸軍技術本部に関する資料（工兵器材研究審査の回顧） 井上　作巳

文庫-柚-500 陸軍兵器変遷の回顧　昭和１２．７ 偕行社編纂部

文庫-柚-501 旧柚原史料目録　昭和３９．２．１５
厚生省援護局調査課　史料調
査専問官

文庫-柚-502 東京湾兵団関係資料 復員局

文庫-柚-503
支那事変主要戦況一覧表　自　昭和１２年７月７日　至　昭和１３
年１０月３１日

厚生省援護局復員課史料専門
官室

文庫-宮崎-1 日本帝国の国防方針　明４０ 山縣有朋元師使用

文庫-宮崎-2 帝国国防方針　大１２ 参謀本部

文庫-宮崎-4 帝国国防に要する兵力　大１２ 参謀本部

文庫-宮崎-6 要塞再整理及東京湾要塞施設復旧　修正計画要領　昭７ 参謀本部

文庫-宮崎-7 帝国国防方針　昭１１ 参謀本部

文庫-宮崎-8 帝国軍の用兵綱領　昭１１ 参謀本部

文庫-宮崎-9 帝国軍の用兵綱領　大１２ 参謀本部

文庫-宮崎-12 帝国陸軍国土防衛計画　昭１４ 参謀本部

文庫-宮崎-13 国土防衛計画訓令　昭１４年度　帝国陸軍　昭１３．９．２１ 参謀総長　載仁親王

文庫-宮崎-14 帝国陸軍作戦計画　昭１５ 参謀本部

文庫-宮崎-15 帝国陸軍作戦計画訓令　昭１５ 参謀本部

文庫-宮崎-16 帝国陸軍作戦計画要領　昭１５ 参謀本部

文庫-宮崎-17 帝国陸軍作戦計画　昭１６ 参謀本部

文庫-宮崎-18 帝国陸軍作戦計画訓令　昭１６ 参謀本部

文庫-宮崎-19
昭和１７年度に於ける帝国陸軍作戦計画に関する訓令　昭１７．
３．１０

参謀本部

文庫-宮崎-20 日英協商に関する書類綴　明３９．１２ 参謀本部

文庫-宮崎-21 日英新協約第７条に基く軍事協商に関する顛末書　明４０．３ 参謀本部



令和５年４月４日

文庫-宮崎-22 戦後陸軍軍備充実計画　明２９～３９．１０ 参謀本部

文庫-宮崎-23 満韓交通機関充備完成急務 参謀本部

文庫-宮崎-24 日英同盟新協約第７条協定事項覚書　明４０．８．３０ 陸軍省

文庫-宮崎-25 日露戦役回想談　明３７～３８ 陸軍中将　大島健一　等

文庫-宮崎-26 明治３７～３８年秘密日露戦史　第３巻　明３７．５．１～３７．６ 参謀本部

文庫-宮崎-27 日露協約　明４０．７．３０ 外務省

文庫-宮崎-28 日仏協約　明４０．６．１０ 外務省

文庫-宮崎-29 日露公表協約案　明４３．７．２９ 外務省

文庫-宮崎-30 日支陸軍共同防敵軍事協定　大７．５．２３ 陸軍省

文庫-宮崎-31 日英両国軍事関係書類　明３５．５．１４～３６．３．２０ 参謀本部次長　保管

文庫-宮崎-32_2 情報交換及謀略に関する　日独両軍取極（原文）　昭１３．１０．７ 参謀本部

文庫-宮崎-33 日英連合軍大作戦方針　明３５．５ 参謀本部

文庫-宮崎-34
第２撤兵期の前後．満洲に於ける　露国の行動に関する判断　明
３６．５

参謀総長　大山巖

文庫-宮崎-35 朝鮮問題解決に関する　大山参謀総長意見書　明３６．６ 参謀総長　大山巖

文庫-宮崎-36 日英新協約第７条に基ずく　軍事協商決議書　明４０．８．２７ 陸軍省

文庫-宮崎-37 陸軍拡張案　明３９ 参謀本部

文庫-宮崎-38 陸軍拡張案　明３９．２～３９．１２ 参謀本部

文庫-宮崎-40 我陸軍の戦後経営に関し参考とすべし一般の要件　明３８ 満洲軍総司令部

文庫-宮崎-41 満韓鉄道経営に関する意見書　明４２．９．２１ 参謀本部

文庫-宮崎-42 密偵「ランジー」に関する書類綴　明４２．７．１４～４２．８．２１ 外務省外務次官　石井菊次郎

文庫-宮崎-43 清国軍の集中並に其戦闘力に関する判断　明４３．８ 参謀本部第１部

文庫-宮崎-44 監軍設置・対清陸軍方針等綴　明４４．４ 参謀本部

文庫-宮崎-45 陸軍戦闘能力を増加するを要する議　明４４．７ 参謀本部

文庫-宮崎-46 南満洲応急用兵計画要領　明４４．４．１８ 参謀本部

文庫-宮崎-47 対清作戦計画　明４４．５．１３ 参謀本部第１部

文庫-宮崎-48 陸軍戦闘力増加の所以と朝鮮・満洲の輸送機関整備　明４４．５ 参謀本部

文庫-宮崎-49 朝鮮・満洲に於ける鉄道経営方策　明４４．５ 参謀本部

文庫-宮崎-50 軍備研究資料　明４４．７ 参謀本部

文庫-宮崎-51 陸軍作戦に関連すべき　海戦作戦に就ての研究　明４４．８ 参謀本部第２課

文庫-宮崎-52 対清作戦資料　清国軍集中判断　明４４ 参謀本部第２部

文庫-宮崎-53 ２個師団増設理由書　同所要額調　大１．１２．２３ 陸軍省軍務局

文庫-宮崎-54 浦塩要塞図入手顛末に関する綴　大１．８．７～８．１９ 参謀本部

文庫-宮崎-55 大正３年度師団増設案　不成立顛末の概要　大２．１２ 参謀本部

文庫-宮崎-56
陸軍大臣の帝国議会の質問に対する回答案に関し省部交渉顛末
大３．１

陸軍省軍務局

文庫-宮崎-57 露国陸軍大臣来東に関する件　大３．６．３～６．２５ 外務省

文庫-宮崎-58 帝国国防方針等策定顛末概要　明３９～４０ 陸軍少将　田中義一



令和５年４月４日

文庫-宮崎-59 海軍大臣事務管理問題顛末　大１０．１０ 陸軍省軍務局軍事課

文庫-宮崎-60 戦時総兵力決定に関する会議議事録　大１０．１０．１３ 参謀本部

文庫-宮崎-61 海軍軍備制限に関する元帥会議議事書類　大１１．３．３１ 参謀本部

文庫-宮崎-62 中国関係情報綴　参本第１部保管　昭６．７．７～６．８．２５ 支那駐屯軍司令部

文庫-宮崎-63 北支那関係情報綴（参本第１部保管）　昭６．６～６．９．１ 支那駐屯軍司令部

文庫-宮崎-64 満洲関係情報綴（参本第１部保管）　昭６．８．２１～６．８．２５ 関東軍参謀部

文庫-宮崎-65 竹田宮少佐使用雑書類綴　昭１５．５．３１～１６．２ 参謀本部第１部第２課

文庫-宮崎-66 支那事変関係重要記録　昭１２．７．１１～１５．３．３０ 第１復員局史実部

文庫-宮崎-67 大東亜戦争開戦経緯報告書　昭１５夏～１６．１２ -

文庫-宮崎-68 支那派遣軍対米作戦計画大綱　昭２０．６　策定 支那派遣軍総司令部

文庫-宮崎-69 支那派遣軍態勢概見図　昭２０．６．１～２０．８．１４ 支那派遣軍参謀部

文庫-宮崎-70 本土兵団配置図　昭２０ 大本営陸軍参謀部　第１部長

文庫-宮崎-71 終戦処理関係特別書類綴　昭２０．８．２１～２０．９．５
大本営陸軍参謀部　第１部長・
陸軍中将　宮崎周一　保管

文庫-宮崎-72 艦船喪失一覧図　付．終戦時海軍主要部隊位置　昭１６～２０ 第２復員省　総務局

文庫-宮崎-73 本土決戦関係兵備綴　昭２０．４．１～２０．６．２０ 大本営陸軍参謀部　第１部長

文庫-宮崎-74 最高戦争指導会議に関する決定綴　昭１９．８．４～１９．９．２９ 大本営陸軍部参謀　次長

文庫-宮崎-75 帝国戦争指導方針　昭１６．７．２０～１９．８．１９ 大本営陸軍参謀部　第１部長

文庫-宮崎-76 大本営　陸海軍部　陸海軍省　合同に関する資料綴　昭２０．３．３ 陸軍省参謀本部　主務者

文庫-宮崎-77
第２総軍・第１７方面軍．中部．中国．四国．西部．朝鮮．軍管区
部隊編制の概要　昭２０．７．１５

陸軍省軍事課　大本営陸軍部
第３課

文庫-宮崎-78 日「ソ」問題関係資料綴　昭１６．４．１３～１８．６．１９ 参謀次長　保管

文庫-宮崎-79 連合国との交渉に関する説明資料（案）　昭２０．８．２８
参謀本部第１部長　陸軍中将
宮崎周一

文庫-宮崎-80 大東亜戦争間重要政略施策概見表　昭１６．１１．１５～２０．６．８ 参謀本部第１部

文庫-宮崎-81 対連合国折衝経過　昭２０．９．３～９．１６ 陸軍省軍務局　軍務課

文庫-宮崎-82 陸軍航空部隊編制の概要　昭２０．９．２５ 陸軍省軍事課

文庫-宮崎-83 連合軍調査事項　昭２０．１０．２８～２０．１２．２２ 陸軍省軍務局軍務課

文庫-宮崎-84
米軍司令部の帝国作戦及戦争指導関係質問に対する回答　昭２
０．１１．１６

陸軍省

文庫-宮崎-85 宮崎部隊訓示．指示．課題報告等綴　昭１５ 宮崎大佐

文庫-宮崎-86 吉田部隊大隊長集合教育計画　昭１４．１２．１８ 宮崎大佐

文庫-宮崎-87 大隊長集合教育統裁記事　昭１４．１２ 宮崎大佐

文庫-宮崎-88 作戦要務令要綱説明　昭１５．１．６ 宮崎大佐

文庫-宮崎-89 陸軍大学校受験準備の参考　昭１５．２ 於．ハンダガイ　宮崎大佐

文庫-宮崎-90 対敵交渉経過　昭２０．８．１９～２０．９．４（其１） 陸軍省軍務局　軍務課

文庫-宮崎-91 対敵交渉経過　昭２０．８．１９～２０．９．４（其２） 陸軍省軍務局　軍務課

文庫-宮崎-92 第８９議会答弁資料　昭２０．１１ 陸軍省

文庫-宮崎-93 復員連絡局長等会同関係書綴　昭２１．９．４～２１．９．１８ 第１復員局史実調査部

文庫-宮崎-94 「シンガポール」処刑者遺言集（其の１） -



令和５年４月４日

文庫-宮崎-95 戦争調査会資料綴　昭２１．１．２１～２１．５．２５ 第１復員局史実部長

文庫-宮崎-96 日本敗戦の真因　昭２１ 第１復員局史実調査部　編

文庫-宮崎-97 日本敗戦の真因　昭２１．３ 陸軍中将　池田純久

文庫-宮崎-98 敵国日本 ヒュー・バイアス

文庫-宮崎-99 露帝国亜細亜経略の概観　昭２１　初秋 河邊　虎四郎

文庫-宮崎-100 西洋民族．米国　亜細亜進出に関する概要　昭２１．夏 河邊　虎四郎

文庫-宮崎-101 戦場体験記録　「降伏から帰還まで」　昭２０．８．１５～２４．１．２６ 岡村　寧次

文庫-宮崎-102 昭和２１年春頃を目途とする情勢判断　昭２０．７．１ 大本営陸軍部

文庫-宮崎-103 防御戦略及戦術に関する件回答　昭２０．３．３１ 第１復員局

文庫-宮崎-104 陸軍主要部隊長．参謀一覧表　昭２０．３ 参謀本部

文庫-宮崎-105 赤軍想定綴 -

文庫-宮崎-106
敵機械化兵団の特性並対機甲部隊戦闘（主として遭遇戦）上考慮
すべき主要着眼　昭和１１．５．１１

-

文庫-宮崎-107 日本樺太境界画定に関する　書類保管目録（書類２５件） -

文庫-宮崎-108
勅語及令旨と日支交渉　御沙汰書綴（含む明治３８年御沙汰書）
大正３～４年

-

文庫-宮崎-109 昭和７年度帝国陸軍作戦計画訓令　奉仰親裁 参謀総長

文庫-宮崎-110 部隊長口（示）達事項綴　昭和１５年度 宮崎大佐

文庫-宮崎-111 統帥並に之に関連する事項に就て -

文庫-宮崎-112 宮崎周一中将関係写真史料 -

文庫-宮崎-113 宮崎周一中将米国外交史研究ノート 宮崎周一

文庫-宮崎-114 昭和９年度第２学年授業備忘（ノート） 宮崎少佐

文庫-宮崎-115 陸軍大学校教官時代ノート 宮崎周一

文庫-宮崎-116 昭和１１年陸軍大学校教官時代ノート 宮崎周一

文庫-宮崎-117 武力戦的見地に基づく支那事変最高統帥の研究 参謀本部

文庫-宮崎-118 軍山・第１１軍司令部首脳写真等南昌攻略作戦 宮崎周一

文庫-宮崎-119 第６方面軍隷下第１１軍感状 -

文庫-宮崎-120 宮崎部隊宛書簡南昌・長沙地図 -

文庫-宮崎-121 北満兵棋研究 第１方面軍

文庫-宮崎-122 於ニウブリテン島ラバウル会走路我記 影佐禎和

文庫-宮崎-123 飯村穣講演録 久里浜保安隊幹部学校

文庫-宮崎-124 終戦時内地各軍配置 -

文庫-宮崎-125 東京裁判関係資料 -

文庫-宮崎-126 戦史室研究議題 -

文庫-宮崎-127 戦史室関係覚 -

文庫-宮崎-128 関東大震災画報 -

文庫-宮崎-129 陸軍大学校学生時代ノート１９２５年（大正１５年） 宮崎周一

文庫-宮崎-130 陸軍大学校教官時代ノート昭和８年 宮崎周一



令和５年４月４日

文庫-宮崎-131 昭和１０年陸軍大学校教官時代ノート 宮崎周一

文庫-宮崎-132 旅順攻略戦闘戦史ノート -

文庫-宮崎-133 南昌要図 -

文庫-宮崎-134 26i（歩兵第２６連隊）連隊作戦状況図 -

文庫-宮崎-135 支那事変額絵 陸軍省

文庫-宮崎-136 宮崎中将メモ 宮崎周一

文庫-宮崎-137 宮崎周一中将研究ノート 宮崎周一

文庫-宮崎-138 米海兵隊准将Griffithに対する応答 宮崎周一

文庫-宮崎-139 昭和１９年９月支那戦場『ト』号作戦図 支那派遣軍

文庫-宮崎-140 陸軍電探現況要図 -

文庫-宮崎-141_2 戦場回想 -

文庫-宮崎-142 南昌攻略作戦発起態勢写真 -

文庫-石割-1 支那派遣軍　１号作戦電報綴　自昭和１９．４．１～至１９．１２．２０ 総司令官　総参謀長

文庫-石割-2 第１３軍　第１１軍　浙?作戦関係電報綴 -

文庫-石割-3 支那派遣軍電報綴　昭和１８．１．４～１８．１２．８ 参謀本部

文庫-石割-4 支那事変陸戦概史（草稿）　昭和１５．２～１５．１１
大本営陸軍部　戦史編纂部長
陸軍中佐　石割平造

文庫-石割-5 支那事変陸戦概史（草稿）　昭和１５．２～１５．１１
大本営陸軍部　戦史編纂部長
陸軍中佐　石割平造

文庫-石割-6 支那事変陸戦概史（草稿）　昭和１５．２～１５．１１
大本営陸軍部　戦史編纂部長
陸軍中佐　石割平造

文庫-石割-7 支那事変陸戦概史（草稿）　昭和１４初頭～年末
大本営陸軍部　戦史編纂部長
陸軍中佐　石割平造

文庫-石割-8 支那事変陸戦概史（草稿）　昭和１４初頭～年末
大本営陸軍部　戦史編纂部長
陸軍中佐　石割平造

文庫-石割-9 支那事変陸戦概史（草稿）　昭和１４初頭～年末
大本営陸軍部　戦史編纂部長
陸軍中佐　石割平造

文庫-石割-10 支那事変陸戦概史－後方（草稿）　昭和１２．７．下～１３．１２．末
大本営陸運部　戦史編纂部長
陸軍中佐　石割平造

文庫-石割-11
昭和１４～１６年度　支那事変に於ける主要作戦の梗概　昭和１
７．１０．２０

参謀本部

文庫-石割-12 支那派遣軍電報綴　昭和１９．１．１～１９．１２．２６ 参謀本部

文庫-石割-13 上奏関係書類綴（支那関係）　昭１９．１．１０～１９．１１．２８ 参謀本部

文庫-石割-14 残務整理部の史実調査事項　昭和２１．７．２８ 第２０軍司令部

文庫-石割-15 支那軍の情況（原稿）　昭和１２．８．１０～１６．夏 大本営戦史部長

文庫-石割-16
支那事変より太平洋戦開始迄の日本の対外政策（原稿）　昭和１
２．８．２～１６．１１．２６

大本営戦史部

文庫-石割-17 大東亜戦争　陸軍．海軍．作戦地境　昭和１８．１０．３０以降 -

文庫-石割-18 戦時中の政局と生産（草稿）　昭和１８．９．１３～２０
大本営陸軍部　戦史編纂部長
石割中佐

文庫-石割-19 燃料参考資料　昭和１０．４ 陸軍省動員課

文庫-石割-20
支那事変　大東亜戦争　主要諸表（草稿）　昭和１２．７．７～２０．
８

大本営陸軍部　戦史編纂部長
陸軍中佐　石割平造

文庫-石割-21
支那事変　大東亜戦争　主要諸表（草稿）　昭和１２．７．７～２０．
８

大本営陸軍部　戦史編纂部長
陸軍中佐　石割平造

文庫-石割-22 支那建設に関する書類（原稿）　昭和１３．７～１６．５．２２ 大本営戦史部長

文庫-石割-23 中国方面作戦－支那派遣軍の統帥　昭和１８．８より終戦まで
大本営戦史部長　石割平造中
佐

文庫-石割-24 上奏関係書類綴　写　１／２　昭和１９．１～１９．１２ 大本営陸軍部
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文庫-石割-25 上奏関係書類綴　写　２／２　昭和１９．１～１９．１２ 大本営陸軍部

文庫-石割-26
石割平造記述史料　１０冊中の１　防衛総軍の作戦　自昭和１６．
７．１２～２０．８．下

-

文庫-石割-27
石割平造記述史料　１０冊中の２　本土防空航空総軍の作戦　自
昭和２０．４．８～至２０．８．中

-

文庫-石割-28
石割平造記述史料　１０冊中の３　本土防空航空総軍の作戦付録
決号作戦の各軍及直轄兵団の作戦準備　自昭和２０．４～至２０．
８

-

文庫-石割-29
石割平造記述史料　１０冊中の４　関東地区防空高射砲関係　自
昭和１６．７～至２０．８．３１

-

文庫-石割-30
石割平造記述史料　１０冊中の５　中部地区（京阪．東海）　防空
作戦飛行第１１師団　自昭和１７．５～至２０．８．１５

-

文庫-石割-31
石割平造記述史料　１０冊中の６　名古屋地区防空　高射砲関係
自昭和２０．３．２０～至２０．８．中

-

文庫-石割-32
石割平造記述史料　１０冊中の７　西部地区防空作戦　飛行第１２
師団の作戦　自昭和１９．６～至２０．８．１５

-

文庫-石割-33
石割平造記述史料　１０冊中の８　西部地区地上防空作戦　高射
砲第４師団　自昭和１６．６．２７～至２０．８．１５

-

文庫-石割-34
石割平造記述史料　１０冊中の９　北部軍の作戦　第５方面軍の
作戦　自昭和１９．１．上～至２０．９．２０

-

文庫-石割-35
石割平造記述史料　１０冊中の１０　朝鮮軍－第１７方面軍の作戦
自昭和２０．１～至２０．８．１１

-

文庫-石割-36 ５号作戦資料等綴　昭和１６．１０～１９．１２
大本営戦史部　陸軍中佐　石割
平造

文庫-石割-37 １号作戦関係資料　昭和１９．８．１０～１９．１０．１９ 大本営陸軍部第２課

文庫-石割-38 ５号作戦編成計画案　昭和１７．５．２０ 北支那方面軍司令部

文庫-石割-39 支那事変第４年原稿　昭和１５ 石割　平造

文庫-石割-40 資料諸表 -

文庫-石割-41 主要諸表　昭和１２～２０年 石割　史料

文庫-依託-1 関東軍及方面軍の統帥に関する意見 冨永　恭次

文庫-依託-2 関東軍第１３９師団の情況　昭和３１．１ 冨永　恭次

文庫-依託-3 北部仏印進駐作戦の真相　昭和３１．１ 冨永　恭次

文庫-依託-4 比島航空作戦の回顧 元第４航空軍司令官　冨永恭次

文庫-依託-5 アリユーシャン作戦の問題点
元北方軍司令官　陸軍中将　樋
口季一郎

文庫-依託-6 アツツ島の戦闘
元北千島要塞歩兵隊　陸軍軍
曹　岡田龍市

文庫-依託-7 アツツ島の戦闘
元船舶工兵第６連隊　陸軍上等
兵　池田春男

文庫-依託-8 アツツ島の戦闘
元独立野戦高射砲　第３３中隊
陸軍１等兵　原田秀雄

文庫-依託-9 「ソ連の対日作戦」参考資料 淺田　勇

文庫-依託-10
田中新一中将回想録　其の１　戦争第２期　第１章（１節（Ａ））～２
章（３節（Ａ）～（Ｄ））

-

文庫-依託-11 第１４．２方面軍　参謀長としての回想 元陸軍中将　佐久間亮三

文庫-依託-12
楊家峪における剿共戦　対共戦の経験　昭和１８．７．５～１９．１
０．１７

元陸軍少将　竹内安守

文庫-依託-13 比島特攻隊
元第４航空軍司令官　元陸軍中
将　冨永恭次

文庫-依託-14 京漢作戦第１期研究事項回答　昭和１９．４～１９．６
元独立工兵　第５９大隊長　森
立身

文庫-依託-15 歩兵第５７連隊のレイテにおける戦闘
元歩兵第５７連隊長　陸軍中将
宮内良夫

文庫-依託-16 京漢作戦に伴う鉄道部隊行動の概要 元鉄道第６連隊長　小玉鉄太郎

文庫-依託-17 アツツ島戦闘資料
元船舶工兵　陸軍１等兵　本田
博

文庫-依託-18 冨永恭次回想録　其１　１／３（大東亜戦争間における陸軍人事）
陸軍省人事局長　陸軍次官　陸
軍中将　冨永恭次

文庫-依託-19 ブナ転進作戦経過の概要（ギルワ部隊）
元独立混成第２１旅団参謀　陸
軍大佐　田中正司
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文庫-依託-20
京漢作戦における菊兵団の作戦（第６３師団）　昭和１９．１．１～１
９．１２．２１

第６３師団長　野副昌徳

文庫-依託-21 第６４師団戦史　其１　昭和１８．７．１～１９．５．２２ 元第６４師団参謀長　斉藤敏雄

文庫-依託-22
第１軍作戦主任　笹井参謀手記　昭和１９．６～２０．５　第１　イ号
作戦の回顧　第２　京漢作戦第１期における研究事項回答　第３
幕僚勤務について

笹井　寛一

文庫-依託-23 京漢作戦第１期研究事項回答　其１　昭和１９．４．１８
元第６９師団長　陸軍中将　三
浦忠次郎

文庫-依託-24 田中新一中将回想録　其２　戦争第２期　第２章４節（Ａ）～（Ｌ） -

文庫-依託-25
田中新一中将回想録　その３（戦争第２期・第３章自５節（Ａ）－
至６節（Ａ）－Ｂ）

-

文庫-依託-26 ビルマ作戦秘史　其１．其２ 中　永太郎

文庫-依託-27 ソ連の対日作戦 陸軍中佐　淺井勇

文庫-依託-28 ソ連の対日作戦　付図．付表 陸軍中佐　淺井勇

文庫-依託-29 南方軍の思い出　昭和１９．３～２０．６
南方軍総参謀長　陸軍中将　飯
村穣

文庫-依託-30 田中新一中将回想録　其４　戦争第２期　第４章７節（Ａ）　９節（Ｅ） -

文庫-依託-31
田中新一中将回想録　その５　戦争第２期第４章　１０節（Ａ）　１１
節（Ａ）－（Ｄ）　１２節（Ａ）－（Ｄ）

-

文庫-依託-32 京漢作戦第１期研究事項回答　其２　昭和１９．４．１８
元第６９師団長　陸軍中将　三
浦忠次郎

文庫-依託-33
イムパール作戦　第５４師団戦闘回想録　昭和１８．１０～１９．５．
７

第３１旅団第５４師団　陸軍中将
宮崎繁三郎

文庫-依託-34
ホランジャ敵上陸に伴う　第６飛行師団長の統帥に関する質疑回
答

元第４航空軍参謀長　陸軍少将
森本軍藏

文庫-依託-35 満洲国産業開発５ヶ年計画の史実 武内　昌次

文庫-依託-36 第６飛行連隊長　陸軍中佐広田一雄への質疑事項 広田　一雄

文庫-依託-37 陸軍中央航空情報勤務　昭和１８．２～２０．８ 陸航本部　足原武一

文庫-依託-38 第８飛行団長　青木喬陸軍少将への質疑回答（支那） -

文庫-依託-39 支那方面船舶部隊　昭和１２．７～２０．７ 上野　滋

文庫-依託-40 飛行場設定質問回答 山口　槌夫

文庫-依託-41 航空基地設定戦史資料 航本施設課部員　釜井中佐

文庫-依託-42 ビルマ作戦秘史　其４
元第１８師団長　陸軍中将　中
永太郎

文庫-依託-43 １号作戦．湘桂作戦　第１１軍の統帥
元第１１軍参謀長　陸軍少将
中山貞武

文庫-依託-44
第７飛行師団ニューギニアの戦闘　須藤栄之助陸軍中将への質
疑回答　其１

須藤　栄之助

文庫-依託-45 第７飛行師団ニューギニヤに於ける戦闘 元陸軍中将　須藤栄之助

文庫-依託-46 防空の回想　北島熊男陸軍中将への質疑回答 -

文庫-依託-47
高千穂部隊　バレテ作戦参加概況（第２挺進団　徳永賢治　陸軍
大佐への質疑回答）（比島）

-

文庫-依託-48 航空基地設定戦史資料（沖縄・支那・朝鮮方面）
第３２軍　第５航空軍参謀　釜井
中佐

文庫-依託-49
陸軍航空基地設定練習部　機械化設定隊の研究に関する戦史資
料

釜井耕輝中佐

文庫-依託-50 国際連盟脱退管見
元陸軍中将　松岡代表随員　土
橋勇逸

文庫-依託-51 第２部長時代の想出 元陸軍中将　土橋勇逸

文庫-依託-52
武装解除後の仏印統治　チモール防衛間の想出　－ポルトガル調
査団の来島－

第３８軍司令官　第４８師団長
土橋勇逸

文庫-依託-53
ビルマ作戦秘史　其５　－第１８師団－　昭和２０．２．中～２０．４．
９

第１８師団長　中永太郎

文庫-依託-54 第１６師団レイテ作戦記録　昭和１７．４～１９．１０
第１６師団歩兵第１６旅団長　高
野直満

文庫-依託-55 昭和１６年前半期の最高国策の補正 元陸軍大佐　石井秋穂
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文庫-依託-56 昭和１６年後半期の最高国策の補正 元陸軍大佐　石井秋穂

文庫-依託-57 関東軍内蒙古特務機関補佐官
元内蒙古特務機関長　陸軍中
佐　松井忠雄

文庫-依託-58 第３方面軍作戦記録　昭和２０．５～２０．８ 末弘　勇

文庫-依託-59 綏遠事件始末記
元内蒙古特務機関長　陸軍中
佐　松井忠雄

文庫-依託-60 南鳥島の守備について
元独立混成第１２連隊長　世應
純三

文庫-依託-61 対ソ作戦記録の補正 草地　貞吾

文庫-依託-62 アリューシャン作戦記録に対する補備 元陸軍中将　峯木十一郎

文庫-依託-63 太平洋戦争に於ける船舶輸送の研究　其１ 陸軍大佐　上野滋

文庫-依託-64 太平洋戦争に於ける船舶輸送の研究　其２ 陸軍大佐　上野滋

文庫-依託-65 ビルマ作戦史　其１ 元陸軍中将　田中新一

文庫-依託-66
帝国在郷軍人会仙台市東６番町分会　分会長手簿　昭和１７．７．
５～２０．８．１５

阿部　善四郎

文庫-依託-67 戦争決意に関する問題点 元陸軍中将　佐藤賢了

文庫-依託-68 湘桂作戦における　第１１軍統帥　第２号　第３号 元陸軍少将　中山貞武

文庫-依託-69 察東事変
元内蒙古特務機関長　松井忠
雄

文庫-依託-70 沖縄作戦に関する調査資料 元大本営陸軍参謀　馬渕新治

文庫-依託-71 陸戦兵器の全貌（１）　車両類 代表者　元陸軍中将　原乙未生

文庫-依託-72 陸戦兵器の全貌原稿（１）付録　運用車両類写真及記録 日本兵器工業会

文庫-依託-73 陸戦兵器の全貌（２）　工兵器材 代表者元陸軍大佐　桜井一郎

文庫-依託-74 陸戦兵器の全貌原稿（３）　船艇類 代表者元陸軍少将　田中収

文庫-依託-75
陸戦兵器の全貌原稿（３）付録　船艇類写真及構造図　ゆ　（陸軍
潜水艇）写真

日本兵器工業会

文庫-依託-76_2 陸戦兵器の全貌原稿（４）　風船爆弾と決戦兵器　け 代表者元陸軍少将　草場季喜

文庫-依託-77 陸戦兵器の全貌原稿（５）　電波兵器 代表者元陸軍大佐　佐竹金次

文庫-依託-78 陸戦兵器の全貌原稿（６）　通信兵器 代表者陸軍大佐　森村徹男

文庫-依託-79 陸戦兵器の全貌原稿（７）　秘密特殊研究 代表者元陸軍中将　篠田鐐

文庫-依託-80 陸戦兵器の全貌原稿（７）　秘密特殊研究 代表者元陸軍中将　篠田鐐

文庫-依託-81 陸戦兵器の全貌原稿（８）　兵器技術一般 代表者元陸軍中将　小池国英

文庫-依託-82 陸戦兵器の全貌（９）　兵器生産と軍需工業
代表者元陸軍中将　小須田勝
造

文庫-依託-83 比島における第２３師団の戦闘　昭和１９．１０．１１～２０．８．２０
元２３師団参謀長　陸軍少将
高津利正

文庫-依託-84 戦史例証　船舶輸送作戦原則の過去と現在 田尻　昌次

文庫-依託-85 第４軍の作戦準備及び作戦指導 元第４軍参謀　牧達夫

文庫-依託-86 ブラウン環礁エニワトク島の戦闘
元海上機動第１旅団第１大隊所
属　元陸軍兵長　久佛七郎

文庫-依託-87 ブラウン環礁エンチャビ島の戦闘
元海上機動第１旅団第３大隊所
属　元陸軍兵長　古川卓己

文庫-依託-88 大東亜戦に於ける　陸軍航空気象に関する戦史資料 元陸軍中佐　藤原増三郎

文庫-依託-89 空中勤務者の数的増強の概況について 西郷　従龍

文庫-依託-90 ヤルート島守備について
元南洋第１支隊第２大隊長　古
木秀策

文庫-依託-91
海上機動第１旅団の作戦について（クエゼリン島及ブラウン島の
戦闘）

元海上機動第１旅団副官　牧野
薫



令和５年４月４日

文庫-依託-92 大東亜戦争への道程　３　第１部　第２章　南方作戦準備 田中　新一

文庫-依託-93 第１６師団の比島進行作戦　昭和１６．５～１７．４．８
元第１６師団参謀長　陸軍少将
渡辺三郎

文庫-依託-94 ニューギニア作戦に関する戦訓 ７飛行師団長　須藤栄之助

文庫-依託-95 北方戦備 瀬島　龍三

文庫-依託-96 南方軍政日記　自昭和１６．１１～至１８．１ 元南方軍参謀　石井秋穂

文庫-依託-97 沖縄基地の航空特攻に関する戦史資料 ３２軍８飛行師団　神直道中佐

文庫-依託-98 第３８師団のスマトラ作戦　昭和１７．１．４～１７．１１中
３８軍参謀長　元陸軍少将　阿
部芳光

文庫-依託-99 重慶作戦に関する回答
元支那派遣軍　総参謀長　河辺
正三

文庫-依託-100 回想余録　大東亜戦争終末における第６方面軍の統帥について
元第１１軍参謀長　陸軍少将
中山貞武

文庫-依託-101 ガダルカナル従軍日記 佐々木　盛衛

文庫-依託-102 比島作戦備忘録　昭和１６．１１～１７．２．５
元第４８師団長　陸軍中将　土
橋勇逸

文庫-依託-103
ビルマ作戦秘史　其６　－第１８師団－　昭和２０．３．初～２０．１
２．末

第１８師団長　中永太郎

文庫-依託-104 佐藤賢了中将手記
陸軍省　軍務課長　軍務局長
陸軍中将　佐藤賢了

文庫-依託-105 支那事変及び大東亜戦争に於ける対支施策に就て　其１
支那派遣軍参謀　陸軍大佐　晴
気慶胤

文庫-依託-106 支那事変及び大東亜戦争に於ける対支施策に就て　其２ 支那派遣軍参謀　晴気慶胤

文庫-依託-107 近衞第２次内閣国策決定の経緯３国同盟成立当時の陸軍の立場 岩畔　豪雄

文庫-依託-108 大阪師管の防衛　本土決戦準備～終戦業務処理 元陸軍中将　高野直満

文庫-依託-109 大本営機密戦争日誌中　作戦関係事項 元陸軍中佐　瀬島竜三

文庫-依託-110 太平洋戦争に於ける船舶輸送の研究　其の４ 元陸軍大佐　上野滋

文庫-依託-111
ビルマ作戦史　緬甸方面軍参謀長回想録　昭和１９．９．中～２０．
１．中

ビルマ方面軍参謀長　陸軍中将
田中新一

文庫-依託-112
ビルマ作戦史　緬甸方面軍参謀長回想録　昭和２０．１．中～２０．
３．末

ビルマ方面軍参謀長　陸軍中将
田中新一

文庫-依託-113
ビルマ作戦史　緬甸方面軍参謀長回想録　昭和２０．３．末～２０．
４．末

ビルマ方面軍参謀長　陸軍中将
田中新一

文庫-依託-114 ビルマ作戦史　其２ 元陸軍中将　田中新一

文庫-依託-115 ビルマ作戦史　其３ 元陸軍中将　田中新一

文庫-依託-116 航空基地設定戦資料（北方方面） 釜井　耕輝

文庫-依託-117
大東亜戦争における船舶輸送の研究　昭和１９．９．３０～２０．３．
３

船司　船舶参謀　陸軍中佐　上
野滋

文庫-依託-118 第１６師団の比島戡定作戦に就て
第１６師団参謀長　陸軍少将
河添連

文庫-依託-119 対伯工作の思出　昭和１６．１２．１５～２０．４．２５
第１軍参謀　陸軍中佐　笹井貫
一

文庫-依託-120 ラバウル東西の線に於ける第８方面軍の戦闘
第１７師団参謀長　陸軍少将
笹路太郎

文庫-依託-121 北部仏印進駐の経緯
元南支那方面軍　参謀副長　佐
藤賢了

文庫-依託-122 第１５国境守備隊の戦闘 宮元　静雄

文庫-依託-123 陸軍航空通信保安長官　兼　大本営陸軍参謀在任間の所見 吉田　喜八郎

文庫-依託-124
歩兵第２７１連隊　第３大隊　綏芬河付近　陣地の戦闘（天長山．
清光台．靖国山．大日山．鹿鳴台）

陸軍中佐　宮元静雄

文庫-依託-125 蒙古工作と内蒙軍政府の実情　第１章　第２章 元内蒙特務機関長　松井忠雄

文庫-依託-126 比島捷号航空　第５飛行団史 飛行団長　小川小二郎

文庫-依託-127 稻田正純昭南日記　昭和１８．３～１８．９ -



令和５年４月４日

文庫-依託-128
大東亜戦争への道程　６　第２部．第１章（未完）＜北方解決の企
画　中止まで＞

田中　新一

文庫-依託-129 西原機関から見た　北部仏印進駐の真相
元西原機関高級参謀　小池龍
二

文庫-依託-130 日本で観たビルマ軍の生立 陸軍少将　澤本理吉郎

文庫-依託-131 軍の政治干与と国内情勢（前編） 陸軍大佐　牧達夫

文庫-依託-132 満州事変以后対蒙古施策の推移　第１章～第４章
元内蒙古特務機関長　陸軍中
佐　松井忠雄

文庫-依託-133
大東亜戦争への道程　第２部第１章（前承）（北方解決の企画中止
迄）

元陸軍中将　田中新一

文庫-依託-134
支那派遣軍総参謀長としての回答（対支新方針に関する事項）
昭１７．冬～１８．春

河辺　正三

文庫-依託-135 第１８師団歩兵第５５連隊　ビルマ作戦記録　昭和１７．３～１８．８
歩兵第５５連隊長　陸軍大佐
木庭大

文庫-依託-136 第１８師団　第５５連隊　馬来作戦誌
歩兵第５５連隊長　陸軍大佐
木庭大

文庫-依託-137 第１８師団　第５６連隊　ビルマ作戦記録　昭和１７．３～１８．２
歩兵第５６連隊長　陸軍少将
藤村益藏

文庫-依託-138 独立混成第１３２旅団の作戦（未完）
元第１２師団参謀　第１６軍参謀
宮元静雄

文庫-依託-139
衡陽攻略戦に於ける　第１１６師団第１３３連隊の戦闘　昭和１９．
６．２９～８．８

黒瀬平一大佐

文庫-依託-140 常徳作戦に於ける　第１１６師団第１３３連隊の戦闘経過概要 黒瀬　平一

文庫-依託-141 冨永恭次回想録　その２（大東亜戦争間陸軍人事明暗秘史）
陸軍省人事局長　第４航空軍
陸軍中将　冨永恭次

文庫-依託-141_2 冨永恭次回想録　その３　大東亜戦争間陸軍人事明暗秘史　付録
当時　陸軍省人事局長　参謀本
部　第１部長　陸軍中将　冨永
恭次

文庫-依託-142
大東亜戦争への道程　第２部（昭和１６．７．７～１６．１２．８）　第２
章（昭和１６．８．１２～１６．１２．８）

田中　新一

文庫-依託-143 特種情報回想記 元陸軍中佐　横山幸雄

文庫-依託-144
歩兵第５６連隊　「シンガポール」攻略戦　昭和１６．１２．８～１７．
２．１４

陸軍大佐　那須義雄

文庫-依託-145 稻田正純昭南日記　昭和１８．６．１７～１８．８．２７ 稻田　正純

文庫-依託-146 稻田正純昭南日記　昭和１８．８．２８～１８．１１．２４ 稻田　正純

文庫-依託-147 ビルマ進攻作戦間における　第３３師団作戦史 第３３師団参謀　岩田正孝

文庫-依託-148 太平洋戦争に於ける船舶輸送の研究（沖縄方面）其６ 元船舶参謀　上野滋

文庫-依託-149 太平洋戦争に於ける（北東方面）船舶輸送の研究　其５ 元船舶参謀　上野滋

文庫-依託-150 大東亜戦争への道程　１　第１部．第１章　仏印泰紛争調停 田中　新一

文庫-依託-151 大東亜戦争への道程　２　第１部．第１章．付録　其１　其２ 田中　新一

文庫-依託-152
大東亜戦争への道程　４　第１部　第３章　松岡訪欧　第４章　国
策混迷期

田中　新一

文庫-依託-153 大東亜戦争への道程　５　第１部　第５章　独ソ開戦の波紋 田中　新一

文庫-依託-154 第５５師団の作戦に関する回想（アキヤブ作戦）その２ 参謀長　久保宗治

文庫-依託-155
大東亜戦争への道程　９　第２部　第３章　昭和１６．７．１１～１２．
８

田中　新一

文庫-依託-156 第１３飛行師団の戦歴 陸軍中将　吉田喜八郎

文庫-依託-157 マレー作戦間における　山砲兵　第１８連隊　第１大隊　戦闘記録 大隊長　串戸守雄

文庫-依託-158 マレー作戦間における　安藤支隊の戦闘　其１ 安藤　忠雄

文庫-依託-159 マレー作戦間における　安藤支隊の戦闘　其２ 安藤　忠雄

文庫-依託-160 独立混成第１３２旅団の作戦（前承）
第１２師団参謀　第１６軍参謀
陸軍中佐　宮元静雄

文庫-依託-161 第１８師団幹部に与える訓示 第１８師団長　牟田口廉也

文庫-依託-162 マレー作戦における　山砲兵第１８連隊の戦闘 大隊長　鈴木重直



令和５年４月４日

文庫-依託-163 第１０３師団作戦経過の概要 師団長　村岡豊

文庫-依託-164 マレー作戦間に於ける　山砲兵第１８連隊の戦闘 連隊長　高須勝利

文庫-依託-165 第１９師団作戦経過の概要　昭和１９．１１．２０
第１９師団参謀　陸軍中佐　松
田要二

文庫-依託-166 馬来東海岸　佗美支隊作戦記録　第１巻 連隊長　那須義雄

文庫-依託-167 佗美支隊作戦記録（第２巻） 連隊長　那須義雄

文庫-依託-168 第１８師団マレー作戦記録 参謀　橋本洋

文庫-依託-169 日本敗戦の真因 河辺　正三

文庫-依託-170 敗戦の真因を探求して 飯田　祥二郎

文庫-依託-171 シンガポール攻略戦に於ける　安藤連隊の行動 安藤　忠雄

文庫-依託-172 大東亜戦争への道程　１０　第２部　第４章 田中　新一

文庫-依託-173 北支特別警備隊に関する問題点　第１部 大森　三彦

文庫-依託-174 ビルマ独立の回想 河辺　正三

文庫-依託-175 Ｂ２９の情報収集審査経過 航空総軍参謀　足原武一

文庫-依託-176 本土防空情報
元航空総軍参謀　陸軍中佐　足
原武一

文庫-依託-177
南部奥漢打通作戦における　歩兵第５７旅団の作戦経過の概要
昭和２０．１．１８～２．２８

歩兵第５７旅団長　陸軍少将
黒瀬平一

文庫-依託-178 北支特別警備隊に関する問題　第２部 大森　三彦

文庫-依託-179 蒙疆の兵要地誌的．特異性．其１　特務機関．其２ 矢野　光二

文庫-依託-180 第１００師団作戦資料 大野　吉弘

文庫-依託-181 芦溝橋事件等の述懐．其１　連隊長時代 牟田口　廉也

文庫-依託-182 現地航空部隊の情報組織体系と情報勤務 航空総軍参謀　足原武一

文庫-依託-183 第１８師団ビルマ作戦 橋本　洋

文庫-依託-184 第４飛行団戦闘経過　其の１ 陸軍中佐　足原武一

文庫-依託-185 第１３４師団の状況 末永　光夫

文庫-依託-186 第４飛行団戦闘経過　其の２ 陸軍中佐　足原武一

文庫-依託-187 マニラ防衛隊戦史 マニラ防衛参謀長　橋本洋

文庫-依託-188 第１９軍の濠北作戦　昭和１８．１．１５～２０．４ 第１９軍参謀　弘中辰夫

文庫-依託-189 北支における第１１０師団の治安粛正について
第１１０師団参謀　陸軍少将　中
村三郎

文庫-依託-190 レイテ作戦回想録　昭和１９．１０．１９～１９．１２．１８ 第３５軍参謀　小幡一喜

文庫-依託-191 南方戦記　第２部　ニューギニア日記　昭和１８．３～１９．４．１１
元第２野戦根拠地隊　司令官
稻田正純

文庫-依託-192 大東亜戦争への道程　１１　第２部第５章　其の１　其の２ 田中　新一

文庫-依託-193 陸軍航空部隊運用（思想典範令）関係の推移 岸本　重一

文庫-依託-194 青木副長の沖縄作戦回想 青木　喬

文庫-依託-195 沖縄作戦に於ける　陸海軍航空作戦協同に関する資料 第６航空軍参謀副長　青木喬

文庫-依託-196 比島進攻作戦に於ける　航空作戦の回顧 第１０独立飛行隊長　星駒太郎

文庫-依託-197 ノモンハン事件　第７２連隊の戦闘記録
元歩兵第７２連隊副官　濱田敏
夫

文庫-依託-198 大東亜戦争の初期に起きた奪還俘虜を取扱った一事例 森本　軍藏



令和５年４月４日

文庫-依託-199 東京よりマニラまで　昭和２０．５．４～２０．７．２２ 第１０３師団参謀長　岡本孝行

文庫-依託-200 東京よりマニラまで　昭和２０．５．４～２０．７．２２ 第１０３師団参謀長　岡本孝行

文庫-依託-201 レイテ作戦の回想録　其２　セブの巻 第３５軍参謀　小幡一喜

文庫-依託-202 てん緬公路援蒋軍需輸送停止　監視回顧　昭和１５ 陸軍少将　渡辺三郎

文庫-依託-203 兵器技術の進歩を中心とした編制推移の概要　其１ 元陸軍少将　山崎正男

文庫-依託-204 兵器技術の進歩を中心とした編制推移の概要　其２ 元陸軍少将　山崎正男

文庫-依託-205 南方戦記第２部ニューギニア日記　第２編　第６飛行師団長心得 元陸軍中将　稻田正純

文庫-依託-206 在独勤務５年間に於ける航空情報 陸軍中将　大谷修

文庫-依託-207 ビルマ作戦回想録　其の１ 第３３軍参謀　田中博厚

文庫-依託-208 ビルマ作戦回想録　其の２ 第３３軍参謀　田中博厚

文庫-依託-209
支那事変勃発直後の関東軍の動向及びチヤハル．綏遠作戦の経
緯

関東軍司令部付　陸軍中佐　松
井忠雄

文庫-依託-211 第２航空軍　対ソ航空作戦指導要綱 陸軍中将　原田宇一郎

文庫-依託-212 緬甸．泰．仏印に於ける　航空通信関係部隊の作戦 西垣　猪千郎

文庫-依託-213 第１０方面軍（台湾・沖縄）関係作戦回顧
第１０方面軍参謀　陸軍少佐
安藤正

文庫-依託-214 第２３軍司令官　田中久一中将関係資料
第２３軍副官　陸軍大尉　今永
英文

文庫-依託-215 第５７軍作戦計画の梗概　昭和２０．４．６～２０．８．１５ 第５７軍参謀長　吉武安正

文庫-依託-216 大東亜戦争作戦記録　其１　昭和１６．１２．８～１７．１．６ 参謀本部　田中新一

文庫-依託-217 軍務課二宮義清陸軍大佐回想録　昭和１６～２０ -

文庫-依託-218 ビルマ作戦の回想
第５４歩兵団長　陸軍少将　木
庭知時

文庫-依託-219 南方軍兵器技術指導班 大島　卓

文庫-依託-221 海上機動第２旅団の行動
元海上機動第２旅団長　陸軍中
将　玉田美郎

文庫-依託-222 占領直後の比島の軍政
元第１６師団参謀長　陸軍少将
渡辺三郎

文庫-依託-223 北支の回顧
元北支那方面軍参謀　陸軍大
佐　寒川吉溢

文庫-依託-224 浙東作戦概要
元第１３軍参謀　陸軍大佐　高
津利光

文庫-依託-225 昭和１１年頃の陸軍航空運用に就て 陸軍大佐　宮子実

文庫-依託-226 満洲事変の真相　其１
元関東軍参謀　陸軍中将　中野
良次

文庫-依託-227 陸軍航空軍備計画立案について　昭和１２～１４ 元陸軍大佐　宮子実

文庫-依託-228 湘桂作戦　軍直轄砲兵隊の桂林攻撃に於ける用法
元独立野戦重砲兵　第１５連隊
連隊長　佐々木孟久

文庫-依託-229 第１航空軍作戦記録　昭和３６．１２ 吉田　八郎

文庫-依託-230 満洲事変の真相　其２
元関東軍参謀　陸軍中将　中野
良次

文庫-依託-231 戦跡
元第１挺進団長　陸軍大佐　中
村勇

文庫-依託-232 塘沽停戦交渉の経緯 永津　佐比重

文庫-依託-233 鎧兵団（比島独立混合第６１旅団）戦史　其１ 陸軍少佐　亀本哲

文庫-依託-234 満洲事変の真相　補遺
元関東軍参謀　陸軍中将　中野
良次

文庫-依託-234_2 満洲事変の真相 陸軍中将・中野良次

文庫-依託-235 第２次ノモンハン事件における　戦車第４連隊の行動 玉田　美郎



令和５年４月４日

文庫-依託-237 大東亜戦争作戦記録　其２　昭和１７．１．６～１７．２．１２
参謀本部第１部長　陸軍中将
田中新一

文庫-依託-238 仏印処理
第３８軍司令官　陸軍中将　土
橋勇逸

文庫-依託-239 大東亜戦争作戦記録　昭和１７．２．１７～１７．３．１０　其３
参謀本部第１部長　陸軍中将
田中新一

文庫-依託-240 第１０５師団及び　独立混成第３３旅団概史 第１０５師団副官　藤田相吉

文庫-依託-241 一夕会と桜会
元陸軍省軍務局課員　陸軍中
将　土橋勇逸

文庫-依託-242 昭和１２年航空充備計画立案の経緯 陸軍中将　吉田喜八郎

文庫-依託-243 ドイツ総統本営の機密日誌はこうして残された 寺坂　精二

文庫-依託-244 中村震太郎少佐の殉職 元陸軍中将　佐久間亮三

文庫-依託-245 満洲の思い出　張作霖爆死事件 元陸軍中将　佐久間亮三

文庫-依託-246 熱河作戦回想　松室孝良大佐の遭難 元陸軍中将　佐久間亮三

文庫-依託-247 飛行第５戦隊の濠北作戦に就いて 元飛行第５戦隊長　山下美明

文庫-依託-248 南方軍輸送部隊の始末記　前編
元第３船舶輸送司令官　陸軍少
将　渡辺三郎

文庫-依託-249 南方軍輸送部隊の始末記　後編
元第３船舶輸送司令官　陸軍少
将　渡辺三郎

文庫-依託-250 南方軍輸送部隊の始末記　余録
元第３船舶輸送司令官　陸軍少
将　渡辺三郎

文庫-依託-251 張作霖爆死事件 元陸軍中将　川越守二

文庫-依託-252 大東亜戦争作戦記録　其４　昭和１７．３．１１～１７．４．２６
元参謀本部第１部長　陸軍中将
田中新一

文庫-依託-253 第２５軍マライ．スマトラ軍政における若干の資料
元第２５軍軍政部　警務部長
大谷敬二郎

文庫-依託-254
東京を中心とする治安防諜に関する資料　昭和１９．１１～終戦ま
で

元東部憲兵隊司令官　憲兵大
佐　大谷敬二郎

文庫-依託-255 第１６師団の大東亜戦争準備
元第１６師団参謀長　陸軍少将
渡辺三郎

文庫-依託-256 冀中作戦　昭和１７
元第１１０師団参謀長　陸軍少
将　中村三郎

文庫-依託-257 在満第２飛行集団の作戦準備の状況　昭和１５～１６ 陸軍中将　吉田喜八郎

文庫-依託-258 満洲国軍建設指導の思出（上）
元満洲国軍政部顧問　佐久間
亮三

文庫-依託-259 満洲国軍建設指導の思出（下）
元満洲国軍政部顧問　陸軍中
将　佐久間亮三

文庫-依託-260 大東亜戦争作戦記録　其５　昭和１７．４．２７～１７．５．２７ 元陸軍中将　田中新一

文庫-依託-261 日華事変の回想（上） 元陸軍少将　今井武夫

文庫-依託-262 支那事変前及び事変初期の船舶輸送 元陸軍少将　渡辺三郎

文庫-依託-263 浪速日記抄録（中部軍司令官時代） 元陸軍大将　河辺正三

文庫-依託-264 日華事変の回想（下）　１／２ 元陸軍少将　今井武夫

文庫-依託-265
航空通信保安長官の南方視察　機械化設定隊の編成派遣状況
昭１８．８～１９．１０

釜井　耕輝

文庫-依託-266 日華事変の回想（下）の続 元陸軍少将　今井武夫

文庫-依託-267 航空総軍時代の回想及び日記抄 元陸軍大将　河辺正三

文庫-依託-268 関特演前における　対ソ陸軍航空作戦計画について 河辺　忠三郎

文庫-依託-269 大東亜戦争作戦記録　其６　昭和１７．５．２９～１７．６．２６
元参謀本部第１部長　陸軍中将
田中新一

文庫-依託-270 大東亜戦争作戦記録　其７　昭和１７．６．２６～１７．７．２５
元参謀本部第１部長　陸軍中将
田中新一

文庫-依託-271 大東亜戦争作戦記録　其８　昭和１７．７．２７～１７．８．２６
元参謀本部第１部長　陸軍中将
田中新一

文庫-依託-272 航空用法．編制の発達記録 元陸軍大佐　井戸田　勇



令和５年４月４日

文庫-依託-273 南方戦記第３編　比島日記　其１ 稻田　正純

文庫-依託-274 南方戦記第３編　比島日記　其２ 稻田　正純

文庫-依託-275 南方戦記第３編　比島日記　其３ 稻田　正純

文庫-依託-276 開戦後１年間における　南方軍航空補給史 陸士３６期　永石正久

文庫-依託-277 大東亜戦争作戦記録　其９　昭和１７．８．２６～１７．９．２２ 元参謀本部第１部長　田中新一

文庫-依託-278 捷１号作戦間　木下第２飛行師団長　罷免事件について 元飛行第７５戦隊長　土井勤

文庫-依託-279 満洲事変の回顧 元陸軍中将　中野良次

文庫-依託-280
「関特演」間における　第１２師団及第３軍へ　対露作戦準備の概
要　昭和１５

元陸軍大将　河辺正三

文庫-依託-281 満洲日記　巻１（第１編．阿城日記） 元陸軍中将　稻田正純

文庫-依託-282 仏印処理の回想
元第３８軍参謀　陸軍大佐　林
秀澄

文庫-依託-283 １．関東軍の内蒙古工作に伴う満航の協力　２．満航の沿革 河井田　義匡

文庫-依託-284 飛行第７５戦隊　比島戦闘回想録 陸軍中佐　土井勤

文庫-依託-285 開戦前における　米国の知敵方策に関する考察　其１ -

文庫-依託-286 飛行第６０戦隊長の支那事変作戦参加の回顧 小川　小二郎

文庫-依託-287 蘆溝橋事件の再考
Ｊａｍｅｓ　Ｂ．Ｃｒｏｗｌｅｙ　新見政
一訳

文庫-依託-288 国土防衛の回想
元参謀本部第４課長　陸軍少将
吉武安正

文庫-依託-289 大東亜戦争作戦記録　其１０　昭和１７．９．２０～１７．１０．１５
元参謀本部第１部長　陸軍中将
田中新一

文庫-依託-290 国土防衛に関する資料　其１
元参謀本部　第４課員　陸軍大
佐　稻留勝彦

文庫-依託-291 暁部隊始末記　３分冊の１ 元船舶参謀　陸軍大佐　篠原優

文庫-依託-292 暁部隊始末記　３分冊の２ 元船舶参謀　陸軍大佐　篠原優

文庫-依託-293 暁部隊始末記　３分冊の３ 元船舶参謀　陸軍大佐　篠原優

文庫-依託-294 満洲日記　巻２（第２編．東安日記．其１　関特演） 元陸軍中将　稻田正純

文庫-依託-295 第２次世界大戦頃迄に於ける　ソ連軍建設及拡張に関する考察 -

文庫-依託-296 陸軍編制史　総目次 山崎　正男

文庫-依託-297 陸軍編制史　第１巻　第１編　陸軍の創設　第２編　陸軍組織 山崎　正男

文庫-依託-298
陸軍編制史　第２巻　第３編　日清戦争と編制　第４編　北清事変
第５編　日露戦争と編制

山崎　正男

文庫-依託-299
陸軍編制史　第３巻　第６編　支那事変を中心とする陸軍編制総
説

山崎　正男

文庫-依託-300
陸軍編制史　第４巻　第６編　支那事変を中心とする陸軍編制総
説

山崎　正男

文庫-依託-301
陸軍編制史　第５巻　第７編　軍司令部．方面軍司令官　総司令
部の編制装備

山崎　正男

文庫-依託-302
陸軍編制史　第６巻　第７編　軍司令部．方面軍司令官　総司令
部の編制装備

山崎　正男

文庫-依託-303
陸軍編制史　第７巻　第７編　軍司令部．方面軍司令官　総司令
部の編制装備　第８編　関東軍関係部隊の編制装備

-

文庫-依託-304 陸軍編制史　第８巻　第８編　関東軍関係部隊の編制装備 山崎　正男

文庫-依託-305 陸軍編制史　第９巻　第９編　師団の編制装備（つづき） 山崎　正男

文庫-依託-306 陸軍編制史　第１０巻　第９編　師団の編制装備（つづき） 山崎　正男

文庫-依託-307 陸軍編制史　第１１巻　第９編　師団の編制装備（つづき） 山崎　正男

文庫-依託-308 陸軍編制史　第１２巻　第９編　師団の編制装備（つづき） 山崎　正男



令和５年４月４日

文庫-依託-309
陸軍編制史　第１３巻　第１０編　独立混成旅団．それに準ずる部
隊の編制装備

山崎　正男

文庫-依託-310 陸軍編制史　第１４巻　第１１編　騎兵集団．戦車隊等の編制装備 山崎　正男

文庫-依託-311
陸軍編制史　第１５巻　第１２編　軍砲兵の編制装備　第１３編　要
地防衛部隊及要塞の編制装備

山崎　正男

文庫-依託-312 陸軍編制史　第１６巻　第１４編　軍工兵その他の編制装備 山崎　正男

文庫-依託-313 陸軍編制史　第１７巻　第１５編　兵站部隊の編制 山崎　正男

文庫-依託-314
陸軍編制史　第１８巻　第１５編　兵站部隊の編制　第１６編　特種
部隊の編制装備

山崎　正男

文庫-依託-315 陸軍編制史　第１９巻　第１７編　戦時編制及年度動員計画一般 山崎　正男

文庫-依託-316 陸軍編制史　第２０巻　第１８編　動員及復員下令 山崎　正男

文庫-依託-317
陸軍編制史　第２１巻　第１９編　大東亜戦の作戦資材準備　第２
０編　軍需工業動員関係事項

山崎　正男

文庫-依託-318
濠北方面土井飛行　第７５戦隊長の戦闘指揮　付　石志大尉のマ
ル攻撃　ムミ不時着脱出

土井　勤

文庫-依託-319 満洲日記　巻３　第２編　東安日記．其２（関特演） 元陸軍中将　稻田正純

文庫-依託-320 満洲日記　巻４　第２編　東安日記．其３（関特演） 元陸軍中将　稻田正純

文庫-依託-321 陸軍航空の教育用兵概観 元陸軍少将　青木喬

文庫-依託-322 国土防衛に関する資料　其の２
元参謀本部第４課員　陸軍大佐
稻留勝彦

文庫-依託-324 国土防衛に関する資料　其３ 元陸軍大佐（３９期）　稻留勝彦

文庫-依託-325 熱河作戦以後の満軍指導と蒙古工作（綏東事件） 元満軍指揮官　煙草谷平太郎

文庫-依託-326 鉾田教導飛行師団．第２６飛行団　本土決戦準備回想録 土井　勤

文庫-依託-327 海防から防空へ　昭和２．３～１２．８ 元陸軍中将　稻田正純

文庫-依託-328 レイテ作戦の回想録　其３　ミンダナオの巻 元陸軍大佐　小幡一喜

文庫-依託-329 北東方面作戦の回想
元北部軍参謀　陸軍中佐　新井
健

文庫-依託-330 河南省に於ける政務関係資料
元新郷特務機関長　河野又四
郎

文庫-依託-331 開戦前における米国の知敵方策に関する考察　其２ -

文庫-依託-332 開戦前における米国の知敵方策に関する考察　其３ -

文庫-依託-333 河南省における政務関係資料
元新郷特務機関長　陸軍大佐
河野又四郎

文庫-依託-334 北支方面軍の政務　昭和１９．９～２０．４
元北支方面軍　第３課長　陸軍
中佐　神崎長

文庫-依託-335 戦争指導の見地よりする在独勤務間の所見　２分冊の１
元日独伊３国同盟　軍事委員
陸軍中将　大谷修

文庫-依託-336 戦争指導の見地よりする在独勤務間の所見　２分冊の２
元日独伊３国同盟　軍事委員
陸軍中将　大谷修

文庫-依託-337 満洲に於ける飛行場設定の推移まで　満洲事変～昭和１５ 釜井　耕輝

文庫-依託-338
１．編成期関東軍特種情報部について　２．昭和１９年９月の第２
航空軍特情について

深井　英一

文庫-依託-339 石門地区治安工作の回想 元陸軍大佐　加島武

文庫-依託-340 阿巴?及包頭機関の諸工作について 竹原　潔

文庫-依託-342 騎兵集団の包頭地区治安粛正行動
元騎兵集団参謀　陸軍大佐　米
原喜與

文庫-依託-343 大東亜戦争における陸軍航空燃料整備
元陸軍省整備局課員　陸軍技
術少佐　高橋健夫

文庫-依託-346 天津地区における行政指導 元陸軍少将　大本四郎

文庫-依託-347 大東亜戦争　ゲリラ戦に対する体験
元歩兵第１０８旅団　第３２師団
長　石井嘉穂

文庫-依託-348 独立野砲兵第１１連隊　治安戦史資料（厚和）
元独立野砲兵連隊長　陸軍中
佐　乾新治



令和５年４月４日

文庫-依託-349 独立歩兵第１３連隊概史（北支の部） 林　隆一

文庫-依託-350 大東亜戦争　霊邱地区（第２６師団）の治安粛正
元独立歩兵第１２連隊　第７中
隊長　亀田清之

文庫-依託-351 独立歩兵第１３連隊史資料　其１
元独立歩兵第１３連隊　歩兵砲
隊　中島藤吉

文庫-依託-352 独立歩兵第１３連隊史資料　其２
元独立歩兵第１３連隊　歩兵砲
隊長　中島藤吉

文庫-依託-353 独立歩兵第１３連隊史資料　其３
元独立歩兵第１３連隊　歩兵砲
隊長　中島藤吉

文庫-依託-354 独立歩兵第１３連隊史資料　其４
元独立歩兵第１３連隊　歩兵砲
隊長　中島藤吉

文庫-依託-355 独立歩兵第１３連隊史資料　其５
元独立歩兵第１３連隊　歩兵砲
隊長　中島藤吉

文庫-依託-356 治安工作の回想
元第６３師団歩兵第６７旅団長
陸軍少将　柳勇

文庫-依託-357
大東亜戦争　京漢作戦　第６３師団　歩兵第６７旅団長としての回
想

柳　勇

文庫-依託-358
支那事変　第４８師団　歩兵第４７連隊長としての回想（福州攻略
戦を含む）

柳　勇

文庫-依託-359 大東亜戦争　南方軍野戦造兵廠について
元南方軍野戦造兵廠　総務部
長　林雅樹

文庫-依託-360 蒙疆回顧録　その１～その３
元独立混成第２旅団　独立歩兵
第４大隊長　堤赳

文庫-依託-362 支那事変．大東亜戦争　第１６軍岡崎参謀長の日記の（メモ）抜萃
元第１６軍参謀長　陸軍中将
岡崎清三郎

文庫-依託-363 独立歩兵第１３連隊資料　其の６
元独立歩兵第１３連隊　歩兵砲
隊長　中島藤吉

文庫-依託-364 独立歩兵第１３連隊資料　其の７
元独立歩兵第１３連隊　歩兵砲
隊長　中島藤吉

文庫-依託-365 独立歩兵第１３連隊資料　其の８
元独立歩兵第１３連隊　歩兵砲
隊長　中島藤吉

文庫-依託-366 独立歩兵第１３連隊資料　其の９
元独立歩兵第１３連隊　歩兵砲
隊長　中島藤吉

文庫-依託-367 独立歩兵第１３連隊資料　其の１０
元独立歩兵第１３連隊　歩兵砲
隊長　中島藤吉

文庫-依託-368 独立歩兵第１３連隊資料　其の１１　昭和１８．１．１～１９．１．７
元独立歩兵第１３連隊　歩兵砲
隊長　中島藤吉

文庫-依託-369 独立歩兵第１３連隊資料　其の１２
元独立歩兵第１３連隊　歩兵砲
隊長　中島藤吉

文庫-依託-370 満洲．支那事変～大東亜戦争　陸軍気象部史　その１ 藤原増三郎　述

文庫-依託-371 支那事変記録　其１　自昭和１２．４～１２．７．２６ 元陸軍中将　田中新一

文庫-依託-372 支那事変～大東亜戦争　政務関係事項の思い出 加治　武雄

文庫-依託-373 支那事変　包頭地区騎兵第１３連隊史資料　昭和１３．７～１５．７ 小原　一明

文庫-依託-374 支那事変　蒙疆に於ける治安粛正の回想 河野　省介

文庫-依託-376 陸軍気象発達の概況 元陸軍大佐　藤田晴三

文庫-依託-377 陸軍気象発達の概況 元陸軍少将　能登久

文庫-依託-378 開戦前における　米国の知敵方策に関する考察　其４ -

文庫-依託-379 対中共戦回想
元第５９．６５師団参謀　折田貞
重

文庫-依託-380 大東亜戦争（南東方面）　サラワケット越え 元第５１師団参謀　岩永寳

文庫-依託-381 戦場体験記録　第２編　漢口から南京　昭和１９．８～２０．８
第６方面軍　支那派遣軍　司令
官時代　岡村寧次

文庫-依託-382 戦場体験記録　第３編　北京３年　昭和１６．７～１９．７
元北支方面軍司令官　岡村寧
次

文庫-依託-383 戦場体験記録　第４編　武漢攻略前後　昭和１３．６～１５．３ 元第１１軍司令官　岡村寧次

文庫-依託-384 戦場体験記録　第５編　昭和７．８～１３．６
満洲前編　関東軍参謀副長　満
洲後編　第２師団長　岡村寧次

文庫-依託-385
大東亜戦争　山東省における第５９師団　第４３軍の教育訓練につ
いて

松田　祐武

文庫-依託-386 仙頭地域の占領地行政
元第２１軍参謀　陸軍少将　大
本四郎



令和５年４月４日

文庫-依託-388 爆撃隊に関する小川少将回想 元陸軍少将　小川小二郎

文庫-依託-389 宮崎方面．第１５６師団の作戦準備　昭和２０．４～終戦迄
護西兵団参謀長　陸軍大佐　高
橋忠道

文庫-依託-392 支那における諸工作　－特に防共軍に関する諸問題－ 煙草谷　平太郎

文庫-依託-393 第２航空軍情報勤務の概要 元陸軍少佐　間野卓爾

文庫-依託-394 陣中追想録（山東省時代） 田副　正信

文庫-依託-395 参謀本部勤務時代の記録 元陸軍中将　遠藤三郎

文庫-依託-396 大東亜戦争（本土）　阿蘇兵団　第１線大隊長としての回想
元歩兵第２０６師団　第５１０連
隊　第１大隊長　橋口通夫

文庫-依託-397 大東亜戦争（本土）　第８６師団の作戦準備　付図
元歩兵第８６師団　作戦主任
高橋忠道

文庫-依託-398 大東亜戦争（本土）　第８６師団の作戦準備　昭和１９．７～２０．４
元歩兵第８６師団　作戦主任
高橋忠道

文庫-依託-399 蒙疆の治安粛正に関する記録　昭和１４．１．２１～１５．３．１５ 田中　新一

文庫-依託-400 支那事変記録　其２　昭和１２．７．２７～１２．９．１８ 元陸軍中将　田中新一

文庫-依託-402 支那事変記録　其３　昭和１２．９．２０～１２．１１．９ 元陸軍中将　田中新一

文庫-依託-403 支那事変記録　其の４　昭和１２．１１．１１～１３．２．１７ 元陸軍中将　田中新一

文庫-依託-404 歩兵第１１０師団　第１６３連隊の北支対共治安戦史 浜坂　進

文庫-依託-405 支那事変記録　其の５　昭和１３．２．１７～１３．６．５ 元陸軍中将　田中新一

文庫-依託-406 治安軍（北支）の創設育成と北支治安上の諸問題について
元北支那方面軍　軍事顧問部
部長　永津佐比重

文庫-依託-407 ラバウル方面　第１７船舶航空廠の戦闘 大久保　致

文庫-依託-408 支那事変　冀東地区の治安粛正（歩兵第２７師団） 元陸軍中佐　乃美五六

文庫-依託-409 支那事変記録　其の６　昭和１３．６．６～１３．８．１ 元陸軍中将　田中新一

文庫-依託-410 支那事変記録　其の７　昭和１３．８．２～１３．１０．２１
元軍事課長　陸軍中将　田中新
一

文庫-依託-411 治安対策の教訓的回想（北支）　３分冊の１　昭和１６．５～２０．５ 元陸軍少将　皆藤喜代志

文庫-依託-412 治安対策の教訓的回想（北支）　３分冊の２　昭和１６．５～２０．３ 元陸軍少将　皆藤喜代志

文庫-依託-413 治安対策の教訓的回想（北支）　３分冊の３　昭和１６．５～２０．３ 元陸軍少将　皆藤喜代志

文庫-依託-414 支那事変記録　其の８　昭和１３．１０．２３～１４．２．８ 元陸軍中将　田中新一

文庫-依託-415
治安軍（北支）の創設育成と北支治安上の諸問題（補遺）　昭和１
３．７～１６．３

元陸軍中将　永津佐比重

文庫-依託-416
蘆溝橋事件勃発後に於ける第２部　特に第７課の動向とその情勢
判断に関する追憶記（前編）

元陸軍中将　永津佐比重

文庫-依託-417
蘆溝橋事件勃発後に於ける第２部　特に第７課の動向とその情勢
判断に関する追憶記（後編）

元陸軍中将　永津佐比重

文庫-依託-418 常陸教導飛行師団　昭和２０年６月頃における防空戦闘の概況 梼原　秀見

文庫-依託-419 山下ミッションの一員　梼原中佐の行動 梼原　秀見

文庫-依託-420 陸軍航空通信発達の概況 衣笠　勤二

文庫-依託-421 大野武城少将回想録　昭１２．１１～１３．４
元北支那方面軍参謀　大野武
城

文庫-依託-422
独立混成第１５旅団長　長谷川美代次少将日記（北支那．燕京道
の治安粛正）

元陸軍中将　長谷川美代次

文庫-依託-423 陸軍軍服の沿革　其１（明治の巻） 柴田　鉦三郎

文庫-依託-424 陸軍軍服の沿革　其２（大正．昭和の巻） 柴田　鉦三郎

文庫-依託-425 騎兵第４旅団行動概要（隴海線帰徳付近）　昭和１７．８～１９．３ 小原　一明

文庫-依託-426
歩兵第２３１連隊　宜昌付近防御戦闘に関する記　昭和１７．１０～
２０．３

梶浦　銀次郎



令和５年４月４日

文庫-依託-427 インドシナの回想　昭和４３．１ 元第２１師団参謀　伊藤知可士

文庫-依託-428
有明作業隊による内之浦臨時要塞の構築（有明作業隊長の回想
録）

元陸軍中将　三嶋義一郎

文庫-依託-429 独立混成第５４旅団　編成作戦記録　昭和１９．６～２０．１０ 花田　彌壽良

文庫-依託-430 国土防衛に関する資料　その４　昭和１８．１１．３０～１９．５．３ 元東部軍参謀　稻留勝彦

文庫-依託-431 大本営陸軍第１部長時代の回想録　昭和１７．１２～１８．１０ 綾部　橘樹

文庫-依託-432 第３５軍レイテ作戦の総括補備　昭１９．１０．１７～２０．４．２１ 元第３５軍参謀　友近美晴

文庫-依託-433 本土防衛（東北方面）の回想手記　昭１９．１１～２０．８
元留守（第２師団参謀　第１４２
師団）陸軍少佐　畝本正己

文庫-依託-434 第８飛行師団の回想　昭和１９．６～２０ 元陸軍大佐　岸本重一

文庫-依託-435
インパール作戦前後のビルマ方面の航空作戦　昭和１８．８～１
９．５

元飛行第５師団参謀　緒方奨

文庫-依託-437
独立混成第３０旅団　第１００師団　行動概要　昭和１９．１～終戦
時

原田　次郎

文庫-依託-438 第３航空軍作戦指導の実相　その１　昭和１７．６～２０．８ 第３航空軍参謀　高瀬七郎

文庫-依託-439 第３航空軍作戦指導の実相　その２　昭和１７．６～２０．８
第３航空軍　参謀　陸軍少佐
高瀬七郎

文庫-依託-440 歩兵第２３１連隊史　１／２　昭和１４．８～１６．１０
歩兵第２３１連隊長　梶浦銀次
郎

文庫-依託-441 歩兵第２３１連隊史　２／２　昭和１６．８～２０．８ 梶浦　銀次郎

文庫-依託-442
国土防衛に関する資料（東部軍関係）其の５　昭和１９．５．３～１
９．１２．１２

当時　東部軍参謀　稻留勝彦

文庫-依託-443
第１次第２次長沙作戦　戦闘概要に関する回想記　昭和１６．８～
１７．１．１５

歩兵第２３４連隊　副官　久枝卓
夫

文庫-依託-444 第５方面軍　作戦関係資料　昭和２０．１１～１２．３１
元第５方面軍　参謀　陸軍中佐
田熊利三郎

文庫-依託-445
第４師団第１次長沙作戦　経過概要　昭和１６．８．２０～１６．１０
末

元第４師団参謀長　吉田茂登彦

文庫-依託-446 第１次長沙作戦の回想　昭和１６．９．１０～１６．１０．１
元第４０師団第２３５連隊　第６
中隊長　鷹尾敦中尉

文庫-依託-447 第５方面軍作戦関係資料　補遺　昭２０．１．５～２０．８．５
元第５方面軍　参謀　田熊利三
郎

文庫-依託-448 第５方面軍特種情報部　業務記録　昭和１９．５．１～２０．４．４ 元陸軍大佐　太田軍藏

文庫-依託-449 満洲事変前史
元関東軍司令部付　陸軍中将
佐久間亮三

文庫-依託-450 第８独立警備隊　室蘭防衛の回想　昭和２０．３．８～２０．９．下
元第８独立警備隊長　陸軍少佐
大山柏

文庫-依託-451 北方軍作戦関係資料　昭和１８．５．２４～１８．１２．３１ 田熊利三郎

文庫-依託-452 飛行第６１戦隊の戦闘状況　昭和２０．２．１～２０．７．２ 新富　正清

文庫-依託-453 香港工作の回想　昭和１４．１０～１６．末 元支那派遣軍参謀　岡田芳政

文庫-依託-454 北方軍特種情報部　業務記録　昭和１８．６．１～１９．４．２９ 陸軍大佐　太田軍藏

文庫-依託-455 北部軍樺太通信所　業務記録　昭和１６．１．６～１８．５．３１ 元樺太通信所長　太田軍藏

文庫-依託-456
第３航空作戦地域内　軍紀風紀の実相　昭和１８．７．１～１８．１０
末

第３航空軍参謀　高瀬七郎

文庫-依託-458 開戦前後の南方気象関係作戦準備　昭和１２．夏～１７．３
元参謀本部付　陸軍気象部員
小田博正

文庫-依託-459 中国における捕虜体験　昭和１５．８～２１．５
元第１飛行集団参謀　陸軍少佐
山田信治

文庫-依託-460
陸軍航空の施設．飛行演習．事故等の記録　明治４２～大正１２．
１０．４

元陸軍教導飛行師団　司令部
小川小二郎

文庫-依託-461 陸軍航空の教育状況　明治～大正
元陸軍教導　飛行師団司令部
付　陸軍少将　小川小二郎

文庫-依託-462
インパール作戦準備時期の第３航空軍作戦指導　昭和１８．１０～
１９．２

元第３航空軍参謀　高瀬七郎

文庫-依託-463 陸軍航空創設期の主として教育状況 原田　二郎

文庫-依託-464 香港攻略戦の回想　歩兵第２２９連隊の戦闘
元歩兵第２２９連隊長　陸軍少
将　田中良三郎



令和５年４月４日

文庫-依託-465 第１２軍の治安　昭和１７．８．４～１９．３
元第１２軍参謀　陸軍大佐　折
田正男

文庫-依託-466
独立混成．第３０旅団．第１００師団行動　概要補遺　比島ダバオ
地区各部隊行動概要　昭和１９．１～２０．９

元独立混成第３０旅団長　第１０
０師団長　原田次郎

文庫-依託-467 中央航空路部隊の状況　昭和１９．８～２０．８
元中央航空路部長　陸軍少将
田中誠三

文庫-依託-468 岐阜陸軍航空整備学校の状況　昭和１７．４～２０．８．２０
元初代校長　陸軍少将　田中誠
三

文庫-依託-469
インパール作戦開始前後の第３航空軍の作戦指導　昭和１９．２．
２０～１９．４．３０

元第３航空軍参謀．少佐　高瀬
七郎

文庫-依託-470 陸軍超重爆の幻影　昭和６～１３ 小川小二郎

文庫-依託-471
第１次長沙作戦の回想録　歩兵第４５連隊第１大隊の戦闘　昭和
１６．９．３～１６．１０．１０

元陸軍中佐　松村辰雄

文庫-依託-472 第２次長沙作戦の回想録　歩兵第４５連隊　第１大隊の戦闘
元歩兵第４５連隊　第１大隊長
松村辰雄

文庫-依託-473 樺太安別国境防衛の回想
元歩兵第１２５連隊　第６中隊第
３小隊長　村上壽雄

文庫-依託-474
独立混成第９旅団　第２次長沙作戦経過の概要　昭和１６．１１～
１７．１

岡本　孝行

文庫-依託-475 第１軍政務（経済）関係　昭和１７～１８年
元山西省特務機関　経済課長
田辺新之

文庫-依託-476
中原会戦における第３６師団　歩兵第２２３連隊第２大隊　戦闘記
録　昭和１６．３．２１～１６．６．２

元陸軍中佐　田辺新之

文庫-依託-477
インパール進攻間の第３航空軍作戦指導　昭和１９．５．１～１９．
６．末

第３航空軍参謀　高瀬七郎

文庫-依託-478
第５師団．坂本支隊の台児荘付近戦闘の回想　昭和１３．３～１
３．４

元陸軍中佐　松井忠雄

文庫-依託-479 第１０６師団の徳安付近戦闘の回想　昭和１３．９～１３．１０ 元陸軍中佐　松井忠雄

文庫-依託-480 中支戦陣回顧　－追憶と断想－　昭和４５．２ 元第１３軍参謀　三品隆以

文庫-依託-481 北部軍．北方軍．第５方面軍　特種情報部業務記録　補遺
当時第５方面軍特殊情報部　陸
軍大佐　太田軍藏

文庫-依託-482 比島決戦時における飛行第２０戦隊の戦闘　昭１８．１１～１９．１２ 元陸軍大尉　大里常

文庫-依託-483 陸軍航空．技術史の問題点
元陸軍航空本部　技術部長．中
将　絵野澤静一

文庫-依託-484 北．中支一体化問題　昭和１８～１９
元北支那方面司令部第３部　大
東亜省南京大使館　田辺新之

文庫-依託-485 特攻作戦の指揮に任じたる軍司令官としての回想　昭和４４．８．７ 元第６航空軍司令官　菅原道大

文庫-依託-486 第６航空軍司令官天号作戦に関する回答　昭和１９．１０．１６～ 元第６航空軍司令官　菅原道大

文庫-依託-487 陸軍作戦計画における航空運用　昭和５～６ 元陸軍少将　森本軍藏

文庫-依託-488 航空総軍の本土決戦準備　昭和１９．３～２０．８
元航空総軍司令部　総務課長
宮子実

文庫-依託-489 騎兵第６連隊　高見正一大尉回想録（１）　昭和１７．８～１９．２ -

文庫-依託-490 南西方面陸軍作戦史（後半）　昭和２０．１～２０．４
元第７方面軍参謀長　陸軍中将
綾部橘樹

文庫-依託-491 方面軍及軍飛行隊の用法　昭和４．春～５
元参謀本部　作戦課　航空班
森本軍藏

文庫-依託-492 飛行第３３戦隊　第２次比島作戦記　昭和１９．１０～１９．１２ 生井清大尉

文庫-依託-493 第３航空軍の作戦　昭和１９．７～１９．８ 元第３航空軍参謀　高瀬七郎

文庫-依託-494 第３航空軍の作戦指導　昭和１９．９
元第３航空軍参謀　高瀬七郎少
佐

文庫-依託-495 第２次長沙作戦回想録　昭和１６．１２．１７～１７．３．２
元第４師団　歩兵第２３６連隊第
３中隊長　六車秀質

文庫-依託-496 陸軍航空の補給整備関係資料
元航空本廠　第３部長　荒川安
藏

文庫-依託-497 藤原史朗従軍回想録　昭和１８．３～２０．９
元第１７師団　参謀部　兵長　藤
原史朗

文庫-依託-498 第３航空軍の作戦　昭和１９．１０ 元第３航空軍参謀　高瀬七郎

文庫-依託-499 第３航空軍の作戦指導　昭和１９．１０．２８～１９．１１．２７ 元第３航空軍参謀　高瀬七郎

文庫-依託-500
東部ニューギニア方面　野砲兵第２６連隊の飛行場設定　その１
昭和１８．１～１８．５

元陸軍少佐　森田大平



令和５年４月４日

文庫-依託-501 戦車第１１連隊　行動記録概要　昭和１９．２．１３～２０．９．５
元戦車第１１連隊　第２中隊　陸
軍軍曹　飛岡繁美

文庫-依託-502 フィンシハーフェン戦回想　昭和１７．１１～１８．１１
当時野砲兵２６連隊中隊長　陸
軍大尉　堀内信男

文庫-依託-503 樺太特務機関の沿革　昭和１７．４．１０～１８．８
当時機関長　陸軍大佐　齊藤浩
三

文庫-依託-504 東部ニューギニア柳川挺進攻撃隊　その１
元歩兵第６６連隊　中隊長　柳
川茂

文庫-依託-505 陸軍航空後方作戦準備に関する資料　昭和１７～２０ 元第１７方面軍参謀　植弘親孝

文庫-依託-506 満洲事変後の航空軍需工業指導　其１　昭和６．８～１１．３
元陸軍省整備局課員　森本軍
藏

文庫-依託-507 陸軍航空機関整備勤務の反省　大正１４．５～昭和２０．６ 元京都航燃所長　綿谷忠太郎

文庫-依託-508 南西方面陸軍作戦史　昭２０．５～２０．８
元第７方面軍．参謀長　綾部橘
樹

文庫-依託-509
東部ニューギニア方面．野砲兵第２６連隊の飛行場設定　その２
昭１８

元野砲兵第２６連隊　第３大隊
長　森田大平

文庫-依託-510 第３航空軍の作戦指導の実相　昭１９～２０ 元第３航空軍参謀　内藤進

文庫-依託-511 南西方面陸軍作戦史　昭和２０．８～２０．９ 元第７方面軍参謀長　綾部橘樹

文庫-依託-512 満洲事変後の航空軍需工業の指導　其２　昭和６．８～１１．３
元陸軍省整備局課員　森本軍
藏

文庫-依託-513 第９飛行師団の作戦指導の実相　昭和１９．１．４～１９．１０．９ 元第９飛行師団参謀　黒川信夫

文庫-依託-514 飛行第３３戦隊の戦闘記録　昭和１７．８～２０．１ 元陸軍少佐　生井清

文庫-依託-515 独国航空工業の調査導入 元航本駐独監督官　飯島正義

文庫-依託-516 飛行場設定に関する問題の一側面　昭和１８．４～２０．８
元飛行場設定　練習部付　今村
博純

文庫-依託-517 第３航空軍作戦指導の実相　その２　昭２０．７．１８～２０．９．５
元第３航空軍参謀　陸軍中佐
内藤進

文庫-依託-518 陸軍航空最初の落下傘降下と同器材の研究　大正９～昭和１６
元気球隊兼航本部員　飯島正
義

文庫-依託-519 ９３式双単軽混合装備の軽爆中隊の編制と戦闘　昭和２～２０
元独立飛行第１１中隊長　前島
美佐男

文庫-依託-520 北海道礼文島　陸軍特設警備．第３０９中隊等の作戦準備 礼文島分とん地司令　宏田正

文庫-依託-521 独立飛行第１８中隊の成都捜索　昭和１９．６．１５～１９．９．２０
元独立飛行第１８中隊長　兒玉
眞一

文庫-依託-522
日比支隊（捜索第１６連隊）の作戦　ルソン島．アンバヤン河谷地
区　昭和１９．９～２０．６

元捜索第１６連隊長　日比知

文庫-依託-523 南西方面陸軍作戦史　昭和２０．５～２０．８ 元第７方面軍参謀　綾部橘樹

文庫-依託-524
司令部偵察隊の誕生と支那事変初期の活動　昭和１２．７．１５～
１４．５．７

臨時独立飛行第１中隊長　陸軍
航空大尉　大室孟

文庫-依託-525 航空兵站の本質並沖縄失陥直後の陸軍航空作戦構想
元第６航空軍．陸軍少将　青木
喬

文庫-依託-526 伊式重爆と飛行第１２戦隊の中国派遣　昭１２．７～１４．６
元飛行第１２戦隊　第２中隊長
栗原賀之

文庫-依託-527 航空技術研究所等在任４年余の回顧と随想　昭和１１～２１．６ 元陸軍中佐　横井準次郎

文庫-依託-529 檮原秀見中佐の戦闘飛行訓練．用法経験　重戦闘機論 檮原　秀見

文庫-依託-530 東部ニューギニア　柳川挺進攻撃隊　その２　昭和２０．３～２０．５
元歩兵第６６連隊　中隊長　柳
川茂

文庫-依託-531 陸軍４号軍備計画（案）の大綱　昭和１８年以降 元関東軍参謀　水町勝城

文庫-依託-532 空に捧げた２０年（航空教育の状況）其１　大正１３．４～昭１４．４
元航空部員　陸軍中佐　山崎武
治

文庫-依託-533
空に捧げた２０年　其２（飛行第９０戦隊の戦闘）　昭和１４．８～１
７．８

元第２５飛行団参謀　陸軍中佐
山崎武治

文庫-依託-534
空に捧げた２０年　其３（航空本部の民間指導）　昭和１７．９～２
０．１

元第２５飛行団参謀　山崎武治

文庫-依託-535
空に捧げた２０年　其４（第２５飛行団の南方作戦状況）　昭和２０．
１～２１．２

元第２５飛行団参謀　山崎武治

文庫-依託-538
河南作戦における特種情報部の活動　昭和１９．２．上～１９．６．
上

元支那派遣軍　特種情報部　平
尾治

文庫-依託-539 船舶航空廠と対戦車砲装備の司偵機について
元陸軍航空本部部員　陸軍少
佐　旗生孝



令和５年４月４日

文庫-依託-540 陸軍飛行機審査の体験　昭和１１．４～１７．１２
元航空技術研究所　飛行課長
甘粕三郎

文庫-依託-541 陸軍航空の軍備と運用　昭和１２～１６
元参謀本部部員　陸軍中佐　宮
子実

文庫-依託-542 南方自活木製機計画資料　昭和１９～２０ 元陸軍司政官　井上眞六

文庫-依託-543
独立飛行第８７中隊付　吉田穆陸軍中尉回想録　昭和１６．８．中
～１７．７．５

吉田　穆

文庫-依託-544 陸軍航空軍備　昭和１５～１６ 元航本部員　佐藤勝雄

文庫-依託-545 航空監督官の業務の内容 元航本．陸軍少将　飯島正義

文庫-依託-546 支那事変回想録（第３章）　１／２　昭和１２～１３ 陸軍大佐　井本熊男

文庫-依託-547 支那事変回想録（第３章）２／２　昭和１３～１４ 元陸軍大佐　井本熊男

文庫-依託-548 航空戦史の研究教育の実績　昭和４８．１
元陸軍大学校教官　陸軍中佐
青木喬

文庫-依託-549 支那事変回想録　第１章　１／２　明治１年～昭和５ 元陸軍大佐　井本熊男

文庫-依託-550 支那事変回想録　第１章　２／２　昭和６～１２ 元陸軍大佐　井本熊男

文庫-依託-551 航空作戦要綱改訂の経緯　その作戦思想の背景
元航空本部員　陸軍大佐　渡辺
行夫

文庫-依託-552 参謀本部航空戦備指導の内面　昭和１６～２０
元参謀本部員　陸軍大尉　高木
作之

文庫-依託-553 飛行第６４戦隊戦闘記録　昭和１８．４．３～１９．３．１６ 元陸軍少尉　伊藤直之

文庫-依託-554 機上電波警戒機の活動状況　昭和１９．６～２０．２
元独立飛行第３１中隊　陸軍大
尉　守山弘文

文庫-依託-555 陸軍航空教育戦史資料　その１ 元陸軍中佐　井戸田勇

文庫-依託-556 精神教育より見る航空兵一部隊長の回想　昭和１２～２０
元陸軍航空総監　陸軍中将　菅
原道大

文庫-依託-557 陸軍戦闘隊の空中戦闘教育訓練の変遷　大正８～昭和２０
元明野飛行学校　教官　陸軍中
佐　梼原秀見

文庫-依託-558 陸軍飛行場と設定設備　明治４２～昭和２０
元航空飛行場設定部員　陸軍
少佐　今村博純

文庫-依託-559
西部軍直協飛行隊の編制と戦闘（独立飛行第４４中隊）　昭１７．１
０～２０．４．２８

元独立飛行第４４中隊長　陸軍
中佐　江口一男

文庫-依託-560 航空特種情報戦史　大正１０～昭和２０
元航特情班長　陸軍少佐　窪田
英夫

文庫-依託-561 アイタベ作戦参加概要　昭和１９．３～１９．８
元野砲兵第２６連隊　第１大隊
第３中隊　大畠正彦

文庫-依託-562 陸軍飛行場と設定整備　その２
元陸軍航空飛行場設定練習部
陸軍少佐　今村博純

文庫-依託-563 陸軍気象史　明治８～昭和２０
元陸軍中央気象部員　陸軍少
佐　中川勇

文庫-依託-564
大久保致陸軍中佐　航空技術偵察回顧録　１／３　昭７．３～８．
３．１５

大久保　致

文庫-依託-565
大久保致陸軍中佐　航空技術偵察回顧録　２／３　昭和１２．７．１
５～１３．１２．１

大久保　致

文庫-依託-566
大久保致陸軍中佐　航空技術偵察回顧録　３／３　昭和１３．１２．
１８～２０．８．１５

大久保　致

文庫-依託-567 陸軍飛行場と設定整備　その３
元陸軍航空飛行練習部　陸軍
少佐　今村博紀

文庫-依託-568 野戦気象第１大隊気象勤務の回想　昭和１６．１０～１８
元野戦気象第１大隊長　武藤武
治

文庫-依託-569 陸軍飛行場の設定整備　その４ 今村　博純

文庫-依託-570 アレキサンダー山系地区の戦闘記録　昭和１９．８～２１．１ 大畠　正彦

文庫-依託-575 ニューギニア航空作戦　補給兵站に関する回想　昭和４８．１２ 金子　倫介

文庫-依託-576 陸軍航空作戦基盤における航空路勤務　昭和１５～２０ 岡本　豪

文庫-依託-577 陸軍航空の特質と教訓 田中　倭文

文庫-依託-578
大東亜戦争決意における作戦的成算判断の問題点　昭和１５．
５．７～１６．１２．上

高山　信武

文庫-依託-579 日本陸軍の派閥とその抗争 元陸軍中将　谷田勇
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文庫-依託-580 騎兵第６連隊　高見正一大尉回想録（２）昭和１９．３～２０．８ 元陸軍大尉　高見正一

文庫-依託-581 陸軍雷撃隊誕生までの教育訓練　昭和１６．３～１９．７
浜松陸軍飛行学校　陸軍少佐
高橋猛

文庫-依託-582 陸軍航空の生涯に対する総合観察　明治４３～昭２０
元陸軍航空総監．中将　菅原道
大

文庫-依託-583 第４飛行師団の比島航空作戦回想　昭１９．５．下～２０．８ 元陸軍少佐　辻秀雄

文庫-依託-584 陸軍航空施設（除　飛行場設定）　大正８～昭和２０
元陸軍航空飛行場設定　練習
部　今村博純

文庫-依託-585 陸軍航空における地上勤務
元陸軍航空飛行場設定　練習
部．少佐　今村博純

文庫-依託-586 陸軍の教育　概説　明治１～２６
元教育総監部課長　陸軍大佐
中島義雄

文庫-依託-587
陸軍の教育　中央の教育機構　幹部の教育（補充学校）　明治１
～２６

教育総監部．第３課長　吉田元
久

文庫-依託-588
陸軍の教育　幹部の教育（実施学校）　典範令の編纂　国民教育
の関係　明治１～２６年

元陸軍中佐　天野良英

文庫-依託-589
陸軍の教育　軍隊．精神教育とその関連事項．検閲及び観兵　明
治１～２６

元陸軍中佐　和田盛哉

文庫-依託-590 陸軍航空通信　明治４２～昭和２０ 元第４航空軍．参謀　岡本豪

文庫-依託-591 第６飛行師団　作戦終末の真相　昭和１９．２～２１．６
元第６飛行師団　陸軍中佐　家
次芳蔵

文庫-依託-592 陸軍航空整備教育の問題点　昭和９～２０
元第６飛行師団　陸軍中佐　家
次芳蔵

文庫-依託-593 第５飛行師団の輸送　昭和１８～１９
元第５飛行師団　参謀部付　橋
本政雄

文庫-依託-594
ビルマ派遣　第５２飛行場大隊戦闘記録　昭和１６．１２．１０～２
０．８．１５

元第５２飛行場大隊長　橋本政
雄

文庫-依託-595 第５飛行師団．航空基盤の総括的戦訓
第５飛行師団　参謀長　鈴木崇
之

文庫-依託-596 第５飛行師団．航測．対空無線の運用　昭和１６．８～２０．８
元第３１対空無線隊長　川名安
博大尉

文庫-依託-597 ビルマ作戦第５飛行師団管下航空修理廠活動状況記事 元陸軍少佐　彦坂佐太郎

文庫-依託-598 ゲリラ戦とは何か　昭和６．９．１８～２０．１．２
元満洲国軍事部．上校　中川成
作

文庫-依託-599
陸軍の教育　概説　第３章（日清戦争とその後の教育）　明治２７
～４５

元陸軍大佐　中島義雄

文庫-依託-600
陸軍の教育　中央の教育機構　幹部の教育（補充学校）　明治２７
～４５

元教総第３課長　陸軍大佐　吉
田元久

文庫-依託-601
陸軍の教育　幹部の教育　典範令の編纂　国民教育の関係　明治
２７～４５

元教育課員　天野良英

文庫-依託-602
陸軍の教育　軍隊．精神．教育とその関連事項検閲及び観兵　明
治２７～４５

元教総課員　陸軍中佐　和田盛
哉

文庫-依託-603 陸軍飛行学校　部隊の教育訓練状況　昭和１．１２～１８．７ 前島　美佐男

文庫-依託-604 陸軍航空の軍備と用法に関する短見　昭和５０．７ 橋本　秀信

文庫-依託-605 陸軍の教育　概説　大正１～１５ 中島　義雄

文庫-依託-606
陸軍の教育　中央教育機構　幹部の教育（補充学校）　大正１～１
５

吉田　元久

文庫-依託-607
陸軍の教育　幹部教育（実施学校）　典範令の編さん　国民教育と
の関連　大正１～１５

天野　良英

文庫-依託-608
陸軍の教育　軍隊．精神教育とその関連事項検閲及び観兵　大正
１～１５

和田　盛哉

文庫-依託-609
マレー・比島作戦気象勤務の回想と所見　昭和１６．７．１８～１８．
８

元陸軍少佐　村岡廣勝

文庫-依託-610 陸軍航空基地設定思想の変遷　１／２ 元陸軍少佐　釜井耕輝

文庫-依託-611 陸軍航空基地設定思想の変遷　２／２ 元陸軍少佐　釜井耕輝

文庫-依託-612 陸軍航空本部史　３　昭和１２ 秋山　紋次郎

文庫-依託-613
陸軍の教育　昭和時代の陸軍の軍隊教育の精神教育及び検閲観
兵　昭和１～１１

和田　盛哉

文庫-依託-614
陸軍の教育　昭和時代の陸軍の軍隊教育の精神教育及び検閲観
兵　２／２　昭和１～１１

和田　盛哉

文庫-依託-615
陸軍の教育　昭和時代の陸軍の実施学校．典範令の編纂及び国
民教育との関係　１／２　昭和１～１１

天野　良英
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文庫-依託-616
陸軍の教育　昭和時代の陸軍の実施学校．典範令の編纂及び国
民教育との関係　２／２　昭和１～１１

天野　良英

文庫-依託-617
陸軍の教育　昭和時代の陸軍の中央教育機構及び補育学校　１
／２　昭和１～１１年

吉田　元久

文庫-依託-618
陸軍の教育　昭和時代の陸軍　中央教育機構及び補育学校　２／
２　昭和１２～１５

吉田　元久

文庫-依託-619 各種学校等の教育状況　昭和１３～２０ 古賀　三市

文庫-依託-620 モントゴメリイ戦史（１） 元１等陸佐　山崎重武

文庫-依託-621 陸軍航空の操縦教育について　昭和５６．１．８ 佐藤　勝雄

文庫-依託-622 モンゴメリイ戦争史（２） 山崎　重武

文庫-依託-623 モンゴメリイ戦争史（３） 山崎　重武

文庫-依託-624 モンゴメリイ戦闘史　４ 山崎　重武

文庫-依託-625 ２種類の戦争と２つの命題 井門　満明

文庫-依託-626 独ソ戦におけるドイツ軍のモスクワ攻撃 高畠　次郎

文庫-依託-627 用兵思想史の研究方法について 淺野　祐吾

文庫-依託-628 ドイツ空軍の再軍備 井上　冨士雄

文庫-依託-629 支那事変・大東亜戦争間の師団編合の変遷 山下　義之

文庫-依託-630 航空戦史研究上の指導事項について　「航空戦史研究の眼」 松田　正雄

文庫-依託-631 シベリア横断鉄道に関する歴史的考察について 有馬　精一

文庫-依託-632 情報戦からみた真珠湾攻撃前夜の研究　１／３ 能　泰

文庫-依託-633 情報戦からみた真珠湾攻撃前夜の研究　２／３ 能　泰

文庫-依託-634 情報戦からみた真珠湾攻撃前後の研究　３／３ 能　泰

文庫-依託-635 日本の陸軍・海軍の体質とその人事教育 末國　正雄

文庫-依託-636 南海支隊作戦資料 豊福　徹夫

文庫-依託-637 第３３警備大隊　根室防衛の回想　昭和１８．１２～２０．３ 陸軍少佐　大山柏

文庫-依託-638 私が参加した日米交渉 岩畔　豪雄

文庫-千代田史料-1
第１軍陣中日誌　巻１　（１）軍司令部　（２）参謀部　（３）砲兵部
（４）工兵部　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-2
第１軍陣中日誌　巻２　（１）軍医部　（２）監督部　明治２７～２８年
役

-

文庫-千代田史料-3
第１軍陣中日誌　巻３　臨時混成旅団兵站監部の１　明治２７～２
８年役

-

文庫-千代田史料-4
第１軍陣中日誌　巻４　臨時混成旅団兵站監部の２　明治２７～２
８年役

-

文庫-千代田史料-5
第１軍陣中日誌　巻５　臨時混成旅団兵站監部の３　明治２７～２
８年役

-

文庫-千代田史料-6 第１軍陣中日誌　巻６　第５師団兵站監部　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-7 第１軍陣中日誌　巻７　第１軍兵站監部の１　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-8 第１軍陣中日誌　巻８　第１軍兵站監部の２　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-9 第１軍陣中日誌　巻９　第１軍兵站監部の３　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-10 第１軍陣中日誌　巻１０　第１軍兵站監部の４　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-11 第１軍陣中日誌　巻１１　第１軍兵站監部の５　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-12 第１軍陣中日誌　巻１２　第１軍兵站監部の６　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-13 第１軍陣中日誌　巻１３　第１軍兵站監部の７　明治２７～２８年役 -
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文庫-千代田史料-14 第１軍陣中日誌　巻１４　第１軍兵站監部の８　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-15 第１軍陣中日誌　巻１５　第１軍兵站監部の９　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-16
第１軍陣中日誌　巻１６　第１軍兵站監部の１０　明治２７～２８年
役

-

文庫-千代田史料-17
第１軍陣中日誌　巻１７　第１軍兵站監部の１１　明治２７～２８年
役

-

文庫-千代田史料-18
第２軍陣中日誌　巻１　（１）軍司令部　（２）軍医部　（３）監督部
明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-19 第２軍陣中日誌　巻２　（１）兵站監部　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-20
第２軍陣中日誌　巻３　（１）兵站監部　（２）兵站監督部　明治２７
～２８年役

-

文庫-千代田史料-21 第１師団陣中日誌　巻１　（１）師団司令部　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-22 第１師団陣中日誌　巻２　（１）軍医部　（２）監督部　（３）混成旅団（蓋平派遣）　（４）歩兵第１旅団司
令部　（５）歩兵第１連隊　（６）同第１大隊　（７）同第２大隊　（８）同第３大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-23 第１師団陣中日誌　巻３　（１）歩兵第１５連隊　（２）同第１大隊　（３）同第２大隊　（４）同第３大隊
（５）歩兵第２旅団司令部　（６）歩兵第２連隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-24 第１師団陣中日誌　巻４　（１）歩兵第２連隊第１大隊　（２）同第２大隊　（３）同第３大隊　（４）歩兵第
３連隊　（５）同第１大隊　（６）同第２大隊　（７）同第３大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-25
第１師団陣中日誌　巻５　（１）騎兵第１大隊（２）野戦砲兵第１連隊（３）同第１大隊（４）同第２大隊
（５）同第３大隊（６）同第３中隊（７）同第４中隊（８）同第５中隊（９）同第６中隊（１０）臨時徒歩砲兵第
１連隊第１大隊（１１）同第２大隊（元第１軍予備砲廠）明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-26
第１師団陣中日誌　巻６　（１）臨時徒歩砲兵第２連隊（２）同第１大隊（３）同第２大隊（４）臨時旅順口
要塞砲兵隊（５）旅順口諸砲台監視隊（６）工兵第１大隊（７）同第１中隊（８）同第２中隊（９）輜重兵第
１大隊　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-27
第１師団陣中日誌　巻７　（１）衛生隊（２）小架橋縦列（３）大架橋縦列（４）弾薬大隊（５）同第１歩兵
弾薬縦列（６）同第２歩兵弾薬縦列（７）同第３歩兵弾薬縦列（８）同第４歩兵弾薬縦列（９）同第１砲兵
弾薬縦列（１０）同第２歩兵弾薬縦列（１１）同第３砲兵弾薬縦列（１２）第１兵糧食縦列（１３）第２兵糧

-

文庫-千代田史料-28
第１師団陣中日誌　巻８　（１）第１野戦病院（２）第２野戦病院（３）第１野戦電信隊（４）臨時攻城砲廠
第１縦列（５）同第２縦列（６）臨時攻城工廠第１縦列（７）同第２縦列（８）独立野戦電信隊（９）同半部
（１０）白砲中隊（１１）同砲廠部　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-29
第１師団陣中日誌　巻９　（１）第１野戦砲廠（２）第１砲廠監視隊（３）第１輜重監視隊（４）第２輜重監
視隊（５）第３輜重監視隊（６）患者輸送部（７）衛生予備員（８）衛生予備廠（９）後備歩兵第１連隊（１
０）同第１大隊（１１）明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-30
第１師団陣中日誌　巻１０　（１）後備歩兵第１連隊・第２大隊（２）同第２連隊（３）同第１大隊（４）同第
２大隊（５）後備歩兵第１大隊（６）後備工兵第１中隊（７）同第２中隊（８）臨時東京湾守備隊　明治２７
～２８年役

-

文庫-千代田史料-31 第２師団陣中日誌　巻１　（１）師団司令部　（２）軍医部　（３）監督部　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-32 第２師団陣中日誌　巻２　（１）歩兵第３旅団司令部　（２）歩兵第４連隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-33 第２師団陣中日誌　巻３　（１）歩兵第４連隊第１大隊　（２）同第２大隊　（３）同第３大隊　明治２７～２
８年役 -

文庫-千代田史料-34 第２師団陣中日誌　巻４　（１）歩兵第１６連隊　（２）同第１大隊　（３）同第２大隊　（４）同第３大隊　明
治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-35 第２師団陣中日誌　巻５　（１）歩兵第４旅団司令部　（２）混成第４旅団監督部　（３）同衛生事務所
（４）歩兵第５連隊　（５）～（７）同第１大隊～第３大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-36 第２師団陣中日誌　巻６　（１）歩兵第１７連隊　（２）～（３）同第１大隊～第２大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-37
第２師団陣中日誌　巻７　（１）歩兵第１７連隊第３大隊（２）騎兵第２大隊（３）野戦砲兵第２連隊（４）
同第１大隊（５）～（６）同第１～第２中隊（７）同第２大隊（８）～（９）同第３～第４中隊　明治２７～２８
年役

-

文庫-千代田史料-38 第２師団陣中日誌　巻８　（１）野戦砲兵第２連隊第３大隊（２）工兵第２大隊（３）～（４）同第１～第２
中隊（５）独立工兵中隊（６）輜重兵第２大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-39 第２師団陣中日誌　巻９　（１）衛生隊（２）同第１中隊（３）同第２中隊（４）小架橋縦列（５）大架橋縦列
（６）弾薬大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-40
第２師団陣中日誌　巻１０　（１）弾薬大隊歩兵第１縦列（２）～（４）同第２～第４縦列（５）弾薬大隊砲
兵第１縦列（６）～（７）同第２～第３縦列（８）第１野戦病院（９）第２野戦病院（１０）第２野戦電信隊
明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-41 第２師団陣中日誌　巻１１　（１）野戦砲廠（２）砲廠監視隊（３）野戦工兵廠（４）～（６）第１～第３輜重
監視隊（７）～（８）第１～第２兵站糧食縦列（９）患者輸送部（１０）衛生予備員　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-42 第２師団陣中日誌　巻１２　（１）衛生予備廠（２）後備歩兵第４連隊（３）～（４）同第１～第２大隊（５）
後備歩兵第５大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-43 第２師団陣中日誌　巻１３　（１）留守師団司令部（２）軍医部（３）留守歩兵第４旅団司令部（４）歩兵
第４連隊補充大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-44 第２師団陣中日誌　巻１４　（１）歩兵第５連隊補充大隊（２）歩兵第１７連隊補充大隊（３）騎兵第２大
隊補充中隊（４）工兵第２大隊補充中隊（５）輜重兵第２大隊補充中隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-45 第３師団陣中日誌　巻１　（１）師団司令部（２）軍医部（３）監督部（４）監督部元山支部（５）監督部黄
州支部　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-46 第３師団陣中日誌　巻２　（１）歩兵第５旅団司令部（２）歩兵第６連隊（３）～（５）同第１～第３大隊
明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-47 第３師団陣中日誌　巻３　（１）歩兵第１８連隊（２）～（４）第１～第３大隊（５）同第１１中隊（朔州枝隊）
（６）同第１２中隊（雲山枝隊）　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-48 第３師団陣中日誌　巻４　（１）歩兵第６旅団司令部（２）歩兵第７連隊（３）～（５）同第１～第３大隊
明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-49 第３師団陣中日誌　巻５　（１）歩兵第１９連隊（２）～（４）同第１～第３大隊（５）騎兵第３大隊　明治２
７～２８年役 -
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文庫-千代田史料-50
第３師団陣中日誌　巻６　（１）野戦砲兵第３連隊（２）～（４）同第１～第３大隊（５）工兵第３大隊（６）
同第１中隊（釜山京城間道路修繕の為め派遣）（７）同第２中隊（大孤山分遣）（８）同第１中隊（蓋平
分遣）(９）輜重兵第３大隊　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-51 第３師団陣中日誌　巻７　（１）衛生隊（２）同第１半部（３）同衛生部（４）同第１半部衛生部（５）小架橋
縦列（６）大架橋縦列　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-52 第３師団陣中日誌　巻８　（１）弾薬大隊（２）～（３）同第１～第２歩兵弾薬縦列（４）～（６）同第１～第
３砲兵弾薬縦列　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-53 第３師団陣中日誌　巻９　（１）～（３）第１～第３糧食縦列（４）馬廠（５）～（６）第１～第２野戦病院　明
治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-54
第３師団陣中日誌　巻１０　（１）第１輜重監視隊（２）第１兵站糧食縦列（３）第２兵站糧食縦列（４）患
者輸送部（５）衛生予備廠（６）後備歩兵第９大隊（７）同第１０大隊（８）同第１２大隊（９）後備工兵第１
中隊右半部　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-55 第３師団陣中日誌　巻１１　（１）留守師団司令部　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-56 第４師団陣中日誌　巻１　（１）師団司令部（２）軍医部（３）監督部（４）歩兵第７旅団司令部（５）歩兵
第８連隊（６）～（８）同第１～第３大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-57
第４師団陣中日誌　巻２　（１）歩兵第９連隊（２）～（４）同第１～第３大隊（５）歩兵第８旅団司令部
（６）歩兵第１０連隊（７）～（９）同第１～第３大隊（１０）歩兵第２０連隊（１１）～（１３）同第１～第３大隊
明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-58 第４師団陣中日誌　巻３　（１）騎兵第４大隊（２）同第１中隊（３）野戦砲兵第４連隊（４）～（６）同第１
～第３大隊（７）同第２中隊（８）～（１５）第９～第１６機関砲隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-59
第４師団陣中日誌　巻４　（１）工兵第４大隊（２）同第２中隊（３）輜重兵第４大隊（４）衛生隊（５）同衛
生部（６）同第２半部（７）同第２半部衛生部（８）小架橋縦列（９）大架橋縦列（１０）弾薬大隊（１１）～
（１２）第１～第２歩兵弾薬縦列　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-60
第４師団陣中日誌　巻５　（１）～（２）弾薬大隊第３～第４歩兵弾薬縦列（３）～（４）同第１～第２野砲
弾薬縦列（５）同山砲弾薬縦列（６）～（８）第１～第３糧食縦列（９）馬廠（１０）～（１１）第１～第２野戦
病院（１２）第４野戦電信隊　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-61
第４師団陣中日誌　巻６　（１）混成第７旅団司令部（２）同軍医部（３）同監督部（４）歩兵第８連隊（５）
歩兵第９連隊（６）混成第７旅団砲兵中隊（７）兵站監本部（８）兵站監督部（９）野戦砲廠（１０）野戦工
兵廠（１１）砲砲監視隊（１２）第１輜重監視隊　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-62 第４師団陣中日誌　巻６の２　（１）歩兵第８連隊第２大隊（２）同第３大隊（３）歩兵第９連隊第１大隊
（４）同第３大隊（５）混成第７旅団工兵中隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-63
第４師団陣中日誌　巻７　（１）～（２）第２～第３輜重監視隊（３）～（４）第１兵站糧食縦列（５）患者輸
送部（６）患者輸送部海城方面事務所（７）衛生予備員（８）衛生予備隊（９）～（１０）後備歩兵第１３．
１５大隊　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-64 第５師団陣中日誌　巻１　（１）師団司令部　（２）軍医部　（３）監督部　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-64_2 第５師団　陣中日誌　巻１　３冊分の２　明治２７～２８年 軍医部

文庫-千代田史料-64_3 第５師団　陣中日誌　巻１　３冊分の３　明治２７～２８年 監督部

文庫-千代田史料-65 第５師団陣中日誌　巻２　（１）歩兵第９旅団司令部　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-66 第５師団陣中日誌　巻３　（１）歩兵第１１連隊　（２）同第１大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-67 第５師団陣中日誌　巻４　（１）歩兵第１１連隊第２大隊　（２）同第３大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-68 第５師団陣中日誌　巻５　（１）歩兵第２１連隊　（２）同第１大隊　（３）同第２大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-69 第５師団陣中日誌　巻６　（１）歩兵第２１連隊第３大隊　（２）同第６中隊　（３）同第８中隊　（４）歩兵
第１０旅団司令部　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-70 第５師団陣中日誌　巻７　（１）歩兵第１２連隊　（２）同第１大隊　（３）同第２大隊　（４）同第３大隊
（５）歩兵第２２連隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-71 第５師団陣中日誌　巻８　（１）歩兵第２２連隊第１大隊　（２）同第２大隊　（３）同第３大隊　明治２７～
２８年役 -

文庫-千代田史料-72 第５師団陣中日誌　巻９　（１）騎兵第５大隊　（２）野戦砲兵第５連隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-73 第５師団陣中日誌　巻１０　（１）野戦砲兵第５連隊第１大隊　（２）～（３）同第２～同第３大隊　（４）～
（７）同第１～第４中隊　（８）同第６中隊　（９）工兵第５大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-74 第５師団陣中日誌　巻１１　（１）臨時衛生隊　（２）衛生隊　（３）臨時衛生隊衛生部　（４）衛生隊衛生
部　（５）小架橋縦列　（６）大架橋縦列　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-75 第５師団陣中日誌　巻１２　（１）弾薬大隊　（２）～（３）同第１～第２歩兵弾薬縦列　（４）～（６）同第１
～第３砲兵弾薬縦列　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-76 第５師団陣中日誌　巻１３　（１）第３糧食縦列　（２）馬廠　（３）～（５）第１～第３野戦病院　（６）～（７）
第１～第２橋梁縦列　（８）第２電線架設枝隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-77
第５師団陣中日誌　巻１４　（１）兵站監部（２）兵站軍医部（３）野戦砲廠（４）砲廠監視隊（５）野戦工
兵廠（６）輜重監視隊（７）兵站糧食縦列（８）患者輸送部（９）衛生予備廠（１０）後備歩兵第９連隊（１
１）同第１大隊（１２）同第２大隊（１３）同第７中隊（１４）後備歩兵第１０大隊（１５）同第１大隊　明治２
７～２８年役

-

文庫-千代田史料-78
第５師団陣中日誌　巻１５　（１）後備歩兵第１０連隊第２大隊（２）～（３）後備歩兵１７～１８大隊（４）
後備歩兵第２０大隊（５）後備騎兵中隊（６）後備工兵中隊（７）留守師司令部（８）留守歩兵第９旅団
司令部（９）歩兵第２１連隊補充中隊（１０）野戦砲兵第５連隊補充中隊（１１）工兵第５大隊補充中隊
（１２）輜重兵第５大隊補充中隊（１３）臨時予象備馬廠　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-79
第６師団陣中日誌　巻１　（１）師団司令部（２）法官部（３）軍医部（４）監督部（５）歩兵第１１旅団（６）
歩兵第１３連隊（７）～（９）同第１～第３大隊（１０）歩兵第２３連隊（１１）同第１～第３大隊　明治２７～
２８年役

-

文庫-千代田史料-80
第６師団陣中日誌　巻２　（１）歩兵第１２旅団司令部（２）混成第１２旅団監督部（３）歩兵第１４連隊
（４）～（６）同第１～第３大隊（７）同第７中隊～同第８中隊（９）歩兵第２４連隊（１０）同第１～第３大隊
明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-81
第６師団陣中日誌　巻３　（１）騎兵第６大隊（２）同第１中隊（３）野戦砲兵第６連隊（４）～（６）同第１
～第３大隊（７）工兵第６大隊（８）同第２中隊（９）輜重兵第６大隊（１０）衛生隊（１１）同衛生部（１２）
混成第１２旅団衛生隊（１３）同衛生隊衛生部　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-82
第６師団陣中日誌　巻４　（１）小架橋縦列（２）大架橋縦列（３）弾薬大隊（４）～（７）同第１～第４歩兵
弾薬縦列（８）～（９）同第１～第２野戦弾薬縦列（１０）（１２）同山砲弾薬縦列（１１）混成第１２旅団第
１歩兵弾薬縦列（１３）～（１５）第３糧食縦列（１６）～（１７）第１～第２野戦病院（１８）第６野戦電信隊
明治２７～２８年役

-
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文庫-千代田史料-83

第６師団陣中日誌　巻５　（１）工兵第６大隊第１中隊（２）兵站監部（３）兵站司令部（４）野戦砲廠（５）
砲廠監視隊（６）野戦工兵廠（７）第１輜重監視隊（８）第２輜重監視隊（９）兵站糧食縦列（１０）衛生予
備員（１１）衛生予備廠（１２）～(１３）後備歩兵第１１～第１２連隊（１４）～（１５）同第１～第２大隊（１
６）後備歩兵第２１大隊（１７）後備歩兵第２３大隊（１８）後備騎兵中隊（１９）後備工兵第１中隊　明治
２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-84
第６師団陣中日誌　巻６　（１）臨時下ノ関守備隊司令部及下ノ関要塞司令部（２）要塞砲兵第４連隊
第１大隊（３）同金毘羅山堡壘（４）老ノ山砲台（５）火ノ山砲台（６）古城山砲台（７）笹尾田向山砲台
（８）戦場野堡壘（９）臨時大連湾要塞砲兵隊（１０）対馬警備隊（１１）留守第６師団司令部（１２）留守
歩兵第１２旅団司令部　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-85
臨時第７師団陣中日誌　（１）師団司令部（２）軍医部（３）監督部（４）～（７）屯田歩兵第１～第４大隊
（８）屯田騎兵中隊（９）屯田砲兵中隊（１０）屯田工兵中隊（１１）衛生隊（１２）同衛生部（１３）輜重縦
列本部（１４）弾薬縦列（１５）糧食縦列（１６）野戦病院（１７）衛生予備員（１８）衛生予備員廠　明治２
７～２８年役

-

文庫-千代田史料-86 混成枝隊陣中日誌 -

文庫-千代田史料-87 第２挺進隊陣中日誌　第１号～第２号　明治３７．１．１５～３７．３．１９ 騎兵第１旅団司令部

文庫-千代田史料-88 近衛師団陣中日誌　巻１　（１）師団司令部　（２）軍医部　（３）監督部　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-89 近衛師団陣中日誌　巻２　（１）歩兵第１旅団司令部（２）歩兵第１連隊（３）～（４）同第１～第２大隊
（５）歩兵第２連隊（６）～（７）同第１～第２大隊（８）歩兵第２旅団司令部　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-90 近衛師団陣中日誌　巻３　（１）歩兵第３連隊（２）～（３）同第１～第２大隊（４）歩兵第４連隊（５）～
（６）同第１～第２大隊（７）騎兵大隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-91 近衛師団陣中日誌　巻４　（１）野戦砲兵連隊（２）～（３）同第１～第２大隊（４）～（７）同第１～第４中
隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-92 近衛師団陣中日誌　巻５　（１）～（６）第１～第７機関砲隊（７）工兵大隊（８）同第１中隊（９）臨時工兵
中隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-93 近衛師団陣中日誌　巻６　（１）輜重兵大隊（２）衛生隊（３）小架橋縦列（４）大架橋縦列（５）弾薬大隊
（６）～（９）第１～第４歩兵弾薬縦列　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-94 近衛師団陣中日誌　巻７　（１）弾薬大隊第１砲兵弾薬縦列（２）同第２砲兵弾薬縦列（３）～（５）第１
～第３糧食縦列（６）～（７）第１～第２野戦病院　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-95 近衛師団陣中日誌　巻８　（１）兵站監部（２）中歴兵站司令部（３）大湖口兵站司令部（４）野戦砲廠
（５）野戦工兵廠（６）砲廠監視隊（７）～（８）第１～第２輜重監視隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-96 近衛師団陣中日誌　巻９　（１）～（２）第１～第２兵站糧食縦列（３）患者輸送部（４）衛生予備員（５）
衛生予備廠（６）野戦砲兵連隊補充中隊（７）機関補充隊　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-97 占領地総督部陣中日誌　巻１　（１）占領地総督部　（２）同憲兵部　（３）同砲兵部　明治２７～２８年
役 -

文庫-千代田史料-98 占領地総督部陣中日誌　巻２　（１）占領地総督部工兵部　（２）同監督部　（３）同法官部　（４）同電
信部　（５）同郵便部　（６）同副官部　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-99 占領地総督部陣中日誌　巻３　（１）旅順口　（２）土城子　（３）営城子　（４）柳樹屯　（５）金州　（６）劉
家店　（７）亮甲店．各兵站司令部　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-100
占領地総督部陣中日誌　巻４　（１）沙家屯（２）貔子窩（３）大鄭家屯（４）荘河（５）鶏窩舗（６）大孤山
（７）龍王廟（８）缸旗街（９）大那家堡子（１０）高麗門（１１）鳳凰城（１２）九連城（１３）安東県（１４）北
三十厘堡（１５）石河驛　各兵站司令部　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-101
占領地総督部陣中日誌　巻５　（１）普蘭店（２）大賈家屯兵站支部（３）李家店（４）復州（５）范家屯
（６）楊家屯（７）孫家屯（８）西陽台（９）槐書房（１０）能岳城（１１）龍門湯（１２）缸瓦塞（１３）?臺堡（１
４）蓋平　各兵站司令部　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-102
占領地総督部陣中日誌　巻６　（１）藍旗廠（２）破台子（３）営口（４）老邊（５）大石橋（６）温家溝（７）
海城（８）土門子嶺（９）溝連河（１０）岫巖（１１）王家堡子（１２）北小孤山（１３）柝木城　各兵站各兵司
令部　明治２７～２８年役

-

文庫-千代田史料-103 台湾総督府陣中日誌　（１）参謀部　（２）工兵部　（３）法官部　（４）電信部　（５）憲兵隊　（６）南進軍
（７）総督府経理１班　（８）野戦郵便概要　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-104 台湾兵站部陣中日誌　（１）台湾兵站監部（２）兵站監督部（３）兵站軍医部（４）兵站電信部（５）野戦
砲廠（６）砲廠監視隊（７）野戦工兵廠　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-105 明治２７～２８年戦役統計　付図　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-105_2 明治２７～２８年戦役統計　上巻　明治３５．１０．１１ -

文庫-千代田史料-106 明治２７～２８年戦役統計　付図　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-107 明治２７～２８年戦役統計　付図　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-108 明治２７～２８年戦役統計　付図　明治２７～２８年役 -

文庫-千代田史料-109 征清之役　第１軍戦闘詳報　上 -

文庫-千代田史料-110 征清之役　第１軍戦闘詳報　下 -

文庫-千代田史料-111
第１軍第５師団戦闘詳報（三家子．搭子峪．八般嶺．牛荘．田庄台
付近に於ける）　明治２８．２．２４～２８．３．９

-

文庫-千代田史料-112
第１軍第５師団戦闘詳報（海城．牛荘．田庄台付近に於ける）付（海城守備
隊歩兵第３．６連隊戦闘詳報）　明治２８．２．２８～２８．３．９

-

文庫-千代田史料-113
第１軍第３師団戦闘詳報（海城．牛荘．田庄台付近に於ける）　明
治２８．２．２８～２８．３．９

-

文庫-千代田史料-114 第１軍戦闘詳報（１０月下旬九連城付近に於ける）　明治２７．１０ -

文庫-千代田史料-115
第１軍第５師団戦闘詳報（鳳凰城草河口付近に於ける）　明治２
７．１１下旬～２７．１２中旬

大本営製図部

文庫-千代田史料-116 岫巖．鳳凰城．賽馬集　付近戦闘詳報　明治２７．１２ 大本営製図部
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文庫-千代田史料-117 第１軍戦闘詳報　明治２８．２．２７ -

文庫-千代田史料-118 旅順口行政署調査報告書　明治２８．３ 大本営製図部

文庫-千代田史料-119
第１軍戦闘詳報（遼陽付近に於ける）　明治３７．８．２３～２７．９．
５

-

文庫-千代田史料-120
第１軍戦闘詳報（楡樹林子及様子嶺付近に於ける）　明治３７．７．
３１～３７．８．１

-

文庫-千代田史料-121
第１軍戦闘詳報（奉天付近の会戦に於ける）　明治３８．２．２４～３
８．３．１７

-

文庫-千代田史料-122 第１軍戦闘詳報付図（奉天付近の会戦に於ける）　明治３８ -

文庫-千代田史料-123
沙河会戦に於ける第１軍戦闘詳報他　明治３７．１０．８～３７．１
０．１５

-

文庫-千代田史料-124
第１軍戦闘詳報（沙河会戦に於ける）　明治３７．１０．８～３７．１
０．１５

-

文庫-千代田史料-125 征清之役　第２軍戦闘詳報　全　明治２７．１２．２７ 大本営付製図部

文庫-千代田史料-125_2 征清之役　第２軍戦闘詳報並附録　明治２７．１２．２７ 南方軍司令部

文庫-千代田史料-126 第２軍戦闘詳報（金州付近に於ける）　明治２７．１１上旬 -

文庫-千代田史料-127 第２軍戦闘詳報　第２号　第３号　明治２７．１１下旬 -

文庫-千代田史料-128 第２軍戦闘詳報　第４号　第５号　明治２８．１ -

文庫-千代田史料-129 第２軍第１師団戦闘詳報　第６号　第７号　明治２８．２ -

文庫-千代田史料-130
第２軍戦闘詳報　第８号（奉天付近の会戦に於ける）　明治３８．
２．２７～３８．３．１１

-

文庫-千代田史料-131 第２軍戦闘報告　明治２８．２ -

文庫-千代田史料-132
奉天付近の会戦に於ける第２軍等戦闘詳報　明治３８．２．２７～３
８．３．１１

-

文庫-千代田史料-133 第２軍戦闘詳報　第１号　第３号　明治３７．５～６ -

文庫-千代田史料-134 第２軍戦闘詳報　第４号～第５号　明治３７．７．９ -

文庫-千代田史料-135 第２軍戦闘詳報　第８号　明治３８．２．２７～３８．３．１１ -

文庫-千代田史料-136 鞍山站、黒溝台付近戦闘経過の概要　明治３７．８～３８．１ -

文庫-千代田史料-137
第２軍戦闘詳報追加（遼陽付近に於ける）　明治３７．８．２９～３
７．９．４

-

文庫-千代田史料-138 第２軍戦闘詳報追加（蓋平）　明治３７ -

文庫-千代田史料-139 第２軍戦闘詳報追加（得利寺付近に於ける）　明治３７ -

文庫-千代田史料-140
第２軍戦闘経過の概要（黒溝台付近の会戦に於ける）　明治３８．
１．２５～３８．１．２９

-

文庫-千代田史料-141 第３軍戦闘詳報　第１号～第６号　明治３７ -

文庫-千代田史料-142 第３軍戦闘詳報　第７号．第９号　明治３７．１１．２ -

文庫-千代田史料-143 第３軍戦闘詳報　第１巻　明治３８．２．２７～３８．３．１１ -

文庫-千代田史料-144 第３軍戦闘詳報　第１巻付図　明治３７～３８ -

文庫-千代田史料-145 第３軍戦闘詳報　第２巻　明治３８．２．２７～３８．３．１１ -

文庫-千代田史料-146 第３軍戦闘詳報　第３巻　明治３８．２．２７～３８．３．１１ -

文庫-千代田史料-147
第３軍戦闘詳報　第４巻（奉天付近の会戦に於ける）　明治３８．
２．２７～３８．３．１７

-

文庫-千代田史料-148
第３軍戦闘詳報　第５巻（奉天付近の会議に於ける）　明治３８．
２．２７～３８．３．１１

-

文庫-千代田史料-149 第３軍諸報告等　明治３７．１１．１～３７．１１．１０ -

文庫-千代田史料-150 第４軍戦闘詳報　第２号（遼陽付近に於ける）　明治３７ -

文庫-千代田史料-150_2 第４軍戦闘詳報　第２号　明治３７．８．２６～９．４ -
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文庫-千代田史料-151
第４軍戦闘詳報　第３号（沙河会戦に於ける）　明治３７．１０．１０
～３７．１０．１６

-

文庫-千代田史料-152
第４軍戦闘詳報　第４号（奉天付近の会戦に於ける）　明治３８．２
下旬～３８．３下旬

-

文庫-千代田史料-153 鴨緑江軍戦闘詳報　明治３８．２．２２～３８．４．１４ -

文庫-千代田史料-154 鴨緑江軍戦闘詳報　付図　明治３８．２．２２～３８．４．１４ -

文庫-千代田史料-155
鴨緑江軍秋山支隊戦闘詳報　第１４号（?鷺樹付近に於ける）　明
治３８．４．５～３８．４．８

-

文庫-千代田史料-156
旅順方面に於ける各種砲兵連隊戦闘詳報　明治３７．８．２５～３
７．１０．１０

-

文庫-千代田史料-157
攻城砲兵隊戦闘詳報　第７号．第８号（旅順方面に於ける）　明治
３７．１０．１１～３７．１０．２０

-

文庫-千代田史料-158
攻城砲兵隊戦闘詳報　第９号（旅順方面に於ける）　明治３７．１
０．２６～３７．１０．３１

-

文庫-千代田史料-159
攻城砲兵隊戦闘詳報　第１０号（旅順方面に於ける）　明治３７．１
１．１～３７．１１．１０

-

文庫-千代田史料-160
攻城砲兵隊戦闘詳報　第１１号（旅順方面に於ける）　明治３７．１
１．１１～３７．１１．２０

-

文庫-千代田史料-161
攻城砲兵司令部戦闘詳報　第１２号（旅順方面に於ける）　明治３
７．１１．２１～３７．１１．３０

-

文庫-千代田史料-162
攻城砲兵隊戦闘詳報　第１３号（旅順方面に於ける）　明治３７．１
２．１～３７．１２．１０

-

文庫-千代田史料-163
攻城砲兵隊戦闘詳報　第１４号（旅順方面に於ける）　明治３７．１
２．１１～３７．１２．２０

-

文庫-千代田史料-164 旅順に於ける徒歩砲兵連隊等戦闘詳報　明治３７ -

文庫-千代田史料-165
攻城砲兵隊戦闘詳報　海軍陸軍重砲隊の部　７号～５８号　旅順港内敵
艦隊砲撃記事（明治３７．９．２８～３７．１０．８）　明治３７．８．２４～３７．１
０．３１

-

文庫-千代田史料-166
戦闘詳報　巻の１　２月８日．９日　旅順口外に於ける海戦　２月８
日．９日仁川港外に於ける海戦　明治３７

大本営海軍幕僚

文庫-千代田史料-167
戦闘詳報　巻の２（旅順港外に於ける海戦）　明治３７．２．２４～３
７．２．２５

-

文庫-千代田史料-168 戦闘詳報　巻の３　第２艦隊行動報告（明３７．３．２～３７．３．１０）　旅順口海戦（明３７．３．１０）
「マンジュール」事件に関する報告（明３７．２．１７）　明治３７ -

文庫-千代田史料-169 戦闘詳報　第４巻　旅順口第２回閉塞に関する報告（明３７．３．２２～明３７．３．２７）　旅順口外戦闘
詳報（明３７．４．１１～３７．４．１５）　旅順口第３回閉塞に関する報告　明治３７ -

文庫-千代田史料-170
戦闘詳報　第５巻　第２艦隊行動報告（明３７．４．１６～３７．５．４）　浦塩艦隊南下に際し第２艦隊の
採りたる行動報告（明３７．６．１５）　南下せる浦塩艦隊に対する第２艦隊行動報告（明３７．７．１）
浦塩艦隊津軽海峡通過に関する情報（高雄艦長）（明３７．７．３０）第２艦隊東京湾方面出勤報告

-

文庫-千代田史料-171 台湾南部に於ける第２師団戦闘詳報　明治２８．１０～１２ -

文庫-千代田史料-172
第２師団南征枝隊戦闘詳報（台湾南部に於ける）　明治２８．１１．
２５～２８．１１．２９

-

文庫-千代田史料-173
海城付近に於ける第３師団戦闘詳報　第６号～８号　明治２８．１
～２

-

文庫-千代田史料-174 第５師団戦闘詳報（平壌付近に於ける）　明治２８．９中旬 -

文庫-千代田史料-175 混成第４旅団戦闘詳報　明治２８．１０．１０～２８．１０．２０ -

文庫-千代田史料-176
台湾兵站守備隊戦闘詳報（台湾嶋北部に於ける）　明治２８．１２．
２７～２９．２．１

-

文庫-千代田史料-177
混成第７旅団戦闘詳報（台湾島宜蘭付近に於ける）　明治２９．１．
１２～２９．１．２５

-

文庫-千代田史料-178
内藤討伐隊戦闘詳報（台湾島横渓付近に於ける）　明治２９．１．１
４～２９．１．２１

-

文庫-千代田史料-179 台湾作戦に関する概況　明治２８ -

文庫-千代田史料-180 混成第９旅団戦闘詳報（成歓付近に於ける）　明治２７．７下旬 -

文庫-千代田史料-181 威海衛南岸諸砲台戦闘詳報　明治２９ 海軍陸戦隊長　豊島陽藏

文庫-千代田史料-182
兵站部戦闘詳報（金州並に旅順付近に於ける）　明治２７．１１下
旬

-

文庫-千代田史料-183 徒歩砲兵第２大隊戦闘詳報　他　明治２８．１下旬以降 -

文庫-千代田史料-184
近衛師団戦闘詳報（台湾北部に於ける）　付．新竹県方向偵察報
告　明治２８．５．２９～２８．６．９

-

文庫-千代田史料-185
近衛師団戦闘詳報（台湾北部に於ける）　明治２８．６．２１～２８．
７．１

-

文庫-千代田史料-186
近衛師団戦闘詳報（台湾北部に於ける）　明治２８．７．１０～２８．
７．２３

-



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-187
近衛師団戦闘詳報（台湾北部に於ける）　明治２８．７．１３～２８．
８．６

-

文庫-千代田史料-188
近衛師団戦闘詳報（台湾嶋に於ける）　明治２８．７．２９～２８．９．
１５

-

文庫-千代田史料-189
近衛師団戦闘詳報（台湾南部に於ける）　明治２８．９．２２～２８．
１０．２２

-

文庫-千代田史料-190
歩兵第１９連隊第３大隊　拆木城付近に於ける戦闘詳報　明治２
８．２．１７

-

文庫-千代田史料-191 景況報告　明治２８．１．２１～２８．２．２８ -

文庫-千代田史料-192
歩兵第９旅団戦闘詳報（明治３３年８月５．６．９．１４日）　明治３
３．８

-

文庫-千代田史料-193
第１師団戦闘詳報　第９号（旅順方面に於ける）　明治３７．９．１９
～３７．９．２２

-

文庫-千代田史料-194
臨時立見軍戦闘詳報（黒溝台の会戦に於ける）　明治３８．１．２７
～３８．１．２９

-

文庫-千代田史料-195 第２軍戦闘詳報　第６～７号　明治３７．８．３０～３７．１０．１６ -

文庫-千代田史料-196 後備第１師団戦闘詳報　明治３７～３８ -

文庫-千代田史料-197 後備部隊戦闘詳報　明治３７～３８ -

文庫-千代田史料-198 第１１師団戦闘詳報　明治３８．１～３８．７ -

文庫-千代田史料-199 第１０師団戦闘詳報　明治３８．２．２７～３８．３．１８ -

文庫-千代田史料-200 遼東守備軍関連　明治３８．１ 遼東守備軍

文庫-千代田史料-201 騎兵第２旅団戦闘詳報　明治３８．１．２４～３８．４．３ -

文庫-千代田史料-202
独立第１３師団北部上陸隊作戦詳報　明治３８．７．１５～３８．７．
３１

-

文庫-千代田史料-203 騎兵部隊戦闘詳報　明治３７．７～３８．２ -

文庫-千代田史料-204 第２．３軍戦闘詳報　明治３７．９～３８．２ -

文庫-千代田史料-205 各支隊戦闘詳報　明治３７．３～３８．７ -

文庫-千代田史料-206 第４師団等戦闘詳報雑綴　明治３７～３８ -

文庫-千代田史料-207 第１軍鴨緑江渡河並九連城付近詳報　明治３７ -

文庫-千代田史料-208 第２．３．４．６．師団戦闘詳報　明治３７．７．１７～３８．３．１０ -

文庫-千代田史料-209 第７師団戦闘詳報綴　明治３７．１２～３８．７ -

文庫-千代田史料-210 第９．１１．１２師団戦闘詳報　明治３７．６～１２ -

文庫-千代田史料-211 戦闘詳報雑綴　明治３７～３８ -

文庫-千代田史料-212
日露戦争第６節藍花嶺付近敵の第２回逆襲　明治３７．７．２２～１
２．３０

-

文庫-千代田史料-213 日露事件要報総目次　明治３９．２ 外務省臨時報告委員

文庫-千代田史料-214 日露事件要報　１　明治３７．７ 外務省

文庫-千代田史料-215 日露事件要報　２　明治３７．１０ 外務省

文庫-千代田史料-216 日露事件要報　３　明治３７．１２ 外務省

文庫-千代田史料-217 日露事件要報　４　明治３８．３ 外務省

文庫-千代田史料-218 日露事件要報　５　明治３８．５ 外務省

文庫-千代田史料-219 日露事件要報　６　明治３８．８ -

文庫-千代田史料-220 日露事件要報　７　明治３９．２ 外務省

文庫-千代田史料-221 単騎遠征報告　第１．第２　明治２５ -

文庫-千代田史料-222 単騎遠征報告総論　第１～第４　明治２５ -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-223
陣地攻防演習記事付表（明治４０．５富士裾野付近）　明治４０．１
１

教育総監部

文庫-千代田史料-224 富士裾野付近陣地攻防演習記事　明治４０．５ 教育総監部

文庫-千代田史料-225 臨時第３．第１５．師団対抗演習記事　明治４３ -

文庫-千代田史料-226 臨時第３．第１５．師団対抗演習に関する件　明治４３．１２ 演習統監　長谷川子爵

文庫-千代田史料-227 第４第１６師団臨時師団対抗演習記事　明治４４ -

文庫-千代田史料-228 臨時師団対抗演習　明治４４ 参謀総長

文庫-千代田史料-229 特別大演習記事　明治３１．１１ 参謀本部

文庫-千代田史料-230 演習等雑綴　明治１４～２５ -

文庫-千代田史料-231 豊前国行事村近傍実地大演習記　明治１８　春季 -

文庫-千代田史料-232 演習関係書類　明治１９～４４ -

文庫-千代田史料-233 演習関係書類　明治２０～４３ -

文庫-千代田史料-234 陸軍特別大演習　明治２３～２５ -

文庫-千代田史料-235 陸軍特別大演習　明治３０～３３ -

文庫-千代田史料-236 特別大演習関係書類　明治３１．１１ -

文庫-千代田史料-237 陸軍特別大演習使用陸図　明治３３ -

文庫-千代田史料-238 陸軍特別大演習　明治３４ -

文庫-千代田史料-239 陸軍特別大演習　明治３４ -

文庫-千代田史料-240 陸軍特別大演習使用陸図　１／５万　明治３４ -

文庫-千代田史料-241 特別演習関係書類　明治３４．１０ -

文庫-千代田史料-242 特別演習関係書類　明治３５．１１ -

文庫-千代田史料-243 陸軍特別大演習　明治３５ -

文庫-千代田史料-244 特別大演習関係書類　明治３５．１１ -

文庫-千代田史料-245 特別大演習　（熊本近傍　山鹿近傍）１／５万　陸図　明治３５ -

文庫-千代田史料-246 特別大演習関係書類　明治３６．１１ -

文庫-千代田史料-247
特別演習関係書類　各師団機動演習日課予定表　他　明治３６．
１１

-

文庫-千代田史料-248 陸軍特別大演習　明治３６～４０ -

文庫-千代田史料-249 特別大演習関係書類　明治４０．１１ -

文庫-千代田史料-250 特別大演習．南．北軍命令．処置等に関する綴　明治４０．１１ -

文庫-千代田史料-251 特別大演習地方図　明治４０ -

文庫-千代田史料-252 陸軍特別大演習地方図（１／５万　宇都宮～古河）　明治４０ -

文庫-千代田史料-253 陸軍特別大演習地方図（１／５万　宇都宮～古河）　明治４０ -

文庫-千代田史料-254 陸軍特別大演習　明治４１ -

文庫-千代田史料-255
特別大演習関係書類　統監部．閲兵式．軍司令部編制並　職員表
明治４１．１１

-

文庫-千代田史料-256 特別大演習関係書類　明治４１．１１ -

文庫-千代田史料-257 陸軍特別大演習使用地図　明治４１ -

文庫-千代田史料-258 特別大演習地図（１／５万　１／５０万　久世－五条）　明治４１ -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-259 陸軍特別大演習地図（１／５万　白河～宇都宮）　明治４２ -

文庫-千代田史料-260 陸軍特別大演習地図（１／５万　白河～宇都宮）　明治４２ -

文庫-千代田史料-261 陸軍特別大演習地図（１／５万　岡山～福山）　明治４３ -

文庫-千代田史料-262 陸軍特別大演習地図（１／５万　岡山～福山）　明治４３ -

文庫-千代田史料-263 特別大演習関係書類　明治４２．１１ -

文庫-千代田史料-264 特別大演習関係書類　明治４２．１１ -

文庫-千代田史料-265 特別大演習関係書類　明治４２．１１ -

文庫-千代田史料-266 特別大演習　南．北軍に関する作戦命令情報戦況　明治４２．１１ -

文庫-千代田史料-267 陸軍特別大演習使用陸図　明治４２ -

文庫-千代田史料-268 陸軍特別大演習　明治４３ -

文庫-千代田史料-269 特別大演習関係書類　明治４３．１１ -

文庫-千代田史料-270 陸軍特別大演習使用地図　明治４３ -

文庫-千代田史料-271 陸軍特別大演習　明治４４ -

文庫-千代田史料-272 陸軍特別大演習・密令・命令　明治４４ -

文庫-千代田史料-273 特別大演習地図　明治４４ -

文庫-千代田史料-274 陸軍特別大演習使用地図　明治４４ -

文庫-千代田史料-275 陸軍特別大演習　明治４５ -

文庫-千代田史料-276 尾濃地方将官演習旅行　明治４１．１２ -

文庫-千代田史料-277 将校演習旅行　明治２９～４２ -

文庫-千代田史料-278 将官演習旅行　将官演習旅行想定　明治４３ -

文庫-千代田史料-279 参謀演習・旅行記事　参謀本部参謀演習旅行記事 明治３０～３２ -

文庫-千代田史料-280 参謀演習旅行　作戦の経過　国防軍　明治３３～３６ -

文庫-千代田史料-281
参謀演習旅行　豊橋付近に於ける　近衛師団幹部演習経過　明
治４０

-

文庫-千代田史料-282 参謀演習旅行　参謀本部参謀演習旅行（甲班）書類　明治４１ -

文庫-千代田史料-283
参謀演習旅行　参謀本部参謀演習旅行参与人名（乙班）
　明治４２

-

文庫-千代田史料-284
参謀演習旅行　参謀本部参謀演習旅行作戦経過の概要
明治４３～４５

-

文庫-千代田史料-285 演習書類　行軍演習概略報告表　明治１３～１４ -

文庫-千代田史料-286 演習書類　明治１５～１９ -

文庫-千代田史料-287 演習書類　明治２０～２５ -

文庫-千代田史料-288 演習書類　第６師団小機動演習概況　等　明治２６～２９ -

文庫-千代田史料-289 演習書類　明治３０～３２ -

文庫-千代田史料-290
演習書類　機動演習日課予定表並統監及指揮官氏名表
明治３３～３４

-

文庫-千代田史料-291 演習書類　騎兵第１旅団特別騎兵演習講評　明治３５～３７ -

文庫-千代田史料-292 演習書類　特別工兵演習日課予定表　等　明治３９～４２ -

文庫-千代田史料-293
演習書類　臨時第３第１５師団対抗演習経過の概況及同付図　等
明治４３～４５

-

文庫-千代田史料-294 演習関係書類　特別騎兵演習　明治４２～４５ -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-295 演習書類　明治　年 -

文庫-千代田史料-296 演習用図面（松山．亀山等）　明治　年 -

文庫-千代田史料-297 戦法演習の地図（１／１２５００）第１．２号　明治　年 -

文庫-千代田史料-298 各師団機動演習　明治３３～４２ -

文庫-千代田史料-299
陸軍大機動演習経過概略の図（１／５万）　第５第６師団対抗演習
地図　在中図　２枚　山県大将より奉呈　明治３０

-

文庫-千代田史料-300
各師団機動演習　近衛第１第３乃至第１０第１２乃至第１８師団機
動演習地並日課　明治４３～４５

-

文庫-千代田史料-301 小機動演習　近衛并各師団小機動演習計画　明治２２～２４ -

文庫-千代田史料-302 小機動演習　各師団小機動演習計画　明治２５～３０ -

文庫-千代田史料-303
小機動演習計画書　近衛第１第２第８第３第９第４第１０第５第１１
及第６師団（第１２師団合併）小機動演習計画　明治３１～３２

-

文庫-千代田史料-304 勢州亀山実地演習景況書　明治１３．７ -

文庫-千代田史料-305
連合小演習．第２期青赤両軍主隊の航跡図　在中図　１枚　明治
４４

-

文庫-千代田史料-306 近衛師団等小機動演習　明治２９～４４ -

文庫-千代田史料-307 小機動演習記事　第１師団　明治２２ -

文庫-千代田史料-308 春季近衛小演習方略図　在中図１冊　明治１６ -

文庫-千代田史料-309
近衛春季小演習地図（１／２０万）　利根川近傍仮集合図　２枚
明治１９．３

-

文庫-千代田史料-310 春季演習記　明治１８春 東京鎮台

文庫-千代田史料-311 春季小演習　明治１６．４ 近衛諸兵

文庫-千代田史料-312 春季演習記　明治１９ 東京鎮台

文庫-千代田史料-313 演習記事・ベルトー少佐報告の部　明治１９．５ 東京鎮台

文庫-千代田史料-314 訓示　明治３６～３９ 歩兵第１５・１７連隊

文庫-千代田史料-315 訓示　明治３６．６ 近衛師団・連隊

文庫-千代田史料-316 訓示　明治３９ 歩兵第２５～２９連隊

文庫-千代田史料-317 訓示　明治３９ 歩兵第３０～３２連隊

文庫-千代田史料-318 訓示　明治３６～３９ 歩兵第１～５連隊

文庫-千代田史料-319 第１～第３軍司令官へ訓令　明治２８～３７ 参謀総長

文庫-千代田史料-320 訓示　明治３６～３９ 野戦砲兵連隊

文庫-千代田史料-321 訓示　明治２５～３９ 第１～８師団長

文庫-千代田史料-322 訓示　明治３６～３９ 騎兵連隊

文庫-千代田史料-323 訓示　明治３６～３９ 工兵大隊　等

文庫-千代田史料-324 訓示　明治３６～３９ 輜重兵大隊

文庫-千代田史料-325 訓示　明治３９．９ 北海道各部隊　等

文庫-千代田史料-326 訓示　明治３９．９～１０ 東北各部隊　等

文庫-千代田史料-327 訓示　明治３９．１０ 新潟県内各部隊　等

文庫-千代田史料-328 訓示　明治３６～３９ 歩兵旅団長憲兵隊　等

文庫-千代田史料-329 訓示　明治２３．１０～１２ 第１第４師団

文庫-千代田史料-330
第３第４師管特命検閲に関する訓示　各団隊長及官衙学校長へ
与えたる訓示　明治３５．３～４

-



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-331 訓示並野外演習講評　明治３９．１０～１１ 近衛師団

文庫-千代田史料-332 訓示並野外演習講評　明治３９．１０～１１ 第１師団

文庫-千代田史料-333 第２第７第８師団特命検閲使訓示　明治３９．８～９ -

文庫-千代田史料-334 訓示並野外演習講評　明治３９．９ 第３師団

文庫-千代田史料-335 訓示　憲兵司令部　等　明治３９．１０～１１ 第１第３師管官衙学校

文庫-千代田史料-336 訓示　明治３９．９ 第５師管

文庫-千代田史料-337 訓示　明治３９．１０ 第６師管

文庫-千代田史料-338 訓示　明治３９．９～１０ 第１２師管

文庫-千代田史料-339 訓示　明治４０ 第６．１２師団特命検閲使

文庫-千代田史料-340 第７第８第１５師団特命検閲実施表訓示　明治４１．６～７ -

文庫-千代田史料-341 第１第２第１３師団特命検閲実施表及訓示　明治４２．７～８ -

文庫-千代田史料-342 近衛第３第９師団特命検閲実施表及訓示　明治４２．６～８ -

文庫-千代田史料-343 訓示　明治４３．６～７ 特命検閲使　東郷平八郎

文庫-千代田史料-344 第４第１８師団特命検閲実施表及訓示　明治４３．５～７ -

文庫-千代田史料-345 訓示　明治４４．５～７ 第３特命検閲使

文庫-千代田史料-346 第６第１２師団特命検閲に於て与えたる訓示　明治４４．５～６ -

文庫-千代田史料-347 第７第１３師団在京官衙特命検閲に関する訓示　明治４４．５～７ -

文庫-千代田史料-348 第８第１４師団特命検閲に関する訓示　明治４３．５～６ -

文庫-千代田史料-349 第１０第１７師団特命検閲に於て与えたる訓示　明治４３．５～７ -

文庫-千代田史料-350 第１５第１６師団特命検閲に関する訓示　明治４３．６ -

文庫-千代田史料-351 訓示　明治　年８～９ 近衛師団

文庫-千代田史料-352 訓示　明治　年８～９ 第１師団

文庫-千代田史料-353 訓示　明治　年 第３師団

文庫-千代田史料-354 訓示　明治　年 第４師管

文庫-千代田史料-355 第４第９第１６師団特命検閲に関する訓示　明治　年 -

文庫-千代田史料-356
第４第１４第１６師団及第１０師団　内地部隊特命検閲実施表及訓
示　明治　年６～７

-

文庫-千代田史料-357 第５第１０第１１師団特命検閲に関する訓示　明治　年 -

文庫-千代田史料-358 訓示　明治　年 第９師管

文庫-千代田史料-359 訓示　明治　年 第１０師管

文庫-千代田史料-360 訓示　明治　年 第１１師管

文庫-千代田史料-361 訓示　明治　年 第１５師団

文庫-千代田史料-362 号外電報　第２～１００号　明治３７．３．６～明治３７．５．２８ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-363 号外電報　第１０１～２００号　明治３７．５．２８～明治３７．６．２０ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-364 号外電報　第２０１～３００号　明治３７．６．２０～明治３７．６．３０ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-365 号外電報　第３０１～４００号　明治３７．７．１８～明治３７．８．７ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-366 号外電報　第４０１～５００号　明治３７．８．７～明治３７．９．２ 参謀総長宛極秘電報



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-367 号外電報　第５０１～６００号　明治３７．９．２～１０．１ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-368 号外電報　第６０１～７００号　明治３７．１０．１～明治３７．１０．２２ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-369 号外電報　第７０１～８００号　明治３７．１０．２１～明治３７．１１．１７ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-370 号外電報　第８０１～９００号　明治３７．１１．１７～明治３７．１１．２５ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-371 号外電報　第９０１～１０００号　明治３７．１２．４～明治３７．１２．１８ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-372 号外電報　第１００１～１１００号　明治３７．１２．１８～明治３８．１．１０ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-373 号外電報　第１１０１～１２００号　明治３８．１．１２～明治３８．２．２０ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-374 号外電報　第１２０１～１３００号　明治３８．２．２０～３．１１ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-375 号外電報　第１３０１～１４００号　明治３８．３．１１～３．３０ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-376 号外電報　第１４０１～１５００号　明治３８．３．３０～５．６ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-377 号外電報　第１５０１～１５９９号　明治３８．５．６～３８．６．６ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-378 号外電報　第１６０１～１７００号　明治３８．６．７～３８．７．１５ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-379 号外電報　第１７０１～１８００号　明治３８．７．１６～３８．８．１０ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-380 号外電報　第１８０１～１９００号　明治３８．８．９～３８．９．６ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-381 号外電報　第１９０１～２０００号　明治３８．９．６～３８．１０．１０ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-382 号外電報　第２００１～２１００号　明治３８．１０．１０～３８．１１．２４ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-383 号外電報　第２１０１～２１４７号　明治３８．１１．２４～３８．１２．２０ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-384 特電報　第３～１００号　明治３７．３．３０～３７．５．２１ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-385 特電報　第１０１～２００号　明治３７．５．２０～３７．６．２９ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-386 特電報　第２０１～３００号　明治３７．６．２８～３７．７．１３ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-387 特電報　第３０１～４００号　明治３７．７．１３～３７．７．２９ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-388 特電報　第４０１～５００号　明治３７．７．２９～３７．８．１２ 参謀総長宛極秘電報

文庫-千代田史料-389 特電報　第５０１～６００号　明治３７．８．１１～３７．８．３０ 参謀総長宛

文庫-千代田史料-390 特電報　第６０１～７００号　明治３７．８．３０～３７．９．１６ 参謀総長宛

文庫-千代田史料-391 特電報　第７０１～８００号　明治３７．９．１７～３７．１０．４ 参謀総長宛

文庫-千代田史料-392 特電報　第８０１～９００号　明治３７．１０．３～３７．１０．２７ 参謀総長宛

文庫-千代田史料-393 特電報　第９０１～１０００号　明治３７．１０．２６～３７．１１．１３ 参謀総長宛

文庫-千代田史料-394 特電報　第１００１～１１００号　明治３７．１１．１２～３７．１２．１ 参謀総長宛

文庫-千代田史料-395 特電報　第１１０１～１２００号　明治３７．１１．２９～３７．１２．３１ 参謀総長宛

文庫-千代田史料-396 特電報　第１２０１～１３００号　明治３７．１２．３０～３８．１．２２ 参謀総長宛

文庫-千代田史料-397 特電報　第１３０１～１４００号　明治３８．１．２１～３８．２．２３ 参謀総長宛

文庫-千代田史料-398 特電報　第１４０１～１５００号　明治３８．２．２１～３８．３．２３ 参謀総長宛

文庫-千代田史料-399 特電報　第１５０１～１６００号　明治３８．３．２３～３８．４．２６ 参謀総長宛

文庫-千代田史料-400 特電報　第１６０１～１７００号　明治３８．４．２５～３８．６．９ 参謀総長宛

文庫-千代田史料-401 特電報　第１７０１～１８００号　明治３８．６．９～３８．７．２８ 参謀総長宛

文庫-千代田史料-402 特電報　第１８０１～１９２５号　明治３８．７．２７～３８．１２．１９ 参謀総長宛



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-403 参電報　第１～１００号　明治３３．６．１５～３３．８．４ 参謀本部宛　発電

文庫-千代田史料-404 参電報　第１０１～２００号　明治３３．７．２７～３３．９．９ 参謀本部宛

文庫-千代田史料-405 参電報　第２０１～３００号　明治３３．９．６～１０．１４ 寺内次長　参謀本部　宛

文庫-千代田史料-406 参電報　第３０１～４００号　明治３３．１０．１３～３３．１２．１６ 寺内次長　参謀本部　宛

文庫-千代田史料-407 参電報　第４０１～５００号　明治３３．１２．２９～３８．６．６ 寺内次長　参謀本部　宛

文庫-千代田史料-408 参電報　第５０１～５５１号　明治３３．６．１２～３３．１１．１１ 寺内次長　参謀本部　宛

文庫-千代田史料-409 「参１発」電報　第１～７５号　明治３８．１２．２１～３９．３．１２ 参謀総長

文庫-千代田史料-410 参１諜　第２～４２号　明治３９．１．１３～４．１１ 参謀総長

文庫-千代田史料-411 「参１発」電報　第２～１００号　明治４０．７．２４～４０．９．５ 参謀総長

文庫-千代田史料-412 参１発電報　第１０１～２００号　明治４０．９．６～４０．１２．４ 参謀総長

文庫-千代田史料-413 参１発電報　第２０１～２９９号　明治４０．１２．５～明治４１．７．１ 参謀総長

文庫-千代田史料-414 「参１発」電報　第２８８～３６１号　明治４１．５．２３～４１．１２．２４ 参謀総長

文庫-千代田史料-415 「参１発」電報　第３４０～４１７号　明治４２．８．１６～４２．１２．２０ 参謀総長

文庫-千代田史料-416 「参１発」電報　第１～３２号　明治４３．１．１７～４３．１２．２６ 参謀総長

文庫-千代田史料-417 電報　第３～１００号　明治３７．２．７～３７．２．１９ 井口少将　参謀本部宛

文庫-千代田史料-418 電報　第１０１～２００号　明治３７．２．１９～３７．３．１５ 参謀総長

文庫-千代田史料-419 電報　第２０１～３０４号　明治３７．３．１４～３７．７．３ 参謀総長

文庫-千代田史料-420 電報綴　明治２７．６．１２ 参謀本部

文庫-千代田史料-421 電報　明治２８．１．１２ 大本営陸軍参謀

文庫-千代田史料-422 電報綴　明治２９．１～２９．７ 大本営

文庫-千代田史料-423 電報　明治３０～明治３６ 参謀総長

文庫-千代田史料-424 電報　明治３７．８．１～３７．１０．３１ 参謀総長

文庫-千代田史料-425 電報　明治３７．１１．１～３７．１２．３１ 参謀総長

文庫-千代田史料-426 電報綴　旅順口開城規約及同付録　明治３８．１．２～３８．２．２８ 参謀総長

文庫-千代田史料-427 電報綴　明治３８．３．１～３８．４．３０ 参謀総長

文庫-千代田史料-428 電報綴　明治３８．５．１～３８．５．３１ 参謀総長

文庫-千代田史料-429 電報綴　明治３８．６．１～３８．６．３０ 参謀総長

文庫-千代田史料-430 電報綴　明治３８．７．１～３８．７．３１ 参謀総長　等

文庫-千代田史料-431 電報綴　明治３９．１．１３～明治３９．７．１６ 参謀総長

文庫-千代田史料-432 電報　明治２７～明治２８ 参謀総長．大本営　等

文庫-千代田史料-433 第１軍電報　明治２７．５～明治２８．５ 参謀総長　等

文庫-千代田史料-434 第２軍電報　明治２７．１０～明治２８．５ 参謀総長

文庫-千代田史料-435 極秘電報　明治３７．８～明治３７．１２ 参謀総長

文庫-千代田史料-436 上海電報　明治２７．１１～明治２８．６ 大本営陸軍参謀部

文庫-千代田史料-437 内田外務大臣宛電報　明治４４．１１ 有吉總領事　等

文庫-千代田史料-438 内田外務大臣宛電報　明治４４．１１～明治４５．６ 本野全權大使　等



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-439 参謀本部報告（１）　明治２７ -

文庫-千代田史料-440 参謀本部報告（２）　明治２７ -

文庫-千代田史料-441 参謀本部報告（３）　明治２７ -

文庫-千代田史料-442 参謀本部報告（４）　明治２７ -

文庫-千代田史料-443 参謀本部報告（５）　明治２７ -

文庫-千代田史料-444 極秘諸報告　西伯利鉄道工事現況　等　明治２９～３０ -

文庫-千代田史料-445 極秘諸報告（武官報告）　明治３１．１～明治３１．６ -

文庫-千代田史料-446 極秘諸報告（武官報告）　明治３１．７ -

文庫-千代田史料-447 極秘諸報告（武官報告）　明治３１．８～明治３１．９ -

文庫-千代田史料-448 極秘諸報告（武官報告）　明治３１．１０～明治３１．１２ -

文庫-千代田史料-449 極秘諸報告（武官報告）　明治３２．１ -

文庫-千代田史料-450 極秘諸報告（武官報告）　明治３２．２ -

文庫-千代田史料-451 極秘諸報告（武官報告）　明治３２．３ -

文庫-千代田史料-452 極秘報告（武官報告）　明治３２．４ -

文庫-千代田史料-453 極秘諸報告（武官報告）　明治３２．５ -

文庫-千代田史料-454 極秘諸報告（武官報告）　明治３２．６ -

文庫-千代田史料-455 極秘諸報告（武官報告）　明治３２．７ -

文庫-千代田史料-456 極秘諸報告（武官報告）　明治３２．８ -

文庫-千代田史料-457 極秘諸報告（武官報告）　明治３２．９ -

文庫-千代田史料-458 極秘諸報告　武官報告　明治３２．１０ -

文庫-千代田史料-459 極秘諸報告（武官報告）　明治３２．１１ -

文庫-千代田史料-460 極秘諸報告（武官報告）　明治３２．１２ -

文庫-千代田史料-461 秘報告（武官報告）　明治３３．１ -

文庫-千代田史料-462 秘報告（武官報告）　明治３３．２ -

文庫-千代田史料-463 秘報告（武官報告）　明治３３．３ -

文庫-千代田史料-464 秘報告（武官報告）　明治３３．４ -

文庫-千代田史料-465 秘報告（武官報告）　明治３３．５～明治３３．７ -

文庫-千代田史料-466 秘報告（武官報告）　明治３４～明治３５ -

文庫-千代田史料-467 秘報告（武官報告）　明治３６．３～明治３７．５ -

文庫-千代田史料-468 秘報告（武官報告）　明治３７．６～明治３７．７ -

文庫-千代田史料-469 秘報告（武官等）　明治３７．８～明治３７．９ -

文庫-千代田史料-470 秘報告（武官等）　明治３７．１０ -

文庫-千代田史料-471 秘報告（武官等）　明治３７．１１～明治４２ -

文庫-千代田史料-472 秘報（武官等）　明治３０．８ -

文庫-千代田史料-473 参謀報告　明治３９．５～明治４３．８ 参謀総長

文庫-千代田史料-474
第３．４師管特命検閲　第３．４両師管特命検閲の課目及巡回日
割　等　明治３４

-



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-475 第３．４師管特命検閲将校対策　明治３５ 歩兵第６連隊　等

文庫-千代田史料-476
特命検閲　近衛師団及第１師管特命検閲に関する　成蹟．方法の
件　等　明治３６～３９

-

文庫-千代田史料-477
特命検閲　近衛第１第３第１５師団特命検閲に関する件　等　明治
４０

-

文庫-千代田史料-478 特命検閲　第１第２第１３師団特命検閲実施の要領　等　明治４１ -

文庫-千代田史料-479 第６第１７第１８師団特命検閲実施表及訓示　明治４１ -

文庫-千代田史料-480
特命検閲（特命検閲施行の件）　第１．第２．第１３．近衛第３第９
第５第１１第１２師団特命検閲　明治４２

-

文庫-千代田史料-481
特命検閲　第２第７第８師管特命検閲実施表　等　明治４２～明治
４３

-

文庫-千代田史料-482 特命検閲　第４第１８師団特命検閲実施要領　等　明治４３ -

文庫-千代田史料-483 特命検閲　第１第２第３特命検閲　等　明治４４～明治４５ -

文庫-千代田史料-484 定期検閲報告　明治２３～明治２６ -

文庫-千代田史料-485 定期検閲報告　明治２９～明治３０ -

文庫-千代田史料-486 定期検閲報告　鉄道大隊．東部．西部　その他　明治３１年度 -

文庫-千代田史料-487 定期検閲報告　１１師団　その他　明治３２年度 -

文庫-千代田史料-488 定期検閲報告　第１師団　その他　明治３３～明治３８年 -

文庫-千代田史料-489 定期検閲等　近衛連隊等　明治３４．１～明治３４．１０ -

文庫-千代田史料-490 検閲報告　東部．西部．検閲　明治１３年 -

文庫-千代田史料-491 中部検閲報告　西部監軍部長　明治１４年 -

文庫-千代田史料-492 検閲報告　東部．西部．検閲　明治１４年 -

文庫-千代田史料-493 検閲報告　東部．中部．西部．検閲　明治１５～明治１６年 -

文庫-千代田史料-494 検閲報告　東部．中部．西部　明治１７年 -

文庫-千代田史料-495 動員の景況　第３師団　その他　明治２９～明治３７年 -

文庫-千代田史料-496 陸軍動員計画　明治３０．９～明治３２．１０ -

文庫-千代田史料-497 陸軍動員計画　明治３０～３６年度 -

文庫-千代田史料-497_2 要塞動員計画　明治２９．１２～３４年度 参謀総長

文庫-千代田史料-498
陸軍動員計画　陸軍動員計画令改正案　その他　明治３２．１０～
明治３４．１０

-

文庫-千代田史料-499 陸軍動員計画　明治３５～明治３７年 -

文庫-千代田史料-500 軍隊動員の件　要塞．軍隊．動員に関する件　その他　明治３７年 -

文庫-千代田史料-501 陸軍動員計画　明治３７年度 -

文庫-千代田史料-502 陸軍動員計画　明治３７～明治３９年度 -

文庫-千代田史料-503
陸軍動員計画　増設部隊動員計画訓令　その他　明治３８～明治
４０年

-

文庫-千代田史料-504
軍隊動員の件　補助輸卒隊及兵站司令部　その他　明治３８～明
治４４年

-

文庫-千代田史料-505 陸軍動員計画　明治３９～明治４５年 -

文庫-千代田史料-506 明治４０年度陸軍動員計画訓令　明治３９．８．２２ 参謀本部

文庫-千代田史料-507 陸軍動員計画訓令　明治４１年度 -

文庫-千代田史料-508 明治４１年度陸軍動員計画訓令　明治４０．９．１８日 参謀本部總務部

文庫-千代田史料-509 明治４２年度陸軍動員計画訓令　明治４２年度 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-510 陸軍動員計画訓令　明治４３年度 -

文庫-千代田史料-511 陸軍動員計画訓令　明治４３年度 -

文庫-千代田史料-512 陸軍動員計画訓令　明治４５年度 -

文庫-千代田史料-513 陸軍動員計画訓令　明治４５年度 -

文庫-千代田史料-514 陸軍動員計画諸部団隊整備一覧表（８冊）　明治３５～明治４５年 -

文庫-千代田史料-515 明治４５年度陸軍動員計画各部隊長職員表　明治４５年度 -

文庫-千代田史料-516 動員第８．１０．１６師団　明治２８～明治３８年 -

文庫-千代田史料-517 動員　明治３３～明治３９年 -

文庫-千代田史料-517_2 陸軍々備拡張案　明治２８．９ 参謀本部第１局

文庫-千代田史料-518
徴兵署検査成績等　寺手町徴兵署検査成績表　各郡区充員召集
應召員一覧表　その他　明治３７年度

-

文庫-千代田史料-519 復員完結　明治３３～明治４４年 -

文庫-千代田史料-520 部隊復員凱旋　明治３４～明治４０年 -

文庫-千代田史料-521 陸軍編成　明治２７．６～明治３３．１２ -

文庫-千代田史料-522 陸軍編成　明治２８～３５年 -

文庫-千代田史料-523 陸軍編成　明治３６～４５年 -

文庫-千代田史料-524 編成関係書類　明治２７．７～２７．１２ -

文庫-千代田史料-525 編成関係書類　明治２８．１～２８．８ -

文庫-千代田史料-526 陸軍編成　明治３７．１～３７．４ -

文庫-千代田史料-527 陸軍編成　明治３７．５～３７．７ -

文庫-千代田史料-528 陸軍編成　明治３７．８～３７．１２ -

文庫-千代田史料-529 陸軍編成　明治３８．１～３８．１２ -

文庫-千代田史料-530 陸軍編成　明治４０．４～明治４５．６ 陸軍大臣

文庫-千代田史料-531 陸軍編成　陸軍編成一覧表　明治末年 -

文庫-千代田史料-532
編成要領　旅順要塞病院．旅順要塞司令部　その他　明治３７～３
８年

-

文庫-千代田史料-533
編成要領　第２次後備隊及輜重編成要領　その他　明治３７～３８
年

-

文庫-千代田史料-534
編成要領　第８師団に於て編成する兵站監部編成準備要領　その
他　明治３７～３８年

-

文庫-千代田史料-535 編成要領　増加臨時派遣隊編成要領　その他　明治３７～３８年 -

文庫-千代田史料-536 編成要領　機関砲隊編成の件　その他　明治３７～３８年 -

文庫-千代田史料-537 編成要領　兵站電信輜重編成要領　その他　明治３８年 -

文庫-千代田史料-538 戦時編成　明治２６．１２．２３ 陸軍大臣

文庫-千代田史料-539 戦時編成　明治２６．１２．２３ 陸軍大臣

文庫-千代田史料-540 戦時編成概則　明治　年 -

文庫-千代田史料-541 戦時編制改正の件　明治３０～４４年 -

文庫-千代田史料-542 陸軍平時編制　明治２９．２．２４～２９．７．１３ -

文庫-千代田史料-542_2 陸軍定員令廃止．平時編制被定　明治２９年 陸軍大臣

文庫-千代田史料-543 陸軍平時編制の改定　明治２９．３～３１．９ -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-544 陸軍平時編制の改定　明治３３．３～３６．１１ -

文庫-千代田史料-545 陸軍戦時編制　明治３２年 -

文庫-千代田史料-546 戦時．平時団隊編制改正要領．理由書　明治３２．６ -

文庫-千代田史料-547 戦時．平時団隊編制改正要領．理由書　明治３２．６ -

文庫-千代田史料-548 陸軍戦時編制改正．理由書　明治３４．５ -

文庫-千代田史料-549 戦時編制　明治　年 -

文庫-千代田史料-550 陸軍平時編制　明治３６．１１．３０ -

文庫-千代田史料-551 陸軍平時編制　明治４０．１０．９ -

文庫-千代田史料-552 陸軍平時編制　明治４０．１０．９ -

文庫-千代田史料-553 陸軍平時編制の改定　明治３７．１～明治４１．１２ -

文庫-千代田史料-554 陸軍平時編制の改定　明治４２．１～明４５．３ -

文庫-千代田史料-554_2 国民軍編制の件奉仰　明治２７．９ 参謀総長

文庫-千代田史料-555 遼東守備隊編成要領　明治３７．８～明治４５年 -

文庫-千代田史料-556 樺太守備隊編成　明治３８～４５年 -

文庫-千代田史料-557 中清派遣隊編成要領　明治４４～４５年 -

文庫-千代田史料-558
編成要領　臨時衛生隊．遼東兵站監部編成要領　その他　明治３
７～明治４０年

-

文庫-千代田史料-559 編成　明治２７～明治３７年 -

文庫-千代田史料-560 編成　明治２６～明治４５年 -

文庫-千代田史料-561 編成　明治３８年 -

文庫-千代田史料-562 編成　明治３９～明治４５年 -

文庫-千代田史料-562_2 要塞司令部編制変更の件奉仰　明治３７．４ 陸軍大臣

文庫-千代田史料-563 戦闘序列　第１～４軍　明治３７．２．９ -

文庫-千代田史料-564 戦闘序列　明治３７．６～明治３８．４ -

文庫-千代田史料-564_2 函館以下４要塞守備部隊戦闘序列　明治３７．２ 参謀総長

文庫-千代田史料-565 在外各部団隊所在表　明治２８．７～明治２９．２ -

文庫-千代田史料-566 第１３師団守備隊配置図　明治４０．３．２０ 韓国駐剳軍参謀部

文庫-千代田史料-567 命令（参命　総参命．総参報）　明治２７～２９年 大本営

文庫-千代田史料-568 命令　陸復等　明治２８～３４年 陸軍大臣

文庫-千代田史料-569 命令・訓令　明治３７年～３８年 参謀総長

文庫-千代田史料-570 命令・訓令　明治３７～明治４５年 -

文庫-千代田史料-571 陸軍始観兵式に関する命令　明治２６～明治４３年 -

文庫-千代田史料-572 天長節観兵式に関する命令　明治３３～明治４４年 -

文庫-千代田史料-573 作戦計画　明治３７～明治３８年 -

文庫-千代田史料-573_2 年度作戦計画　明治３６．１２～４３．６ 参謀総長

文庫-千代田史料-574
第１軍概況　第１軍　近衛師団．第２師団．第１２師団．韓国上陸
以来鳳凰城に至る迄の概況　その他　明治３７年

-

文庫-千代田史料-575
第１軍戦闘詳報　鴨緑江渡河並九連城付近戦闘に関する詳報
明治３７．４．２８

-



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-576 第２軍作戦計画　明治３７．４ -

文庫-千代田史料-577 第２軍戦闘詳報　５月２６日金州付近に於ける　明治３７．５．２０ -

文庫-千代田史料-578 第２軍戦闘報告　明治３７．１０．１７～１０．２０ -

文庫-千代田史料-579 第３軍戦闘詳報（７月３日．４日．５日に於ける）　明治３７．７ -

文庫-千代田史料-580 第３．４軍に関する概況　明治３７年 -

文庫-千代田史料-581 第５師団旬報摘要　明治３３．１２～３４．３ -

文庫-千代田史料-582 第５師団旬報摘要　明治３４．４．１～７．１２ -

文庫-千代田史料-583 軍隊転属の件　明治３７．１０～明治３８．１１ 参謀総長

文庫-千代田史料-583_2 日露戦役時の要塞重砲の移動　明治３７．１０ -

文庫-千代田史料-584 軍隊派遣の件　明治３７．５～明治３８．７ -

文庫-千代田史料-584_2 騎兵第２～６連隊軍旗御授与式　明治２９．１１ -

文庫-千代田史料-585 部隊輸送の件　明治３７．２～明治４０．３ -

文庫-千代田史料-586 軍隊輸送計画　丹後丸及久保丸輸送計画　その他　明治３７年 -

文庫-千代田史料-587 鉄道輸送計画　明治　年 第１第４師団

文庫-千代田史料-588 樺太上陸軍作戦経過の実況　明治３８．７～３８．８ -

文庫-千代田史料-589 樺太守備隊　明治３９～明治４２年 -

文庫-千代田史料-590 樺太防御計画　明治４１年度 -

文庫-千代田史料-591 樺太防御計画　明治４２年度 -

文庫-千代田史料-592 樺太防御計画付図　明治４２年度 -

文庫-千代田史料-593 樺太防御計画　明治４３年度 樺太守備隊司令部

文庫-千代田史料-594 樺太防御計画臨時建造物設計図　明治４３年度 -

文庫-千代田史料-595 台湾情報（１）　明治３２．１～３２．７ -

文庫-千代田史料-596 台湾情報（２）　明治３２．８～３２．１２ -

文庫-千代田史料-597 台湾情報（３）　明治３３．１～３３．３ -

文庫-千代田史料-598 台湾情報（４）　明治３３．１０～３３．１１ -

文庫-千代田史料-599 台湾関係書類　明治２１．１１～明治２７．１２ -

文庫-千代田史料-600 台湾関係書類　明治２８．１～２８．４ -

文庫-千代田史料-601 台湾関係書類　明治２８．５～明治２８．９ -

文庫-千代田史料-602 台湾関係書類　明治２８．１０～２８．１２ -

文庫-千代田史料-603 台湾関係書類　明治２９．１～２９．１１ -

文庫-千代田史料-604 台湾関係書類　明治２９．８～明治３１．９ -

文庫-千代田史料-605 台湾関係諸表　明治３２～明治４１年 -

文庫-千代田史料-606 台湾関係書類　明治３５～明治４４年 -

文庫-千代田史料-607 討伐状況　明治３５～明治４４年 台湾総督府

文庫-千代田史料-608 台湾守備隊概況　明治３５．１０～明治３７．１１ -

文庫-千代田史料-609 台湾陸軍に関する概況　明治３７～明治４０年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-610 台湾陸軍作戦計画　明治４０～明治４１年度 -

文庫-千代田史料-610_2 台湾諸砲台現在配置略図　明治末年 -

文庫-千代田史料-611 関東都督府作戦計画　明治４１～明治４３年度 -

文庫-千代田史料-612 朝鮮国に於て東学黨蜂起電報　明治２７．９～明治２８．４ -

文庫-千代田史料-613 韓国駐屯軍書類　明治２７～明治４２年 -

文庫-千代田史料-614 朝鮮国情報　明治２７．９～２９．２ 大本営陸軍参謀部

文庫-千代田史料-615 朝鮮国情報　明治２８．３～３３．３ -

文庫-千代田史料-616 威海衛占領軍関係書類　明治２９．４～３９．８ -

文庫-千代田史料-617 威海衛占領軍関係書類　明治３０年 -

文庫-千代田史料-618 威海衛押収書類　明治　年 -

文庫-千代田史料-619 韓国駐剳軍偵察報告　明治３１．１～３１．３ -

文庫-千代田史料-620 韓国駐剳軍　明治３５～明治４１年 -

文庫-千代田史料-621 韓国駐剳軍書類　明治３６～明治４０年 -

文庫-千代田史料-622 韓国駐剳軍に関する書類　明治３７．６～３７．７ -

文庫-千代田史料-623 暴徒討伐概況　明治４０～明治４２年 韓国駐剳軍

文庫-千代田史料-624 韓国駐剳軍書類　明治４１～明治４４年 -

文庫-千代田史料-625 韓国駐剳軍作戦計画　明治４０～明治４３年度 -

文庫-千代田史料-626 韓国駐剳軍関係書類　明治４０～明治４５年 -

文庫-千代田史料-627 韓国駐剳軍　明治４２～明治４５年 -

文庫-千代田史料-627_2 永興湾要塞防御要領書　明治３８．４ 大本営

文庫-千代田史料-628 日清戦争・外務大臣宛文書（１）　明治２７．８．１０～２７．９．４ -

文庫-千代田史料-629
日清戦争・外務大臣宛文書（２）　明治２７．１０．１３～２７．１２．１
４

-

文庫-千代田史料-630 日清戦争・外務大臣宛文書　明治２７．９．５～２７．１０．２９ -

文庫-千代田史料-631 日清韓交渉事件記事　明治２７．１０ 外務省

文庫-千代田史料-632 北清韓国長江蘇抗視察概略　明治３２～明治４０年 大阪商船

文庫-千代田史料-633 清国事変陣中逸話　工兵５大隊．野砲５連隊記事　明治３３年 -

文庫-千代田史料-634 北清駐屯軍に関する概況書付表　明治３５年 -

文庫-千代田史料-635 清国駐屯軍関係書類　明治３５～明治４２年 -

文庫-千代田史料-636 清国駐屯軍概況　明治３９～明治４４年 -

文庫-千代田史料-637 清国駐屯軍概況　明治４０～明治４４年 -

文庫-千代田史料-637_2 大連湾・鎮海湾防御要領書　明治末年 -

文庫-千代田史料-638 清国連発銃第１次審査書付図　明治末年 -

文庫-千代田史料-639 南満州駐剳軍関係書類　明治４０～明治４２年 -

文庫-千代田史料-640 天津仮政府城北地方庁諸調査表　明治３５年 -

文庫-千代田史料-641 壮烈なる将卒の動作　明治３７．８ 歩兵２３．４８連隊

文庫-千代田史料-642 俘虜尋問書　明治２７～明治３８年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-643 旅順開城報告書　等　明治３８．１ -

文庫-千代田史料-644 旅順攻略戦史　明治３８．２ 酒井才二郎編

文庫-千代田史料-645 オイゲーンノルド旅順籠城記　明治３８．１０ 外務省

文庫-千代田史料-646 旅順陣没露軍将卒改葬記事　明治４０．１０ -

文庫-千代田史料-647 旅順陣没露軍将卒の碑除幕式記事　明治４１．６～４１．１０ -

文庫-千代田史料-647_2 旅順要塞海正面防御整備要領　明治　年 -

文庫-千代田史料-648 征清誌抄全　明治２７．８ 参謀本部

文庫-千代田史料-649 北関兵要地誌　明治３８．７ 大本営陸軍幕僚

文庫-千代田史料-650 満洲沿道誌　第１巻　明治３７．２訂正 -

文庫-千代田史料-651 福建省沿道誌　巻１．２　明治３３．１０ -

文庫-千代田史料-652 満洲沿道誌　巻１．２　明治３３．９ -

文庫-千代田史料-653 烏蘇利沿道誌　全　明治３３．１０ -

文庫-千代田史料-654 堪察加半島誌　明治３８．４ 大本営陸軍幕僚

文庫-千代田史料-655 雑史料　明治　年 -

文庫-千代田史料-656 叙勲　明治１０～明治４５年 -

文庫-千代田史料-657 第１軍司令官より将校進級報告　明治２７．９～２９．２ -

文庫-千代田史料-658 予備士官進級名簿　明治３１～明治３４年 -

文庫-千代田史料-659 教育補充　明治３７．１１ 留守第５．６師団

文庫-千代田史料-660 陸軍臨時軍事費一覧表　明治２８．１０ -

文庫-千代田史料-661 陸軍特別会計臨時軍事費一覧表　明治２９年 -

文庫-千代田史料-662 我国陸軍戦闘能力を増加するを要する議　明治２８年 -

文庫-千代田史料-663 天覧乗馬番組表　明治２９年 -

文庫-千代田史料-664 東京衛戌大射撃会　明治３５～明治４４年 -

文庫-千代田史料-665 清国駐屯軍書類　明治２８～明治４４年 -

文庫-千代田史料-666 野砲大隊戦闘射撃　明治　年 -

文庫-千代田史料-667 地方運搬力使用調査表　明治３７．２～３８．９ 野戦経理長官部

文庫-千代田史料-668 人馬衛生の景況　明治３７年 -

文庫-千代田史料-669 統計表　明治４０年 -

文庫-千代田史料-670 鹿児島県下鉱泉試験成績書　明治　年 -

文庫-千代田史料-672 目黒火薬製造所概歴　明治35．９．１０ -

文庫-千代田史料-673 陸軍兵器工廠　明治２７～明治３２年 -

文庫-千代田史料-674 東京陸軍兵器工廠　明治３１～明治３５年 -

文庫-千代田史料-675 函館要塞防御工事工程表　明治３２～明治４０年 -

文庫-千代田史料-675_2 要塞建設実施規程制定　明治３５．９ 陸軍大臣

文庫-千代田史料-675_3 要塞防御計画　明治２８．８～４３．４ 参謀総長

文庫-千代田史料-675_4 要塞防御教令　明治４３．６ 陸軍大臣



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-676 状況調査表　明治３２～明治３４年度 -

文庫-千代田史料-677 宇品碇泊場所　明治３７年 -

文庫-千代田史料-678 歩兵第１９・４０連隊略歴史　明治３８～明治４０年 -

文庫-千代田史料-679 臨時測図部　明治４０～明治４４年 -

文庫-千代田史料-680 臨時測図部作業進歩図（１／５８０万）　明治４２年 -

文庫-千代田史料-681 近衛師団沿革概要　明治４３．３ -

文庫-千代田史料-682 改正陸軍服制図例　明治８．１１ -

文庫-千代田史料-683 陸軍礼式　明治２０．１ -

文庫-千代田史料-684 勅令第９６号　高等官等俸給令　明治２８．１０～明治３７．３ -

文庫-千代田史料-685 師団司令部幕僚服務規則制定の件　明治２９～明治３２年 -

文庫-千代田史料-686 勅令　第２０５号　明治２９～明治４３年 -

文庫-千代田史料-687 勤務令　明治２８～明治３３年 -

文庫-千代田史料-688 勤務令　明治３８～明治４３年 -

文庫-千代田史料-688_2 海岸監視哨勤務令の制定　明治３０．１０ 陸軍大臣

文庫-千代田史料-689 諸規則等改正の件　明治２３～明治２９年 -

文庫-千代田史料-690 諸規則等改正の件　明治３０年 -

文庫-千代田史料-691 大本営関連書類　明治２８．３～明治４５．３ -

文庫-千代田史料-692 諸規則等改正の件　明治３１～明治４４年 -

文庫-千代田史料-693 陸海軍関係施行命　明治３３～明治４４年 -

文庫-千代田史料-694 要務令改正の件　明治３６～明治３８年 -

文庫-千代田史料-695 各種勤務令の改正　明治３６～明治３７年 -

文庫-千代田史料-696 俘虜取扱規則　明治３７～明治３９年 -

文庫-千代田史料-697 陸軍服装規則　明治３９．１２ -

文庫-千代田史料-698 陸軍軍人服役令　明治４０年 -

文庫-千代田史料-698_2 陸軍将校団条例の制定　明治４１．３ -

文庫-千代田史料-699 特別会計歳出予算の裁可公布　明治４０～明治４５年 -

文庫-千代田史料-700 勅令案（御手許用）　明治４３．９ -

文庫-千代田史料-701 ３８・４１・４４式山砲等制定施行令　明治４４．９．１２ -

文庫-千代田史料-702 諸操典改正理由書（歩兵．騎兵．重砲兵．輜重兵）　明治　年 -

文庫-千代田史料-703 陸軍将校馬具図例　明治　年 -

文庫-千代田史料-704 陸軍将校服制図　明治　年 -

文庫-千代田史料-705 陸軍服制図　明治　年 -

文庫-千代田史料-706 諸学校　条例の改定　明治　年 -

文庫-千代田史料-707 教範の制定等施行命　明治　年 -

文庫-千代田史料-708 歳入歳出総予算追加　明治４１～４４年 -

文庫-千代田史料-709 陸海軍関係法律の裁可公布　明治　年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-710 帝国議会の協賛を経た法律の裁可公布　明治　年 -

文庫-千代田史料-711 帝国議会の協賛を経た法律の裁可公布　明治　年 -

文庫-千代田史料-712 帝国議会の協賛を経た法律の裁可公布　明治　年 -

文庫-千代田史料-713 戦地還送患者　第１～１５号　明治３７．４～３７．９．２０ -

文庫-千代田史料-714 戦地還送患者数　第１６～２０号　明治３７．９．２１～３７．１１．１０ -

文庫-千代田史料-715
戦地還送患者数　第２１～３０号　明治３７．１１．１１～明治３８．
２．２０

-

文庫-千代田史料-716 戦地還送患者数　第３１～４０号　明治３８．２．２１～明治３８．５．３１ -

文庫-千代田史料-717 戦地還送患者数　第５２～６６号　明治３８．９．２１～３９．２．２０ -

文庫-千代田史料-718 戦地還送患者数　第４１～５１号　明治３８．６．１～明治３８．９．２０ -

文庫-千代田史料-719 戦地後送在院患者週報　明治３７．５．７ -

文庫-千代田史料-720 戦地後送入院患者週報　明治３８．７．１ -

文庫-千代田史料-721 戦地後送入院患者週報　明治３８．９．３ -

文庫-千代田史料-722 戦地後送入院患者週報　明治３８．１．７ -

文庫-千代田史料-723 戦地還送患者転帰別表　明治３８．３～３８．１２ -

文庫-千代田史料-724 戦闘死傷者　明治３７．３～３７．１０ -

文庫-千代田史料-725 戦闘死傷者　明治３７．１１～３７．１２ -

文庫-千代田史料-726 戦病死者人名表　明治３７年 -

文庫-千代田史料-727 出征陸軍軍人軍属死亡人員表　明治２７～明治２８年 -

文庫-千代田史料-728 九州．四国地区予備病院状況報告　明治３７年 -

文庫-千代田史料-729 大阪予備病院状況報告　明治３７～明治３８年 -

文庫-千代田史料-730 広島．姫路予備病院状況報告　明治３７年 -

文庫-千代田史料-731 東京．仙台．弘前．旭川．予備病院報告　明治３７～明治３８年 -

文庫-千代田史料-732 第３軍死傷者名簿　明治３７～明治３８年 -

文庫-千代田史料-733 脚気病院報告等　明治１１～３９年 -

文庫-千代田史料-734 病院関係書類　明治３１～明治４４年 -

文庫-千代田史料-735 上奏書　明治３０～明治４４年 -

文庫-千代田史料-736 上奏書　福知山連隊区等　明治３２．６～明治４０．９ -

文庫-千代田史料-737 上奏書　明治３７～明治４０年 -

文庫-千代田史料-738 上奏書　明治４３～明治４５年 -

文庫-千代田史料-739 上奏　明治４４年 -

文庫-千代田史料-740 上奏書　近衛師団　明治２４～明治３５年度 -

文庫-千代田史料-741 上奏書　近衛師団　明治４１～明治４５年度 -

文庫-千代田史料-742 上奏書　近衛師団　明治３６～明治４０年度 -

文庫-千代田史料-743 上奏書　第１師団　明治２２～明治３５年 -

文庫-千代田史料-744 上奏書　第１師団　明治３６～明治３９年 -

文庫-千代田史料-745 上奏書　第１師団　明治４０～明治４５年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-746 上奏書　第２師団　明治２２～明治２４年 -

文庫-千代田史料-747 上奏書　第２師団　明治２５～明治３３年 -

文庫-千代田史料-748 上奏書　第２師団　明治３４～３９年 -

文庫-千代田史料-749 上奏書　第２師団　明治４０～明治４５年 -

文庫-千代田史料-750 上奏書　第３師団　明治２２．１２．４～２２．１２．２５ -

文庫-千代田史料-751 上奏書　第３師団　明治２６～明治２８年 -

文庫-千代田史料-752 上奏書　第３師団　明治２９～明治３６年 -

文庫-千代田史料-753 上奏書　第３師団　明治３７～明治３９年 -

文庫-千代田史料-754 上奏書　第３師団　明治４０～明治４５年 -

文庫-千代田史料-755 上奏書　第４師団　明治２０～明治２９年 -

文庫-千代田史料-756 上奏書　第４師団　明治３０～明治３６年 -

文庫-千代田史料-757 上奏書　第４師団　明治３７～明治４０年 -

文庫-千代田史料-758 上奏書　第４師団　明治４１～明治４５年 -

文庫-千代田史料-759 上奏書　第５師団　明治２０～明治２６年 -

文庫-千代田史料-760 上奏書　第５師団　明治２７～明治３５年 -

文庫-千代田史料-761 上奏書　第５師団　明治３６～明治４０年 -

文庫-千代田史料-762 上奏書　第５師団　明治４１～明治４５年 -

文庫-千代田史料-763 上奏書　第６師団　明治２２～明治２４年 -

文庫-千代田史料-764 上奏書　第６師団　明治２５～明治２８年 -

文庫-千代田史料-765 上奏書　第６師団　明治２９～明治３５年 -

文庫-千代田史料-766 上奏書　第６師団　明治３６～明治４０年 -

文庫-千代田史料-767 上奏書　第６師団　明治４１～明治４５年 -

文庫-千代田史料-768 上奏書　第７師団　明治３０～明治３６年 -

文庫-千代田史料-769 上奏書　第７師団　明治３７～明治４０年 -

文庫-千代田史料-770 上奏書　第７師団　明治４１～４５年 -

文庫-千代田史料-771 上奏書　第９師団　明治３３～明治３９年 -

文庫-千代田史料-772 上奏書　第９師団　明治４０～明治４５年 -

文庫-千代田史料-773 上奏書　第１０師団　明治３２～明治３９年 -

文庫-千代田史料-774 上奏書　第１０師団　明治４０～明治４５年 -

文庫-千代田史料-775 上奏書　第１１師団　明治３３～明治３９年 -

文庫-千代田史料-776 上奏書　第１１師団　明治４０～明治４５年 -

文庫-千代田史料-777 上奏書　第１２師団　明治３３～明治３９年 -

文庫-千代田史料-778 上奏書　第１２師団　明治４０～明治４５年 -

文庫-千代田史料-779 上奏書　第１３師団　明治３９～明治４１年 -

文庫-千代田史料-780 上奏書　第１３師団　明治４２～明治４５年 -

文庫-千代田史料-781 上奏書　第１４師団　明治３９～明治４５年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-782 上奏書　第１５師団　明治３９～明治４５年 -

文庫-千代田史料-783 上奏書　第１６師団　明治３９～明治４５年 -

文庫-千代田史料-784 上奏書　第１７師団　明治４１～明治４５年 -

文庫-千代田史料-785 上奏書　第１８師団　明治４１～明治４５年 -

文庫-千代田史料-786 上奏書（定期検閲）　明治２３年 近衛都督

文庫-千代田史料-787 上奏書（定期検閲）　明治１９～２２年 -

文庫-千代田史料-788 上奏書（定期検閲）　明治２５年 -

文庫-千代田史料-789 上奏書（定期検閲）　明治３０～明治３１年 -

文庫-千代田史料-790 上奏書（定期検閲）　明治２０～明治２９年 近衛諸団

文庫-千代田史料-791 上奏書（定期検閲）　近衛～８師団　明治３１年度 -

文庫-千代田史料-792 上奏書（定期検閲）　近衛～４師団　明治３２年度 -

文庫-千代田史料-793 上奏書（定期検閲）　５～１０師団　明治３２年度 -

文庫-千代田史料-794 上奏書（秋季検閲）　明治１８年 -

文庫-千代田史料-795 上奏書（検閲）　明治４２年 -

文庫-千代田史料-796 上奏書（状況報告）　明治２３～明治２５年 -

文庫-千代田史料-797 上奏書（状況報告）　５師団　明治２５年 -

文庫-千代田史料-798 上奏書（状況報告）　８師団　明治３２～明治３６年 -

文庫-千代田史料-799 上奏書（状況報告）　８師団　明治３７～明治４０年 -

文庫-千代田史料-800 上奏書（状況報告）　８師団　明治４１～明治４５年 -

文庫-千代田史料-801 上奏書（状況報告）　各師団　明治４２～４３年 -

文庫-千代田史料-802 上奏書（留学生関係）　明治３２～明治４４年 -

文庫-千代田史料-803 占領地に関する上奏書類等　明治２９．１ 占領地総督部

文庫-千代田史料-804 占領地に関する上奏書類等　明治２９．１ 占領地総督部

文庫-千代田史料-805 「上」書類　明治３２年 -

文庫-千代田史料-806 「上」書類　明治３２年 -

文庫-千代田史料-806_2 上奏書　明治末年 由良要塞司令官

文庫-千代田史料-807 概況報告　明治３３年 -

文庫-千代田史料-808 景況報告　明治３３年 -

文庫-千代田史料-809 概況報告等　明治３６～明治４２年 歩兵第９連隊等

文庫-千代田史料-810 状況等報告　明治３４年 -

文庫-千代田史料-811 状況報告（韓国駐剳軍）　明治４３．１．１９ -

文庫-千代田史料-812 状況報告　明治４４年 -

文庫-千代田史料-813 諸報告　明治１６～明治２８年 -

文庫-千代田史料-814 諸報告　明治１９～明治２７年 -

文庫-千代田史料-815 諸報告　明治２７年 -

文庫-千代田史料-816 諸報告　明治２８～明治２９年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-817 諸報告　明治２９～明治３１年 -

文庫-千代田史料-818 諸報告　明治３２年 -

文庫-千代田史料-819 諸報告（目下の状態）　明治３３～明治３５年 -

文庫-千代田史料-820 諸報告　明治３５～明治３６年 -

文庫-千代田史料-821 諸報告　明治３８～明治４０年 -

文庫-千代田史料-822 諸報告　明治４１～明治４２年 -

文庫-千代田史料-823 諸報告　明治４３年 -

文庫-千代田史料-824 諸報告　明治４４年 -

文庫-千代田史料-825 諸報告　明治４５年 -

文庫-千代田史料-826 諸報告　明治４２～明治４５年 歩兵連隊

文庫-千代田史料-827 諸報告　明治４２～明治４５年 歩兵連隊

文庫-千代田史料-828 諸報告　明治１５～明治４５年 砲兵．輜重兵　等

文庫-千代田史料-829 諸報告　明治１５～明治４５年 工兵．騎兵連隊

文庫-千代田史料-830 諸報告　明治３１～明治４５年 -

文庫-千代田史料-831 戦闘情報　第１～４回報告　明治３３．６～７ -

文庫-千代田史料-832 戦闘情報　明治３３．７～８月 在天津領事館

文庫-千代田史料-833 徴兵報告　明治３６～明治４０年 -

文庫-千代田史料-834 徴兵報告　明治４３年 -

文庫-千代田史料-835 徴兵報告　明治４４年 -

文庫-千代田史料-836 徴兵報告　明治４５年 -

文庫-千代田史料-837 言上扣　明治４０～明治４２年 -

文庫-千代田史料-838 内奏・上聞書　明治３３～明治４４年 -

文庫-千代田史料-839 行幸書類　明治１９～明治３５年 -

文庫-千代田史料-840 行幸書類　明治３６～明治３９年 -

文庫-千代田史料-841 行幸書類　明治４０～明治４２年 -

文庫-千代田史料-842 行幸書類　明治４３～明治４５年 -

文庫-千代田史料-843 栃木県下行幸書類　明治４２．１１ -

文庫-千代田史料-844 拝謁者名簿　明治３２年 -

文庫-千代田史料-845 諸表　明治１５～明治３０年 -

文庫-千代田史料-846 諸表　明治３１年 -

文庫-千代田史料-847 諸表　明治３１年 -

文庫-千代田史料-848 諸表　明治３１年 -

文庫-千代田史料-849 諸表　明治３１～明治３２年 -

文庫-千代田史料-850 諸表（九州部隊）　明治３２年 -

文庫-千代田史料-851 諸表（歩兵部隊）　明治３２年 -

文庫-千代田史料-852 諸表（病院）（築城部舞鶴支部）　明治３２年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-853 諸表（その他）　明治３２年 -

文庫-千代田史料-854 諸表　明治２９～明治４４年 台湾守備部隊　等

文庫-千代田史料-855 諸表　明治３２年 台湾守備隊

文庫-千代田史料-855_2 諸表　明治３２．１０ 基隆要塞砲大隊長　小野衡

文庫-千代田史料-856 諸表（台湾関係）　明治３２～明治４１年 -

文庫-千代田史料-857 諸表　明治３３年 -

文庫-千代田史料-858 諸表　明治３４～明治３５年 -

文庫-千代田史料-859 諸表（軍馬補充部）　明治３５年 -

文庫-千代田史料-860 諸表　明治３６年 -

文庫-千代田史料-861 諸表　明治３７年 -

文庫-千代田史料-862 諸表　明治３８～明治３９年 -

文庫-千代田史料-863 諸表　明治４０年 -

文庫-千代田史料-864 諸表　明治４２年 -

文庫-千代田史料-865 諸表（報告）　明治４３～明治４４年 -

文庫-千代田史料-866 諸表　明治４４～明治４５年 -

文庫-千代田史料-867 職員表　明治３７年 -

文庫-千代田史料-868 職員表　明治３７～明治３８年 -

文庫-千代田史料-869 職員表　明治３８年 -

文庫-千代田史料-870 職員表　明治３８．６～３８．１０ -

文庫-千代田史料-871 陸軍省条例　明治６．３．１２ 太政官

文庫-千代田史料-872 陸軍省　１　職制・令　刑法条令　明治１２～２２年 -

文庫-千代田史料-873 陸軍省　２　官制　条例　明治１８～明治２１年 -

文庫-千代田史料-874 陸軍省　３　兵備表　編制表　明治１８～明治２２年 -

文庫-千代田史料-875 陸軍省　６　官制．条例．規則　明治２０～明治２２年 -

文庫-千代田史料-876 陸軍省　８　官制　条例　規則　明治２１～明治２２年 -

文庫-千代田史料-877 陸軍省　９　官制　条例　規則　明治２２～明治２３年 -

文庫-千代田史料-878 陸軍給与令・定員令・屯田兵給与令　明治２３年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-879 陸軍給与令・給与令細則　明治２８～明治３２年 -

文庫-千代田史料-880 台湾陸軍処務提要・全　明治３５．８．３１ -

文庫-千代田史料-881 陸軍省　諸法律規則　明治２１～明治２３年 -

文庫-千代田史料-882 陸軍省　１０　官制　条例　規則　明治２３年 -

文庫-千代田史料-882_2 参謀本部　官制．条例．規則　乙　明治２３年 -

文庫-千代田史料-883 陸軍省　官制　諸条規　明治２４～明治２６年 -

文庫-千代田史料-884 陸軍省　２７年分　官制　諸条例　明治２７年 -

文庫-千代田史料-885 陸軍省　２８年分　官制　諸条例　明治２８年 -

文庫-千代田史料-886 陸軍省　２９年の１　官制　諸条規　明治２９年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-887 陸軍省　２９年の２　官制　諸条規　明治２９年 -

文庫-千代田史料-888 陸軍省　明治３０年　法律　諸条例　明治３０年 -

文庫-千代田史料-889
陸軍省　明治３１年～明治３２年　法律　諸条例　明治３１年～明
治３２年

-

文庫-千代田史料-890
陸軍省　明治３３年～明治３５年　法律　諸条例　明治３３～明治３
５年

-

文庫-千代田史料-891 陸軍省　全　３６年～３７年　法律　諸条例　明治３６～３７年 -

文庫-千代田史料-892 陸軍省　３８年～４０年　法律　勅令　明治３８～明治４０年 -

文庫-千代田史料-893 陸軍省　４１年　法律　勅令　明治４１年 -

文庫-千代田史料-894 陸軍省　４２年～４４年　法律　勅令　明治４２～４４年 -

文庫-千代田史料-895 陸軍成規類聚補修追録　５２～６０　大正１．９～２．５ -

文庫-千代田史料-896 陸軍成規類聚補修追録　６１～６９回　大正２．６～３．２ -

文庫-千代田史料-897 陸軍成規類聚補修追録　７１～７５回　大正３．４～３．８ -

文庫-千代田史料-898 陸軍成規類聚補修追録　第７６～８０回　大正３．９～４．１ -

文庫-千代田史料-899 陸軍成規類聚補修追録　第８２～８４回　大正４．３～４．５ -

文庫-千代田史料-900 陸軍大学校書類　明治１７～明治３２年 -

文庫-千代田史料-901 陸軍大学校書類　明治３２～明治３５年 -

文庫-千代田史料-901_2 卒業式　御臨幸御次第書　明治３６．１１ 陸軍大学校

文庫-千代田史料-902 陸軍大学校書類　明治３９～明治４１年 -

文庫-千代田史料-903 陸軍大学校書類　明治４３～大正２年 -

文庫-千代田史料-904 陸軍大学校書類　明治　年 -

文庫-千代田史料-905 陸大校・参謀演習旅行　明治１９～３２年 -

文庫-千代田史料-906 陸大校・参謀演習旅行　明治３０～明治３３年 -

文庫-千代田史料-907 陸大校・参謀演習旅行　明治３４年 -

文庫-千代田史料-908 陸大校・参謀演習旅行　明治３５～明治３６年 -

文庫-千代田史料-909 陸大校・参謀演習旅行　明治４０～明治４２年 -

文庫-千代田史料-910 陸大校・参謀演習旅行　一般方略．専修員　明治４１年 -

文庫-千代田史料-911 陸大校・参謀演習旅行　想定　その１　明治４１年 -

文庫-千代田史料-912 陸軍大学校参謀演習旅行地図　明治４１年 -

文庫-千代田史料-913 参謀演習旅行記事付録図面　明治　年 -

文庫-千代田史料-914 憲兵練習所書類　明治４３～明治４５年 -

文庫-千代田史料-915 陸軍獣医学校成績表　明治３８～明治４４年 -

文庫-千代田史料-916 陸軍獣医学校職員表等　明治３１年～明治４４年 -

文庫-千代田史料-917 陸軍士官学校職員人名表　明治３４～明治４４年 -

文庫-千代田史料-918 陸軍士官学校雑書類　明治　年 -

文庫-千代田史料-919 陸軍士官学校生徒日課表　明治１７～明治３８年 -

文庫-千代田史料-919_2 陸軍士官学校付属予科生徒規則　明治１７．１ 陸軍郷

文庫-千代田史料-920 華族出身生徒人名　明治１１～明治４２年 陸軍士官学校



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-921 生徒卒業列叙人名表　明治１９～明治４４年 陸軍士官学校

文庫-千代田史料-922 陸軍電信教導大隊書類　明治３５～明治４５年 -

文庫-千代田史料-923 甲・乙種学生成績　明治３４～明治４１年度 -

文庫-千代田史料-924 甲種学生成績　明治４２～明治４５年 -

文庫-千代田史料-925 陸軍戸山学校書類　明治３４～明治４４年 -

文庫-千代田史料-926 陸軍戸山学校　明治３６年 -

文庫-千代田史料-927 陸軍戸山学校学生列次書　明治　年 -

文庫-千代田史料-928 陸軍野戦砲兵射撃学校学生成績表　明治３１～４５年 -

文庫-千代田史料-929 陸軍野戦砲兵射撃学校戦闘射撃　明治３４～４４年 -

文庫-千代田史料-930 陸軍野戦砲兵射撃学校戦闘射撃　明治３４～４５年 -

文庫-千代田史料-931 陸軍野戦砲兵射撃学校学生人名表　明治３５～４５年 -

文庫-千代田史料-932 陸軍野戦砲兵射撃学校卒業学生人名書　明治３５～４５年 -

文庫-千代田史料-933 陸軍野戦砲兵射撃学校学生優等者講話集　明治末年 -

文庫-千代田史料-934 陸軍野戦砲兵射撃学校雑書類　明治末年 -

文庫-千代田史料-935 陸軍騎兵実施学校学生成績表　明治３３～明治４１年 -

文庫-千代田史料-936 陸軍騎兵実施学校　修業学生人名　職員人名　明治３３～４１年 -

文庫-千代田史料-937 陸軍騎兵実施学校雑書類　明治　年 -

文庫-千代田史料-938 陸軍砲工学校雑書類　明治２９～４４年 -

文庫-千代田史料-939 陸軍砲工学校学生成績表　明治２９～３４年 -

文庫-千代田史料-940 陸軍砲工学校学生成績表　明治３５～４４年 -

文庫-千代田史料-941 陸軍砲兵学校　職員人名　拝謁人名　明治３５～４４年 -

文庫-千代田史料-942 陸軍砲兵学校成績優等者講話集　明治　年 -

文庫-千代田史料-943 陸軍軍医学校雑書類　明治３１～４５年 -

文庫-千代田史料-944 陸軍軍医学校実施教育項目表　明治　年 -

文庫-千代田史料-945 陸軍軍医学校終業式書類　明治４３～４５年 -

文庫-千代田史料-946 陸軍軍医学校成績表　明治３５～４２年 -

文庫-千代田史料-947 陸軍経理学校　卒業人名　職員人名　表　明治３１～３４年 -

文庫-千代田史料-948 陸軍経理学校書類　明治３１～４４年 -

文庫-千代田史料-949 陸軍経理学校学生成績表　明治３１～４３年 -

文庫-千代田史料-950 陸軍経理学校　成績優等者講話集　明治　年 -

文庫-千代田史料-951 陸軍中央幼年学校書類　明治３０～４４年 -

文庫-千代田史料-952 陸軍中央幼年学校生徒卒業試験列序　明治３５～３７年 -

文庫-千代田史料-953 陸軍中央幼年学校生徒卒業試験列序　明治３８～４０年 -

文庫-千代田史料-954 陸軍中央幼年学校諸表　明治３９～明治４４年 -

文庫-千代田史料-955 陸軍中央幼年学校生徒卒業試験列序　明治４１～明治４５年 -

文庫-千代田史料-956 陸軍中央幼年学校成績優等者講話集　明治　年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-957 陸軍中央幼年学校御賜品授与人名　明治　年 -

文庫-千代田史料-958 大阪陸軍地方幼年学校図画優等者　明治３０～明治３１年 -

文庫-千代田史料-959 東京陸軍地方幼年学校書類　明治３２～明治４４年 -

文庫-千代田史料-960 陸軍地方幼年学校書類　明治３３～明治３６年 -

文庫-千代田史料-961 陸軍各種学校書類　明治２９～明治４３年 -

文庫-千代田史料-962 御賞賜品拝受学生人名書　明治２８～明治４４年 -

文庫-千代田史料-963 萬国戦時公法　陸軍条規　全　明治２７．７．１ 有賀長雄編

文庫-千代田史料-964 花環写真集　明治３８年 -

文庫-千代田史料-965 日露陸戦国際法論　明治４４．６月 偕行社　有賀長雄編

文庫-千代田史料-966 雑書類　明治６～４１年 -

文庫-千代田史料-967 雑書類　明治１５～明治４４年 -

文庫-千代田史料-968 雑書類　明治１７～明治４４年 -

文庫-千代田史料-969 雑書類　明治２６～明治３８年 -

文庫-千代田史料-970 雑書類　明治２７～明治２９年 -

文庫-千代田史料-971 雑書類　明治２７～明治４０年 -

文庫-千代田史料-972 雑書類　明治２７～明治４４年 -

文庫-千代田史料-973 雑書類　明治３０～明治３１年 -

文庫-千代田史料-974 雑書類　明治３３～明治３６年 -

文庫-千代田史料-975 雑書類　明治２３～明治３８年 -

文庫-千代田史料-976 雑書類　明治３３～明治３４年 -

文庫-千代田史料-977 雑書類　明治３７年 -

文庫-千代田史料-978 雑書類　明治３８～明治３９年 -

文庫-千代田史料-979 雑書類　明治４１～大正２年 -

文庫-千代田史料-980 雑書類　明治　年 -

文庫-千代田史料-981 雑書類　明治　年 -

文庫-千代田史料-982 雑書類　明治　年 -

文庫-千代田史料-983 雑書類　明治　年 -

文庫-千代田史料-984 雑書類　大阪砲兵工廠　等　明治　年 -

文庫-千代田史料-985 雑史料　明治　年 -

文庫-千代田史料-986
極東露軍関係史料　極東露軍重要職員姓名一覧表　等　明治３６
～明治３８年

大本営参謀部

文庫-千代田史料-987 露軍の近況　明治３７．２～４ 大本営陸軍参謀部

文庫-千代田史料-988 露軍の近況　明治３７．５～８ 大本営陸軍参謀部

文庫-千代田史料-989 露軍の近況　明治３７．８～１０ 大本営陸軍参謀部

文庫-千代田史料-990 露軍の近況　明治３７．１０～１２ 大本営陸軍参謀部

文庫-千代田史料-991 露軍の近況　明治３７．１２～３８．２ 大本営陸軍参謀部

文庫-千代田史料-992 露軍の近況　明治３８．２～３ 大本営陸軍参謀部



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-993 露軍の近況　明治３８．４～５ 大本営陸軍参謀部

文庫-千代田史料-994 露軍の近況　明治３８．６～８ 大本営陸軍参謀部

文庫-千代田史料-995 露軍の近況　明治３８．９～３９．３ 大本営陸軍参謀部

文庫-千代田史料-996 最近の露軍　第１号　明治３７．１２ -

文庫-千代田史料-997 最近の露軍　第１巻　明治　年 -

文庫-千代田史料-998 最近の露軍　第３号　明治　年 -

文庫-千代田史料-999 最近の露軍　第４号　明治３８．９ -

文庫-千代田史料-1000 極東露軍配置図　明治３７．１ -

文庫-千代田史料-1001 日露戦争に於ける露軍の兵站　明治３８．１０ 大本営陸軍参謀部

文庫-千代田史料-1002 日露交渉に関する住復　明治３６．７～明治３７．２ -

文庫-千代田史料-1003 西伯利鉄道の輸送力　明治２４．４～明治３８．６ -

文庫-千代田史料-1004 日露戦争．露軍関係史料　明治３７～明治４１年 -

文庫-千代田史料-1005 日露戦争．露軍関係史料　明治３８年 -

文庫-千代田史料-1006 外報摘要　明治３０．１～４ 外務省

文庫-千代田史料-1007 外報摘要　明治３０．４～６ 外務省

文庫-千代田史料-1008 外報摘要　明治３０．７～８ 外務省

文庫-千代田史料-1009 外報摘要　明治３０．９～１０ 外務省

文庫-千代田史料-1010 外報摘要　明治３０．１１～３１年 外務省

文庫-千代田史料-1011 「トランスヴァール」事件の経過　明治３２．１０～３２．１２ -

文庫-千代田史料-1012 「トランスヴァール」事件の経過　明治３７．１～３７．５ -

文庫-千代田史料-1013 トランスバール事件の経過　明治３２．９～３３．３ -

文庫-千代田史料-1014 英社戦報　第１～３号　明治３２年 -

文庫-千代田史料-1015 英社戦報　第３～４号　明治３３．１２．１０ -

文庫-千代田史料-1016 英社戦報　第５～７号　明治３２．１０．１１ -

文庫-千代田史料-1017 英社戦報　第８～９号　明治３２．１１～３２．１２ -

文庫-千代田史料-1018 南阿戦報　第２～１０号　明治３３．１．５～３３．６．５ -

文庫-千代田史料-1019 南阿戦報　第５号．号外　明治３３．２ -

文庫-千代田史料-1020 亜欧日誌　第１～９号　明治２８．１０～２８．１１ -

文庫-千代田史料-1021 外国誌翻訳　第１～２０号　明治３７．３～３７．４ -

文庫-千代田史料-1022 外国誌翻訳　第２１～３６号　明治３７．４～３７．５ -

文庫-千代田史料-1023 外国誌翻訳　第２３～５５号　明治３７．２．１２～３７．３．４ -

文庫-千代田史料-1024 外国誌翻訳　第３７～５４号　明治３７．５ -

文庫-千代田史料-1025 外国誌翻訳　第５５～７１号　明治３７．５ -

文庫-千代田史料-1026 外国誌翻訳　第７２～８９号　明治３７．５～３７．６ -

文庫-千代田史料-1027 外国誌翻訳　第９１～１１３号　明治３７．６．６～６．１７ -

文庫-千代田史料-1028 外国誌翻訳　第１１４～１３２号　明治３７．６．２０～３７．７．１６ -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-1029
外国誌翻訳　第１３１～１４９号　明治３７．７．１６～明治３７．８．１
８

-

文庫-千代田史料-1030 外国誌翻訳　第１５０～１６３号　明治３７．７～３７．９ -

文庫-千代田史料-1031 外国誌翻訳　第１６５～１８９号　明治３７．９．６～明治３７．９．２３ -

文庫-千代田史料-1032
外国誌翻訳　第１９０～２８０号　明治３７．１０．１４～明治３７．１
２．２４

-

文庫-千代田史料-1033 外国誌翻訳　第２１０～２２４号　明治３７．１２～３８．１．１６ -

文庫-千代田史料-1034 外国誌翻訳　第２２６～２３９号　明治３８．１．４～明治３８．２．５ -

文庫-千代田史料-1035
外国誌翻訳　第２４０～２６２号　明治３８．３．２０～明治３８．４．２
８

-

文庫-千代田史料-1036
外国誌翻訳　第２６３～２７８号　明治３８．５．３０～明治３８．７．２
８

-

文庫-千代田史料-1037 外国誌翻訳（ロンドンタイムス等）　明治３７．１．２８～３７．２．１８ -

文庫-千代田史料-1038 外国誌翻訳　明治３７．３．２４～３７．３．３１ -

文庫-千代田史料-1038_2 「ヤンシュール」の意見書　明治３０年 露国陸軍大佐

文庫-千代田史料-1039 御幸図面　明治期 -

文庫-千代田史料-1040 皇居関係図　明治１５年 -

文庫-千代田史料-1041 御料地位置図（東京管内）　明治３２．１．１ -

文庫-千代田史料-1042 御料地地図　明治期 -

文庫-千代田史料-1043 御料地地図（中部地方）　明治期 -

文庫-千代田史料-1044 出張所御料地植伐一覧図（１／５万）　明治期 -

文庫-千代田史料-1045 軍事施設等図（関東以北）　明治４３年 -

文庫-千代田史料-1046 軍事施設等図（中部以西）　明治期 -

文庫-千代田史料-1047 東洋大勢図　スイス交通図、カナダ交通図　明治３８年 -

文庫-千代田史料-1048
各地衛戍地図（１／１万～１／５万）　青森、盛岡、宇都宮、岐阜、
豊橋、津　明治２３年～明治３１年

-

文庫-千代田史料-1049 騎兵第２５、２６連隊営配置図　明治期 -

文庫-千代田史料-1050
第５師団管下陸図（１／２０万）９枚（中国、四国）　明治２１年～２２
年

-

文庫-千代田史料-1051 旭川兵営諸官衙一般配置図　明治期 -

文庫-千代田史料-1052 熊本鎮台安政橋の図　明治１０．４．８ -

文庫-千代田史料-1053 １８年間跋渉略図　明治１３年～明治３０年 福島安正少佐

文庫-千代田史料-1054 雑図面　明治２３年～明治４５年 -

文庫-千代田史料-1055 東洋鉄道電信図　明治３５年１１月 -

文庫-千代田史料-1056 千葉、習志野衛戍新設兵営地・及射場図　明治４１年 -

文庫-千代田史料-1057 小笠原父島群嶼之図（１／１万）　明治１６年 -

文庫-千代田史料-1058 小笠原聟島群嶼之図（１／１万）　明治１６年 -

文庫-千代田史料-1059 小笠原母島群嶼之図（１／１万）　明治１６年 -

文庫-千代田史料-1060 陸図（満洲～旅順）１６枚　明治２８年製 -

文庫-千代田史料-1061 清国山東省地図（１／２０万）　明治１７年 -

文庫-千代田史料-1062 奉天会戦図　その１～３（１／２万～１／５万）　明治３８年３月 -

文庫-千代田史料-1063 朝鮮及渤海近傍図（１／１００万）　明治２７年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-1064
旅順、奉天、天津等陸図（１／２万～１／２０万）　明治３２年～明
治３７年

-

文庫-千代田史料-1065 支那地図（１／２万～１／３０万）　明治２７年～４４年 -

文庫-千代田史料-1066 遼東半島．陸図（１／５万）　明治２９年 -

文庫-千代田史料-1066_2 露版・遼東半島陸図（１／５万）３１枚　明治３７年製 陸地測量部

文庫-千代田史料-1067 占領地附図　日露戦争中後 -

文庫-千代田史料-1068 黒溝台会戦附図　その１～４（１／５万）　日露戦争中後 -

文庫-千代田史料-1069 作戦一覧図等　明治２８年～明治３８年 陸軍参謀部

文庫-千代田史料-1070 韓国駐?軍関係図面　明治３５年～明治４１年 -

文庫-千代田史料-1071 韓国駐?軍関係図画　明治４２年～明治４５年 -

文庫-千代田史料-1072 朝鮮陸図（１／２０万）　１号～２１号　明治後期 -

文庫-千代田史料-1073 朝鮮陸図（１／２０万）　２２号～４３号　明治後期 -

文庫-千代田史料-1074 朝鮮陸図（１／２０万）　４４号～５７号　明治後期 -

文庫-千代田史料-1075 朝鮮陸図（１／２０万）　５８号～６８号　明治後期 -

文庫-千代田史料-1076 元山、仁川、馬山浦、至京城沿道図説　明治後期 -

文庫-千代田史料-1077 朝鮮集成図等（１／１００万）　明治２７年 -

文庫-千代田史料-1078 露軍海城防御陣地之図　附属その１～６　明治３７．８．３ -

文庫-千代田史料-1079 露軍南山防御陣地の図　明治３７．５．２６ -

文庫-千代田史料-1080 堪察加半島全図　明治３８年９月 -

文庫-千代田史料-1081 樺太全図等（１／８０万）　明治３７年１０月 -

文庫-千代田史料-1082 台湾関係図面（１／６００～１／８０万）　明治３０年～明治３８年 -

文庫-千代田史料-1083 欧洲諸国の交通図等　明治３０．５ -

文庫-千代田史料-1084 英領殖民地諸図面　明治３０年～明治３２年 -

文庫-千代田史料-1085
北海道陸図（１／１．５万～１／２．５万）　旭川、月寒、釧路　明治
４４年

-

文庫-千代田史料-1086
東北地方陸図　青森、秋田、山形、盛岡　（１／９０００～１／５０
万）　明治２０年～明治４１年

-

文庫-千代田史料-1087 宮城県内地図（１／５万～１／４１万）　明治３０年～明治４１年 -

文庫-千代田史料-1088 山形県管内全図（１／１０８０００）　明治２２年 -

文庫-千代田史料-1088_2 山形近傍陸図（１／２万）１２枚　明治３７～３８年製 -

文庫-千代田史料-1089
福島県内陸図（１／１０．８万～１／２０万）　明治２０年～明治３３
年

-

文庫-千代田史料-1090 茨城県全図（１／５万～１／３２万）　明治３８年～明治４２年 -

文庫-千代田史料-1091 茨城県内陸図（１／２万）　明治１６年～明治３４年 -

文庫-千代田史料-1092 茨城県内陸図（１／２万）　明治１６年～明治３４年 -

文庫-千代田史料-1093 水戸陸図（１／２０万）　明治１９年～明治３９年 -

文庫-千代田史料-1094 栃木県内陸図（１／２万）　明治１６年～明治３６年 -

文庫-千代田史料-1095 栃木県内陸図（１／２万）　明治２２年～明治３２年 -

文庫-千代田史料-1096 栃木県全図（１／２０万～１／３０万）　明治３５年～明治４３年 -

文庫-千代田史料-1097 栃木県内陸図（１／５万）　明治２５年～明治４２年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-1098 栃木佐野近傍２万分１地図　明治３２年 -

文庫-千代田史料-1099 宇都宮陸図（１／２０万）　明治２０年～明治４０年 -

文庫-千代田史料-1100 宇都宮～長野近傍　１／２０万　地図　明治２７年 -

文庫-千代田史料-1101 群馬県内図面（１／２万～１／３０万）　明治１８年～明治４３年 -

文庫-千代田史料-1102 群馬県内陸図（１／２万）　明治２１年～明治３２年 -

文庫-千代田史料-1103 前橋桐生近傍陸図（１／２万）　明治２６年 -

文庫-千代田史料-1104 千葉県内陸図（１／２万）　明治１６年～明治４４年 -

文庫-千代田史料-1105 千葉県内陸図（１／２０万）　明治２０年～明治４０年 -

文庫-千代田史料-1106
佐倉、茂原、大多喜、近傍陸図（１／２万）　第１号～９号　明治１９
年

-

文庫-千代田史料-1107
佐倉、茂原、大多喜、近傍陸図（１／２万）１０号～１８号　明治１９
年

-

文庫-千代田史料-1108 埼玉県内陸図（１／２万）　明治２０年～明治３３年 -

文庫-千代田史料-1109 埼玉県内陸図（１／２万）　明治２０年～明治３３年 -

文庫-千代田史料-1110 埼玉県全図（１／１２万～１／２０万）　明治２２年～明治４０年 -

文庫-千代田史料-1111 熊谷～桶川陸図（１／２万）　明治２７年 -

文庫-千代田史料-1112 熊谷～桶川間陸図（１／２万）　明治２７年 -

文庫-千代田史料-1113 東京～宇都宮（１／２０万）陸図　３冊　明治３１年～明治３４年 -

文庫-千代田史料-1114 東京都内陸図（１／５千～１／２万）　明治１８年～明治４０年 -

文庫-千代田史料-1115 東京陸図（１／２０万）　明治２１年～明治３９年 -

文庫-千代田史料-1116
市街線新銭座永楽町間線路設計　及用地図（１／６００）　明治
年

-

文庫-千代田史料-1117 東京砲兵工廠邸内全図　明治初期 -

文庫-千代田史料-1118 神奈川県内陸図（１／２万）　明治１６年～明治２７年 -

文庫-千代田史料-1119
神奈川県全図及び地域図（１／１０万～１／２０万）　明治１９年～
明治４０年

-

文庫-千代田史料-1120
新潟県、長野県内陸図（１／２０万～１／４５万）　明治２０年～明
治４３年

-

文庫-千代田史料-1121 山梨県内陸図（１／２万～１／２５万）　明治２１年～明治４３年 -

文庫-千代田史料-1121_2 山梨県管内図　明治期 -

文庫-千代田史料-1122 静岡県内陸図（１／２万）　明治２３年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1123 静岡県内陸図（１／２万）　明治２３年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1124 静岡県内陸図（１／２万）　明治１９年～明治２０年 -

文庫-千代田史料-1125 静岡県内陸図（１／５万～１／３５万）　明治２７年～明治４３年 -

文庫-千代田史料-1126 静岡県内陸図（１／２万）　明治１９年～明治２０年 -

文庫-千代田史料-1127 静岡県内陸図（１／２万）　明治１９年～明治２０年 -

文庫-千代田史料-1128 静岡県内陸図（１／２万）　明治２３年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1129 愛知県内陸図（１／２０万）　明治２０年～明治４０年 -

文庫-千代田史料-1130 愛知県内陸図（１／２万）　明治２６年 -

文庫-千代田史料-1131 名古屋熱田実測図（１／１．２万）　明治２７年 -

文庫-千代田史料-1132 愛知県内陸図（１／２万）　明治２７年～３３年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-1133 愛知県内陸図（１／５万）　明治３１年～明治４０年 -

文庫-千代田史料-1134 愛知県付近陸図（１／２万　集成図）　明治３３年 -

文庫-千代田史料-1135 尾三実測図（１／１０万）　明治４１年 -

文庫-千代田史料-1136 岐阜県内陸図（１／５万～１／２０万）　明治２２年～明治３５年 -

文庫-千代田史料-1137 岐阜県内陸図（１／２万）　明治２６年 -

文庫-千代田史料-1138 岐阜県内陸図（１／２万）　明治２６年～明治３１年 -

文庫-千代田史料-1139 三重県内陸図（１／２万）　明治２５年～明治３３年 -

文庫-千代田史料-1140 三重県内陸図（１／２万　集成図）　明治２７年～明治３１年 -

文庫-千代田史料-1141 滋賀県管内実測図（１／１２万）　明治１９年 -

文庫-千代田史料-1142
滋賀県内陸図（１／２万～１／５万）　在中図　１３枚　明治２４年～
明治３３年

-

文庫-千代田史料-1143 富山県管内全図　明治１８年 -

文庫-千代田史料-1144 岐阜県管内地図（１／２０万）　明治１３年５月 -

文庫-千代田史料-1145 京都府内陸図（１／２万）　在中図　２２枚　明治２３年～明治４２年 -

文庫-千代田史料-1146
京都府内陸図（１／５万～１／２０万）　在中図　６枚　明治２５年～
明治４０年

-

文庫-千代田史料-1147
京都及び大阪・陸図（１／２０万）　在中図１４枚　明治２７年～明治
４４年

-

文庫-千代田史料-1148 奈良県内陸図（１／２万～１／５万）　明治１９年～明治４０年 -

文庫-千代田史料-1149 実測奈良県大和地図　明治２５年５月 -

文庫-千代田史料-1150
和歌山県内陸図（１／２万）　在中図　１７枚　明治１９年～明治３３
年

-

文庫-千代田史料-1151
和歌山県内陸図（１／２０万）　在中図　７枚　明治２７年～明治４０
年

-

文庫-千代田史料-1152 大阪府内陸図（１／２万）　在中図　１３枚　明治１４年～明治１９年 -

文庫-千代田史料-1153
陸図集成図（大阪～名古屋　１／２０万）　在中図　５枚　明治１９
年～明治３１年

-

文庫-千代田史料-1154 大阪府内陸図（１／５万）　在中図　９枚　明治１９年～明治３１年 -

文庫-千代田史料-1155 大阪府内陸図（１／２万）　在中図　１２枚　明治２０年～明治２６年 -

文庫-千代田史料-1156
大阪府全図（１／１５万～１／２０万）　在中図　２枚　明治２１年～
明治３６年

-

文庫-千代田史料-1157 大阪府内陸図（１／２万）　在中図　２１枚　明治３０年～明治４４年 -

文庫-千代田史料-1158 大阪府内陸図（１／２万）　明治２７年 -

文庫-千代田史料-1159 大阪～豊橋集成陸図（１／２０万）　明治３２年～明治４０年 -

文庫-千代田史料-1160 兵庫県内陸図（１／２万）　明治１８年～明治２４年 -

文庫-千代田史料-1161 兵庫県内陸図（１／５万～１／２０万）　明治２７年～明治４１年 -

文庫-千代田史料-1162 兵庫県管内全図　明治２７年 -

文庫-千代田史料-1163 兵庫県内陸図（１／２万）　明治２８年～明治３０年 -

文庫-千代田史料-1164 兵庫県内陸図（１／２万）　明治３１年～明治４３年 -

文庫-千代田史料-1165 姫路市附近陸図（１／１万）　明治３４年 -

文庫-千代田史料-1166 鳥取県全図（１／１０万）　明治４０年 -

文庫-千代田史料-1167 陸図（１／２万・１／２０万）岡山・鳥取　明治２７年～明治４３年 -

文庫-千代田史料-1168 児島湾開墾平面図（１／２万）　明治４３年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-1169 山口県全図（１／１８万）（水害地色分）　明治２６年１０月 -

文庫-千代田史料-1170 広島県内陸図（１／２万～１／２０万）　明治２７年～明治３２年 -

文庫-千代田史料-1171 愛媛県管内地図　明治２６年１月 -

文庫-千代田史料-1172
陸図（１／２０万～１／３６万）　高知、香川、徳島　明治２２年～明
治４１年

-

文庫-千代田史料-1173 高知県管轄全図　明治２２年 -

文庫-千代田史料-1174 阿波国全図　明治２６年 -

文庫-千代田史料-1175 仏国７５ｍ／ｍ速射野砲図面　明治期 -

文庫-千代田史料-1176 台湾島図面　明治２８年～明治３３年 -

文庫-千代田史料-1177 海岸防備地点選定図（１／８６．４万）　明治１６年 -

文庫-千代田史料-1178 水戸、石岡、笠間　近傍陸図（１／２万）　明治期 -

文庫-千代田史料-1179 富山～愛知集成図（１／２０万）　明治期 -

文庫-千代田史料-1180 三重県内地図（１／１２万～１／２０万）　明治２１～明治４３年 -

文庫-千代田史料-1181 北海道地形図（１／５０万）　明治２９年 北海道庁実測製図

文庫-千代田史料-1182 大之浦鉱山図面（１／１２００　１／１０万）　明治期 -

文庫-千代田史料-1183 師団等の拡張図（４枚）　明治２９～明治３１年 -

文庫-千代田史料-1184 電信線路図　明治２８年１２月 -

文庫-千代田史料-1185 軍事施設等図（海外）　明治３２年～明治４４ -

文庫-千代田史料-1186 英国に関する配兵交通図表　明治３９年 -

文庫-千代田史料-1187 朝鮮全図（北部・南部）　明治２６年 -

文庫-千代田史料-1188 満洲軍配置の略図（１／４０万）　明治３８年６月～明治３８年８月 -

文庫-千代田史料-1189 陸軍大学校卒業式における戦史講述付図　明治４３．１１．２９ -

文庫-千代田史料-1190 明治職官沿革表　付録　明治２０年 -

文庫-千代田史料-1191 明治職官沿革表　明治２０年～明治２１年 -

文庫-千代田史料-1192 明治職官沿革表　付録　明治２１年 -

文庫-千代田史料-1193 明治職官沿革表　明治２２年 -

文庫-千代田史料-1194 明治職官沿革表　付録　明治２２年 -

文庫-千代田史料-1195 明治職官沿革表　明治２３年 -

文庫-千代田史料-1196 明治職官沿革表　付録　明治２３年 -

文庫-千代田史料-1197 明治職官沿革表　明治２４年～明治２５年 -

文庫-千代田史料-1198 明治職官沿革表　付録　明治２４年 -

文庫-千代田史料-1199 明治職官沿革表　付録　明治２５年 -

文庫-千代田史料-1200 雑図綴　明治期 -

文庫-千代田史料-1200_2 函館要塞之図（１／１万）　明治３２年４月 築城部函館支部

文庫-千代田史料-1201 福岡県地図（全）　明治期 -

文庫-千代田史料-1202 福岡・佐賀陸図（１／２万）　明治３５年 -

文庫-千代田史料-1203 福岡県内陸図（１／２万～１／２０万）　明治１７年～明治３５年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-1204 大分、宮崎、沖縄陸図（１／２万～１／２４万）　明治期 -

文庫-千代田史料-1205 佐賀県管内之図（１／１０８０００）　明治２０年 -

文庫-千代田史料-1206 長崎　熊本陸図（１／２万～１／３２万）　明治２５年～明治３３年 -

文庫-千代田史料-1207 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２８．１０～明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1208 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２８．１２ -

文庫-千代田史料-1209 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２８年～明治２９．３ -

文庫-千代田史料-1210 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２９．１～明治２９．２ -

文庫-千代田史料-1211 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２９．３ -

文庫-千代田史料-1212 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２９．３ -

文庫-千代田史料-1213 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２９．３ -

文庫-千代田史料-1214 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２９．３ -

文庫-千代田史料-1215 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２９．４～２９．４ -

文庫-千代田史料-1216 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２９．５ -

文庫-千代田史料-1217 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1218 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1219 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1220 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治２９．９～明治２９．１２ -

文庫-千代田史料-1221 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治３０．２～明治３０．３ -

文庫-千代田史料-1222 功績審査決議（陸軍大臣申牒）　明治３０．３ -

文庫-千代田史料-1223 功績審査決議（参謀総長申牒）　明治２８．１０～明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1224 功績審査決議（参謀総長申牒）　明治２８．１２ -

文庫-千代田史料-1225 功績審査決議（参謀総長申牒）　明治２８．１０～明治３０．３ -

文庫-千代田史料-1226 功績審査決議（参謀総長申牒）　明治２９．１ -

文庫-千代田史料-1227 功績審査決議（参謀総長申牒）　明治２９．２～明治２９．５ -

文庫-千代田史料-1228 功績審査決議（参謀総長申牒）　明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1229 功績審査決議（参謀総長申牒）　明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1230 功績審査決議（参謀総長申牒）　明治３０．２～明治３０．３ -

文庫-千代田史料-1231 功績審査決議（能久親王　他）　明治２８．１０～明治３０．３ -

文庫-千代田史料-1232 功績審査決議（近衛師団長申牒）　明治２８．１２ -

文庫-千代田史料-1233 功績審査決議（近衛師団長申牒）　明治２８．１２ -

文庫-千代田史料-1234 功績審査決議（近衛師団長申牒）　明治２８．１２ -

文庫-千代田史料-1235 功績審査決議（近衛師団長申牒）　明治２８．１２ -

文庫-千代田史料-1236 功績審査決議（近衛師団長申牒）　明治２９．１ -

文庫-千代田史料-1237 功績審査決議（近衛師団長申牒）　明治２９．１～明治２９．３ -

文庫-千代田史料-1238 功績審査決議（第１軍司令官申牒）　明治２８．９～明治２８．１０ -

文庫-千代田史料-1239 功績審査決議（第１軍司令官申牒）　明治２８．１０ -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-1240 功績審査決議（第１軍司令官申牒）　明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1241 功績審査決議（第１軍司令官申牒）　明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1242 功績審査決議（第１軍司令官申牒）　明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1243 功績審査決議（第１軍司令官申牒）　明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1244 功績審査決議（第１軍司令官申牒）　明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1245 功績審査決議（第１軍司令官申牒）　明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1246 功績審査決議（第１軍司令官申牒）　明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1247 功績審査決議（第１軍司令官申牒）　明治２８．１２ -

文庫-千代田史料-1248 功績審査決議（第１軍司令官申牒）　明治２８．１２ -

文庫-千代田史料-1249 功績審査決議（第１軍司令官申牒）　明治２８．１２ -

文庫-千代田史料-1250 功績審査決議（第１軍司令官申牒）　明治２９．２～明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1251 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８年 -

文庫-千代田史料-1252 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８年 -

文庫-千代田史料-1253 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８年 -

文庫-千代田史料-1254 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８．７～明治２８．９ -

文庫-千代田史料-1255 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８．１０ -

文庫-千代田史料-1256 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８．１０ -

文庫-千代田史料-1257 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８．１０ -

文庫-千代田史料-1258 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８．１０ -

文庫-千代田史料-1259 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８．１０～明治２８．１２ -

文庫-千代田史料-1260 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1261 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1262 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1263 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1264 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1265 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８．１１ -

文庫-千代田史料-1266 功績審査決議（第２軍司令官申牒）　明治２８．１２～明治３０．３ -

文庫-千代田史料-1267 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1268 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1269 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1270 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1271 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1272 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1273 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治２９．３ -

文庫-千代田史料-1274 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1275 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治２９．４～明治３０．４ -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-1276 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治２９．５～明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1277 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治２９．１１～明治３０．３ -

文庫-千代田史料-1278 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治３０．３ -

文庫-千代田史料-1279 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治３０．３ -

文庫-千代田史料-1280 功績審査決議（台湾総督申牒）　明治３０．３ -

文庫-千代田史料-1281 功績審査決議（占領地総督申牒）　明治２９．１～明治２９．５ -

文庫-千代田史料-1282 功績審査決議（占領地総督申牒）　明治２９．５ -

文庫-千代田史料-1283 功績審査決議（占領地総督申牒）　明治２９．５～明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1284 功績審査決議（占領地総督申牒）　明治２９．６ -

文庫-千代田史料-1285 叙功叙勲及賜金並従軍記章授与　明治３９．９．５ -

文庫-千代田史料-1286 叙功叙勲及賜金並従軍記章授与　明治３９．９．７ -

文庫-千代田史料-1287 叙功叙勲及賜金並従軍記章授与　明治３９．９．１９ -

文庫-千代田史料-1288 叙功及叙勲　明治３９．９．２０ -

文庫-千代田史料-1289 功績再審査決議　明治２９．３～明治３０．３ -

文庫-千代田史料-1290 勲等功級．従軍記章褫奮人名簿　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1291 勲章叙賜及賜金の件削除決議　明治２８．１２～明治２９．１２ -

文庫-千代田史料-1292 勲章叙賜及賜金の件削除決議　明治３０．２～明治３０．３ 陸軍大臣

文庫-千代田史料-1293 勲章叙賜及賜金の件削除決議　明治３０．３．３１ -

文庫-千代田史料-1294 功績再審査決議　明治２８．１２～明治２９．２ -

文庫-千代田史料-1295 陸軍上長官士官抜擢進級候補名簿　明治３９年 -

文庫-千代田史料-1296 陸軍上長官士官抜擢進級決定候補名簿　明治３１年 -

文庫-千代田史料-1297 陸軍上長官士官抜擢進級決定候補名簿　明治３２年 -

文庫-千代田史料-1298 陸軍上長官士官抜擢進級決定候補名簿　明治３３年 -

文庫-千代田史料-1299 陸軍上長官士官抜擢進級決定候補名簿　明治３４年 -

文庫-千代田史料-1300 陸軍上長官士官抜擢進級決定候補名簿　明治３５年 -

文庫-千代田史料-1301 陸軍上長官士官抜擢進級決定候補名簿　明治３６年 -

文庫-千代田史料-1302 陸軍上長官士官抜擢進級決定候補名簿　明治３７．７ -

文庫-千代田史料-1303 陸軍現役大尉同相当官以上抜擢進級候補名簿　明治３８．４ -

文庫-千代田史料-1304 陸軍上長官士官抜擢進級候補名簿　明治４０．１０ -

文庫-千代田史料-1305 陸軍上長官士官抜擢進級候補名簿　明治４１．１１ -

文庫-千代田史料-1306
陸軍各兵科上長官士官同相当官抜擢進級候補名簿　明治４２．１
０

-

文庫-千代田史料-1307 陸軍上長官士官抜擢進級候補者名簿　明治４３．１１ -

文庫-千代田史料-1308 陸軍上長官士官抜擢進級決定候補名簿　明治４４．１１ -

文庫-千代田史料-1309 各兵科上長官士官決定候補名簿写　明治２１年 -

文庫-千代田史料-1310 上長官士官決定抜擢候補名簿　明治２１年～明治２２年 陸軍省

文庫-千代田史料-1311 将校並相当官抜擢進級決定候補名簿写　明治２２年 -
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文庫-千代田史料-1312 上長官士官抜擢進級決定候補名簿　明治２３年 -

文庫-千代田史料-1313 上長官士官決定抜擢候補名簿　明治２４年 陸軍省

文庫-千代田史料-1314 上長官士官抜擢進級決定候補名簿　明治２５年 陸軍

文庫-千代田史料-1315 上長官士官決定候補名簿　明治２６年 陸軍

文庫-千代田史料-1316 上長官士官決定候補名簿　明治２９年 陸軍

文庫-千代田史料-1317 復員後上長官士官抜擢進級決定候補名簿　明治２９年 陸軍

文庫-千代田史料-1318 新設隊へ転属後士官抜擢進級決定候補名簿　明治２９年 陸軍

文庫-千代田史料-1319 新設隊へ転属後士官決定候補名簿　明治３０年 陸軍

文庫-千代田史料-1320 上長官士官決定候補名簿（１）　明治３０年 陸軍

文庫-千代田史料-1321 上長官士官決定候補名簿（２）　明治３０年 陸軍

文庫-千代田史料-1322 従軍記章授与人名簿索引　明治２７年 -

文庫-千代田史料-1323 従軍記章授与人名簿（１）　明治２７年～明治２８年 陸軍１

文庫-千代田史料-1324 従軍記章授与人名簿（２）　明治２７年～明治２８年 陸軍２

文庫-千代田史料-1325 従軍記章授与人名簿（３）　明治２７年～明治２８年 陸軍３

文庫-千代田史料-1326 従軍記章授与人名簿（４）　明治２７年～明治２８年 陸軍４

文庫-千代田史料-1327 従軍記章授与人名簿（５）　黒木以下の１　明治２７年～明治２８年 陸軍５

文庫-千代田史料-1328 従軍記章授与人名簿（６）　黒木以下の２　明治２７年～明治２８年 陸軍６

文庫-千代田史料-1329 従軍記章授与人名簿（７）　川村以下の１　明治２７年～明治２８年 陸軍７

文庫-千代田史料-1330
従軍記章授与人名簿（８）　川村以下の２止　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1331 従軍記章授与人名簿（９）　山沢以下の１　明治２７～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1332 従軍記章授与人名簿（１０）　山沢以下の２　明治２７～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1333
従軍記章授与人名簿（１１）　山沢以下の３　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1334
従軍記章授与人名簿（１２）　山沢以下の４　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1335 従軍記章授与人名簿（１３）　山沢以下の５　明治２７～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1336
従軍記章授与人名簿（１４）　乃木以下の１　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1337 従軍記章授与人名簿（１５）　乃木以下の２　明治２７～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1338
従軍記章授与人名簿（１６）　乃木以下の３止　明治２７年～明治２
８年

陸軍

文庫-千代田史料-1339
従軍記章授与人名簿（１７）　高島以下の１　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1340
従軍記章授与人名簿（１８）　高島以下の２止　明治２７年～明治２
８年

陸軍

文庫-千代田史料-1341
従軍記章授与人名簿（１９）　小泉以下の１　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1342
従軍記章授与人名簿（２０）　小泉以下の２止　明治２７年～明治２
８年

陸軍

文庫-千代田史料-1343
従軍記章授与人名簿（２１）　世良田以下の１　明治２７～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1344
従軍記章授与人名簿（２２）　世良田以下の２　明治２７年～明治２
８年

陸軍

文庫-千代田史料-1345
従軍記章授与人名簿（２３）　世良田以下の３止　明治２７年～明
治２８年

陸軍

文庫-千代田史料-1346
従軍記章授与人名簿（２４）　河野以下の１　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1347
従軍記章授与人名簿（２５）　河野以下の２　明治２７年～明治２８
年

陸軍
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文庫-千代田史料-1348
従軍記章授与人名簿（２６）　河野以下の３　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1349
従軍記章授与人名簿（２７）　河野以下の４止　明治２７～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1350
従軍記章授与人名簿（２８）　高橋以下の１　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1351
従軍記章授与人名簿（２９）　高橋以下の２　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1352 従軍記章授与人名簿（３０）　高橋以下の３　明治２７～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1353
従軍記章授与人名簿（３１）　高橋以下の４止　明治２７年～明治２
８年

陸軍

文庫-千代田史料-1354
従軍記章授与人名簿（３２）　文官並外国人　明治２７年～明治２８
年

-

文庫-千代田史料-1355 従軍記章授与人名簿（３３）　明治２７年～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1356 従軍記章授与人名簿（３４）　明治２７年～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1357 従軍記章授与人名簿（３５）　明治２７年～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1358
従軍記章授与人名簿（３６）　内藤以下の１　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1359
従軍記章授与人名簿（３７）　内藤以下の２止　明治２７年～明治２
８年

陸軍

文庫-千代田史料-1360
従軍記章授与人名簿（３８）　大沼以下の１　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1361 従軍記章授与人名簿（４０）　大沼以下の２　明治２７～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1362
従軍記章授与人名簿（４１）　大沼以下の３止　明治２７～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1363 従軍記章授与人名簿（４２）　立花以下　明治２７～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1364 従軍記章授与人名簿（４３）　加藤以下　明治２７年～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1365
従軍記章授与人名簿（４４）　友岡以下の１　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1366
従軍記章授与人名簿（４５）　友岡以下の２　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1367
従軍記章授与人名簿（５０）　友岡以下の３止　明治２７年～明治２
８年

陸軍

文庫-千代田史料-1368
従軍記章授与人名簿　５１　阿武以下の１　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1369
従軍記章授与人名簿（５２）　阿武以下の２止　明治２７年～明治２
８年

陸軍

文庫-千代田史料-1370 従軍記章授与人名簿（５３）　川岡以下　明治２７年～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1371
従軍記章授与人名簿（５４）　三好以下　楠本以下の１　明治２７年
～明治２８年

陸軍

文庫-千代田史料-1372
従軍記章授与人名簿（５５）　楠本以下の２止　明治２７年～明治２
８年

陸軍

文庫-千代田史料-1373
従軍記章授与人名簿（５６）　田辺以下の１　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1374
従軍記章授与人名簿（５７）　田辺以下の２止　明治２７年～明治２
８年

陸軍

文庫-千代田史料-1375
従軍記章授与人名簿（５８）　渋谷以下の１　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1376
従軍記章授与人名簿（５９）　渋谷以下の２　明治２７年～明治２８
年

陸軍

文庫-千代田史料-1377 従軍記章授与人名簿（６０）　明治２７年～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1378 従軍記章授与人名簿（６１）　西村以下　明治２７年～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1379 従軍記章授与人名簿（６２）　本多以下　明治２７年～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1380 従軍記章授与人名簿（６３）　薗部以下　明治２７年～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1381
従軍記章授与人名簿（６４）　陸軍死亡者相続人遺族　松本建男
以下の１　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1382
従軍記章授与人名簿（６５）　陸軍死亡者相続人遺族　松本建男
以下の２止　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1383
従軍記章授与人名簿（６６）　陸軍死亡者相続人遺族　榊原たゞ以
下　明治２７年～明治２８年

-
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文庫-千代田史料-1384
従軍記章授与人名簿（６７）　陸軍死亡者相続人遺族　松下ジュン
以下　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1385
従軍記章授与人名簿（６８）　陸軍及侯爵　西園寺公望以下　明治
２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1386
従軍記章授与人名簿（６９）　陸軍死亡者相続人遺族　三輪豊利
以下の１　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1387
従軍記章授与人名簿（７０）　陸軍死亡者相続人遺族　三輪豊利
以下の２止　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1388
従軍記章授与人名簿（７１）　陸軍死亡者相続人遺族　稲葉勝治
以下　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1389
従軍記章授与人名簿（７２）　陸軍死亡者相続人遺族　守水薫以
下　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1390
従軍記章授与人名簿（７３）　陸軍死亡者相続人遺族　鵜飼芳男
以下　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1391
従軍記章授与人名簿（７４）　陸軍死亡者相続人遺族　白木駿一
以下の１　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1392
従軍記章授与人名簿（７５）　陸軍死亡者相続人遺族　白木駿一
以下の２止　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1393 従軍記章授与人名簿（７６）　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1394 従軍記章授与人名簿　浜崎市松以下　明治２７～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1395 従軍記章授与人名簿　明治２７年～明治２８年 陸軍

文庫-千代田史料-1396 従軍記章授与人名簿　明治２７年～明治２８年 陸軍　其他

文庫-千代田史料-1397 従軍記章授与人名簿　明治２７～明治２８年 陸軍　其他

文庫-千代田史料-1398 従軍記章授与及死亡者遺族付与人名簿　明治２７年～明治２８年 陸軍省　其他

文庫-千代田史料-1399 従軍記章授与人名簿　明治３３年 陸軍

文庫-千代田史料-1400 従軍記章授与人名簿　明治３３年 陸軍

文庫-千代田史料-1401 従軍記章授与人名簿　明治３３年 陸軍

文庫-千代田史料-1402 従軍記章授与人名簿　明治３３年 陸軍

文庫-千代田史料-1403 従軍記章授与人名簿　明治３３年 陸軍

文庫-千代田史料-1404 従軍記章授与人名簿　明治３３年 陸軍

文庫-千代田史料-1405 従軍記章授与人名簿　明治３３年 陸軍

文庫-千代田史料-1406 従軍記章授与人名簿　陸軍及文官　明治３３年 -

文庫-千代田史料-1407 従軍記章授与人名簿　陸軍及遺族　明治３３年 -

文庫-千代田史料-1408 叙功勲賜金人名簿索引　明治２７～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1409
叙勲　第２師団各部隊准士官以下　第８５回　自１至７　明治２７年
～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1410 叙勲　第２師団各部隊准士官及下士以下　明治２７～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1411 叙勲及賜金　第１軍　第３師団　１　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1412 叙勲及賜金　第１軍　第３師団　２　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1413 叙勲及賜金　第１軍　第３師団　３　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1414 叙勲及賜金　第１軍　第３師団　４　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1415 叙勲及賜金　第１軍　第３師団　５　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1416 叙勲及賜金　第１軍　第５師団　１　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1417 叙勲及賜金　第１軍　第５師団　２　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1418 叙勲及賜金　第１軍　第５師団　３　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1419 叙勲及賜金　第１軍　第５師団　４　明治２７年～明治２８年 -
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文庫-千代田史料-1420 叙勲及賜金　第１軍　第５師団　５　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1421
叙勲及賜金　陸海軍将官以下．陸軍各所轄　１　明治２７年～明
治２８年

-

文庫-千代田史料-1422 叙勲及賜金　陸軍各所轄　２　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1423 叙勲及賜金　陸軍各所轄　３　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1424 叙勲及賜金　陸軍各所轄　４　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1425 叙勲及賜金　陸軍各所轄　５　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1426
叙勲及賜金　文武官府県吏員．日本赤十字社　明治２７年～明治
２８年

-

文庫-千代田史料-1427 叙勲及賜金　陸軍省　其他　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1428 叙勲及賜金　歩兵７連隊補充大隊　其他　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1429
叙勲及賜金　騎兵第６大隊補充中隊　其他　留守近衛師団各部
其他　陸軍省所轄　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1430
叙勲及賜金　臨時第７師団屯田歩兵第４大隊　其他　陸軍省大本
営台湾総督府　其他　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1431 叙勲及賜金　占領地総督部　其他　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1432
叙勲及賜金　文武官及諸会社　台湾住民　明治２７年～明治２８
年

-

文庫-千代田史料-1433 叙勲及賜金　内閣文官　其他　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1434
叙勲及賜金　内国各地陸軍予備病院其他看護婦　明治２７年～
明治２８年

-

文庫-千代田史料-1435
叙勲及賜金　正６位大倉喜八郎以下　陸軍書記．台湾．朝鮮人
明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1436
叙勲及賜金　占領地総督部其他准士官以下　台湾憲兵隊其他同上．南部
兵站監部其他同上．後備歩兵３連隊　元　大本営其他　明治２７年～明治
２８年

-

文庫-千代田史料-1437
叙勲及賜金　歩兵第２１連隊其他下士以下　留守近衛師団各部
隊准士官以下　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1438
叙勲及賜金　第４師団各部隊．歩兵第１０連隊　明治２７年～明治
２８年

-

文庫-千代田史料-1439
叙勲及賜金　留守近衛師団各部隊．第４師団各部各隊　臨時東
京湾守備隊　其他　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1440
叙勲及賜金　後備歩兵第１７大隊　臨時東京湾守備隊　其他　明
治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1441
叙勲及賜金　第２師団其他．後備歩兵第７連隊　明治２７年～明
治２８年

-

文庫-千代田史料-1442
叙勲及賜金　台湾総督府．独立野戦電信隊　対島警備隊司令部．
其他　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1443
叙勲及賜金　要塞砲兵第４連隊　其他　台湾兵站各部．其他　明
治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1444
叙勲及賜金　陸軍砲兵大尉田原監一以下　後備歩兵第１５大隊
其他．第２師団各部隊　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1445
叙勲及賜金　後備歩兵第５大隊　其他　第２師団各部隊同上台湾
兵站部　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1446
叙勲及賜金　第４師団機関砲隊　其他　混成第７旅団各部隊　明
治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1447 叙勲及賜金　混成第７旅団各部隊　其他　明治２７年～２８年 -

文庫-千代田史料-1448
叙勲及賜金　歩兵第９連隊其他．第２師団各隊　歩兵第８連隊
其他　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1449
叙勲及賜金　歩兵第８連隊　其他　陸軍省　其他　明治２７～明治
２８年

-

文庫-千代田史料-1450
叙勲及賜金　後備歩兵第８連隊其他　歩兵第１０連隊　明治２７年
～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1451
叙勲及賜金　第２師団各部隊．歩兵第２０連隊　明治２７年～明治
２８年

-

文庫-千代田史料-1452 叙勲及賜金　陸軍　第９７回　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1453 叙勲及賜金　陸軍　藤井徳城以下　明治２７～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1454 叙勲及賜金　陸軍　小松徳松以下　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1455 叙勲及賜金　陸軍　明治２７年～明治２８年 -
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文庫-千代田史料-1456 褒賞及賜金　陸軍死亡者遺族　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1457
賜金　歩兵第２４連隊補充大隊　其他　後備歩兵第９大隊　其他
明治２７～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1458 賜金　輜重兵第３大隊補充中隊　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1459
賜金　監軍部　其他　留守第３師団　其他　明治２７年～明治２８
年

-

文庫-千代田史料-1460 賜金　留守第６師団　其　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1461
賜金　後備歩兵第９大隊　其他　歩兵第１連隊補充大隊　明治２７
年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1462
賜金　歩兵第１８連隊補充大隊其他　歩兵第２３連隊補充大隊其
他　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1463
賜金　後備歩兵第２０大隊　其他　輜重兵第５大隊　其他　明治２
７～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1464
賜金　後備歩兵第７大隊　歩兵第９連隊　第１大隊　明治２７年～
明治２８年

-

文庫-千代田史料-1465
賜金　後備歩兵第１３大隊　後備歩兵第１５大隊　明治２７年～明
治２８年

-

文庫-千代田史料-1466
賜金　後備歩兵第５大隊　後備歩兵第４連隊　明治２７年～明治２
８年

-

文庫-千代田史料-1467
賜金　陸軍省．歩兵第８９連隊補充大隊　歩兵第１７連隊補充大
隊　其他　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1468 賜金　第２師団各部隊兵卒　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1469
賜金　歩兵第８連隊補充大隊　留守第２師団　其他　明治２７年～
明治２８年

-

文庫-千代田史料-1470
賜金　占領地総督部所轄元大本営　台湾兵站輜重．対島警備隊
司令部　其他　明治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1471
賜金　歩兵第１０連隊　其他　後備歩兵第９連隊　明治２７年～明
治２８年

-

文庫-千代田史料-1472
賜金　歩兵第１５連隊補充大隊　其他　臨時第７師団屯団歩兵第
２大隊　其他　明治２７～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1473
賜金　後備歩兵第１２連隊　其他　後備歩兵第２１大隊　其他　明
治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1474
賜金　台湾憲兵隊　其他　第２師団各部隊　明治２７年～明治２８
年

-

文庫-千代田史料-1475
賜金　第２師団各部隊兵卒　第２師団各部隊判任文官及兵卒　明
治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1476
賜金　野戦砲兵第４連隊　第４師団管理部各師団監督部　明治２
７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1477
賜金　歩兵第８旅団司令部　其他　歩兵第２０連隊　明治２７年～
明治２８年

-

文庫-千代田史料-1478
賜金　歩兵第１１連隊補充大隊　歩兵第２１連隊補充大隊　明治２
７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1479 賜金　陸軍死亡者遺族　伊部二郎以下　明治２７～２８年 -

文庫-千代田史料-1480 賜金　陸軍死亡者遺族　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1481 賜金　陸軍死亡者遺族　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1482 賜金　陸軍死亡者遺族　明治２７～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1483 賜金　陸軍死亡者遺族　明治２７～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1484 賜金　陸軍死亡者遺族　小林以下　明治２７～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1485 賜金　陸軍死亡者遺族　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1486 賜金　陸軍死亡者遺族　阿部浮松以下　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1487 賜金　陸軍死亡者遺族　明治２７～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1488 賜金　陸軍遺族　明治２７～２８年 -

文庫-千代田史料-1489 賜金　陸軍遺族　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1490 贈叙位及金銀杯並賜金　陸軍省並文官　明治２７～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1491 位記追賜　明治３４年　明治３５年　明治２７年～明治２８年 -



令和５年４月４日

文庫-千代田史料-1492
賜金　陸軍（台湾軍務含）乃木希典以下の１　明治２７年～明治２
８年

-

文庫-千代田史料-1493
賜金及褒状　陸軍（台湾軍務含）乃木以下の２　明治２７年～明治
２８年

-

文庫-千代田史料-1494 賜金　台湾匪徒討伐功労者　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1495 賜金　台湾服務者　明治３４年 -

文庫-千代田史料-1496 賜金　台湾服務者　明治３４年 -

文庫-千代田史料-1497 叙勲及賜金　陸軍台湾匪徒討伐功労者　明治３２年 -

文庫-千代田史料-1498
叙勲賜金　台湾匪徒征巣清国事変功労者　陸軍．海軍．其他　明
治３３年

-

文庫-千代田史料-1499 叙勲並賜金　台湾功労者及遺族　明治３３年 -

文庫-千代田史料-1500 叙勲並賜金　台湾功労者遺族　明治３３年 -

文庫-千代田史料-1501 賞与　台湾島人民　明治３２年 -

文庫-千代田史料-1502 叙勲賜金　清国事変３５年３６年　陸海軍　其他　明治３３年 -

文庫-千代田史料-1503 叙勲賜金人名簿　北清事変　３４年　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1504
賜金人名簿　北清事変　台湾付　自３３年８月　至３３年１１月　明
治２７年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1505 従軍記章被奪　明治４３年　明治３７～明治３８年 -

文庫-千代田史料-1506 従軍記章被奪　明治４４年　明治３７～明治３８年 -

文庫-千代田史料-1507 従軍記章被奪　明治３９～明治４１年　明治３７年～明治３８年 -

文庫-千代田史料-1508 勲位従軍記章削除並被奪の件　明治３７～明治３８年 -

文庫-千代田史料-1509 叙勲及賜金削除人名簿　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1510
叙勲及賜金削除　陸軍　久保田勝太郎以下　明治２７年～明治２
８年

-

文庫-千代田史料-1511 叙勲及賜金削除　陸軍　坂詰真蔵以下　明治２７～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1512
勲位及従軍記章停廃除名並被奮人名簿　陸海軍　其他　明治２７
年～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1513
勲位及従軍記章取消被奮人名簿　陸海軍　其他　明治２７～明治
２８年

-

文庫-千代田史料-1514 従軍記章被奮人名簿　明治２７年～明治２８年 -

文庫-千代田史料-1515
勲位従軍記章被奮及叙勲賜金削除　原田卯三郎以下　明治２７
～明治２８年

-

文庫-千代田史料-1516
叙勲賜金及従軍記章削除人名簿　自３３年　至３５年　明治２７～
明治２８年

-

文庫-千代田史料-1517 勲位従軍記章被奮並削除　明治３３年 -

文庫-千代田史料-1518
勲位及従軍記章被奮人名簿　自３４年１月　至３５年３月　明治３４
年～明治３５年

-

文庫-千代田史料-1519 従軍記章被奮　明治４２年　明治３７年～明治３８年 -

文庫-千代田史料-1520 射撃教範　第１部　明治２０．６ 陸軍大臣

文庫-千代田史料-1521 射撃教範　第２部　明治２０．６ 陸軍大臣

文庫-千代田史料-1523 徳大寺侍従長宛　小村外務大臣書簡　明治３８年３月１９日付 外務大臣　小村寿太郎

文庫‐千代田史料‐1524 明治二十七八年戦役統計　上巻 陸軍省

文庫‐千代田史料‐1525 明治二十七八年戦役統計　下巻 陸軍省

文庫-巽史料-1 電気事業報告書質疑応答資料　昭和８．４ 巽史料

文庫-巽史料-2 変電所配電線引出口電圧変動状況　昭和８～１０年 巽史料

文庫-巽史料-3 電気課長会議資料　昭和１０年 巽史料



令和５年４月４日

文庫-巽史料-4 東電発電所図面　昭和１１年 巽史料

文庫-巽史料-5 東電変電所保守状況（業検資料）　昭和１１年 巽史料

文庫-巽史料-6 処理事務打合会　昭和１１年 巽史料

文庫-巽史料-7 歳出予算書　昭和１２年度 巽史料

文庫-巽史料-8 発電所出力　昭和１０～１３年 巽史料

文庫-巽史料-9 中支の電気事業　昭和１３年 巽史料

文庫-巽史料-10 中支の電気事業　昭和１３年 巽史料

文庫-巽史料-11 中支の電気事業　昭和１３．３ 巽史料

文庫-巽史料-12 北支産業視察（石炭関係）　昭和１７．３ 巽史料

文庫-巽史料-13 北支開発産業　３年計画　昭和１４．９～１５．５ 巽史料

文庫-巽史料-14 北支電気事業統制計画　昭和１４．６ 巽史料

文庫-巽史料-15 北支電気事業　昭和１１．１１～１２．４ 巽史料

文庫-巽史料-16 北支電気事業　昭和１５年 巽史料

文庫-巽史料-17 北支の電気事業　昭和１５年 巽史料

文庫-巽史料-18 北支火力用石炭　昭和１５～１６年 巽史料

文庫-巽史料-19 北支発電用水　昭和１６年 巽史料

文庫-巽史料-20 北支の電気事業　昭和１５．１０ 巽史料

文庫-巽史料-21 蒙疆の電気事業　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-22 支那の電気方式　昭和１５年 巽史料

文庫-巽史料-23 華北電業　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-24 華北の電気事業　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-25 華北電業　昭和１５年 巽史料

文庫-巽史料-26 蒙疆電業　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-27 満洲電気事業　昭和１１～１７年 巽史料

文庫-巽史料-28 満洲電協会報（第９～１７号）　昭和１５年 巽史料

文庫-巽史料-29 電気工事人関係　昭和１１年 巽史料

文庫-巽史料-30 石狩火力設立経過　昭和１３～１４年 巽史料

文庫-巽史料-31 石狩川斑渓地点　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-32 石狩川熊追沢水利計画 巽史料

文庫-巽史料-33 高津川澄川地点　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-34 東北振興事業計画　昭和１３年度 巽史料

文庫-巽史料-35 東北振興事業計画　昭和１４年度 巽史料

文庫-巽史料-36 東北振電計画　昭和１４年度 巽史料

文庫-巽史料-37 東北振興電力　昭和１６年 巽史料

文庫-巽史料-38 東北振興事業計画　昭和１６年 巽史料

文庫-巽史料-39 陳情　関東中部　昭和１４年度 巽史料
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文庫-巽史料-40 陳情　近畿・中国・九州　昭和１４年度 巽史料

文庫-巽史料-41 発電所新設陳情　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-42 下期消費規正　昭和１４年度 巽史料

文庫-巽史料-43 企生拡電力計画　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-44 需用陳情　昭和１４年度 巽史料

文庫-巽史料-45 電力動員計画　昭和１５年度 巽史料

文庫-巽史料-46 電力動員計画　昭和１６年度 巽史料

文庫-巽史料-47 電力動員計画　昭和１６年度 巽史料

文庫-巽史料-48 電力動員計画資料　昭和１６年度 巽史料

文庫-巽史料-49 国民動員計画　昭和１７年度 巽史料

文庫-巽史料-50 興抜　要求予算　昭和１４年度 巽史料

文庫-巽史料-51 歳出概要求（逓信省電気局）　昭和１４年度 巽史料

文庫-巽史料-52 歳出概要求（電気庁）　昭和１７年度 巽史料

文庫-巽史料-53 日発の定款・収支予算　昭和１３．１２ 巽史料

文庫-巽史料-54 日発　発変送電名称統一　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-55 発送電予定計画資料　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-56 日発１次出資　１号評価　送電線　昭和１４．４ 巽史料

文庫-巽史料-57 日発　給電年報　昭和１５年度 巽史料

文庫-巽史料-58 日発資金計画　昭和１６．７ 巽史料

文庫-巽史料-59 日発　業務部月報　昭和１６．２～５月 巽史料

文庫-巽史料-60 日発出資水路工作物現況調書　昭和１７．３ 巽史料

文庫-巽史料-61 日発事故統計　昭和１５年度 巽史料

文庫-巽史料-62 工業立地資料（電力課計画係）　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-63 興技一般　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-64 第２部事務打合資料（電力課）　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-65 工場適地調査　九州　昭和１８年 巽史料

文庫-巽史料-66 議会説明資料（電気庁）　昭和１５．１２ 巽史料

文庫-巽史料-67 発送電予定計画資料　昭和１６～２１年 巽史料

文庫-巽史料-68 着手水力地点　昭和１４年度 巽史料

文庫-巽史料-69 既設水力の改造計画　昭和１６．７ 巽史料

文庫-巽史料-70 産金用配電線　昭和１６年 巽史料

文庫-巽史料-71 三池耐弾発電所　昭和１７年 巽史料

文庫-巽史料-72 戦逓　特別調査　昭和１８年 巽史料

文庫-巽史料-73 国土計画資料　昭和１６年 巽史料

文庫-巽史料-74 国土計画資料　昭和１７年 巽史料

文庫-巽史料-75 南洋の電気事業　昭和１５．１０ 巽史料
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文庫-巽史料-76 南方諸国の電気事業　昭和１５年 巽史料

文庫-巽史料-77 東印度の電気事業　昭和１７年 巽史料

文庫-巽史料-78 泰仏印の電気事業　昭和１７年 巽史料

文庫-巽史料-79 仏印小型熔鉱炉計画　昭和１９．７ 巽史料

文庫-巽史料-80 広逓　防空計画 巽史料

文庫-巽史料-81 関東防空演習　昭和１２年度 巽史料

文庫-巽史料-82 防空施設研究会　第４分科　統１管制　昭和１３年 巽史料

文庫-巽史料-83 防空施設研究会　避難防毒　昭和１３年 巽史料

文庫-巽史料-84 防空施設研究会　建物関係　昭和１３年 巽史料

文庫-巽史料-85 防空施設研究会　一般　昭和１３年 巽史料

文庫-巽史料-86 防空施設研究会　一般　昭和１３年 巽史料

文庫-巽史料-87 防空施設研究会　防火関係　昭和１３年 巽史料

文庫-巽史料-88 防空施設研究会　偽装関係　昭和１３年 巽史料

文庫-巽史料-89 試験研究　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-90 試験研究　昭和１５年 巽史料

文庫-巽史料-91 電気施設防空対策　名古屋　昭和１６年 巽史料

文庫-巽史料-92 防空調査資料　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-93 電気施設防空対策　関東　昭和１６年 巽史料

文庫-巽史料-94 電気防空資料　昭和１８年 巽史料

文庫-巽史料-95 関東防空電力部会資料　昭和１６年 巽史料

文庫-巽史料-96 内務防空　昭和１４年 -

文庫-巽史料-97 内務省防空研究所彙報（第１～３号）　昭和１８．７～８月 巽史料

文庫-巽史料-98 生産設備防空対策本部　昭和２０．３ 巽史料

文庫-巽史料-99 防空法規　昭和１３～１４年 巽史料

文庫-巽史料-100 中部・発送電計画資料　昭和９～１３年 巽史料

文庫-巽史料-101 発送電予定計画　昭和１３～１７年度 巽史料

文庫-巽史料-102 資源事務打合会　昭和１４年 巽史料

文庫-巽史料-103 電気報告　昭和１３～１５年 巽史料

文庫-巽史料-104 電力拡充計画　昭和１７年度 巽史料

文庫-巽史料-105 電力拡充状況説明　昭和１７．４ 巽史料

文庫-巽史料-106 電力生産力拡充計画　昭和１９年度 巽史料

文庫-巽史料-107 電力拡充計画　昭和１８年度 巽史料

文庫-巽史料-108 重要機械生拡　昭和１７．５ 巽史料

文庫-巽史料-109 第６回甲造船行察　電気１　昭和１９．１ 巽史料

文庫-巽史料-110 第６回甲造船行察　電気２　昭和１９．１ 巽史料

文庫-巽史料-111 第６回甲造船行察　電気３　昭和１９．１ 巽史料



令和５年４月４日

文庫-巽史料-112 処理調査　昭和６年 巽史料

文庫-巽史料-113 電気通信技術委員会　一般　昭和９年 巽史料

文庫-巽史料-114 物資調整事務打合資料　昭和１３年度 巽史料

文庫-巽史料-115 電力制限に関する地方長官よりの情報　昭和１５．４ 巽史料

文庫-巽史料-116 第３．４半期　機器生産要望　昭和１５年度 巽史料

文庫-巽史料-117 電力協議会　昭和１５．１２ 巽史料

文庫-巽史料-118 命令書写　昭和１３．３ 巽史料

文庫-巽史料-119 大東亜電源開発産業配分　昭和１７．９ 巽史料

文庫-巽史料-120 火力発電所仕様書　昭和６．１０ 巽史料

文庫-巽史料-121 特殊会社に関する資料　昭和３．９ 巽史料

文庫-巽史料-122 日本拓業電力需給　昭和１４．３ 巽史料

文庫-巽史料-123 興亜技術委員会　第１回総会　昭和１４．９ 巽史料

文庫-巽史料-124 日本軽金属工場調査　昭和１６．９ 巽史料

文庫-巽史料-125 発送電予定計画（四国）　昭和１５～１９年度 巽史料

文庫-巽史料-126 興亜技術委員会　第１回総会　昭和１４．９ 巽史料

文庫-巽史料-127 興亜技術委員会　昭和１５．１２ 巽史料

文庫-巽史料-128 興亜院講習会　昭和１４．５ 巽史料

文庫-巽史料-129 規格統一調査会　第３部会　昭和１９．６ 巽史料

文庫-巽史料-130 企業形態に関する参考資料　昭和３年 巽史料

文庫-巽史料-131 山西産業（株）関係資料　昭和１９．４ 巽史料

文庫-巽史料-132 宇治川（第３～１２号）　昭和１２年 巽史料

文庫-巽史料-133 華北軽金属関係資料　昭和１９．４ 巽史料

文庫-巽史料-134 華北車両（株）関係資料　昭和１９．４ 巽史料

文庫-巽史料-135 曹達灰工業関係資料　大正１３．１０ 巽史料

文庫-巽史料-136 東電送電系統操作規程　昭和１１年 巽史料

文庫-巽史料-137 電力動員　昭和１９年度 巽史料

文庫-巽史料-138 中部配電（株）資料　昭和１８．５ 巽史料

文庫-巽史料-139 日本対支投資概要　昭和１６．６ 巽史料

文庫-巽史料-140 大陸重要輸送確保施策　昭和２０．１ 巽史料

文庫-巽史料-141 逓信公報　昭和１６．７～１０月 巽史料

文庫-巽史料-142 日本発送電（株）　予想及計画資料　昭和１６．８～１１月 巽史料

文庫-巽史料-143 大東亜省所管．基準概算書　昭和２０年度 巽史料

文庫-巽史料-144 業務検査資料　昭和９．５ 巽史料

文庫-巽史料-145 総決算書　昭和１７年度 巽史料

文庫-巽史料-146 政府公表集－対外関係－　情報局　昭和１７年度 巽史料

文庫-巽史料-147 政府公表集－対外関係－　情報局　昭和１８年度（７～１２月） 巽史料



令和５年４月４日

文庫-巽史料-148 仏印資源調査団報告　第３集（其１）（鉱物資源）　昭和１８．３ 大東亜省南方事務局　巽史料

文庫-巽史料-149 仏印資源調査団報告　第３集（其１）（林産資源）　昭和１８．３ 大東亜省南方事務局　巽史料

文庫-巽史料-150 仏印資源調査団報告　第１集（其２）（鉱物資源）　昭和１８．３ 大東亜省南方事務局　巽史料

文庫-巽史料-151 仏印資源調査団報告　第１集（其２）（鉱物資源）　昭和１８．３ 大東亜省南方事務局　巽史料

文庫-巽史料-152 付帯設備委員会答申書（臨時製鉄設備調査委員会）　昭和１８．１ 巽史料

文庫-巽史料-153 資源関係史料　昭和１５．６ 巽史料

文庫-巽史料-154 日本のエネルギー問題　昭和２６．３
経済安定本部資源調査会　巽
史料

文庫-巽史料-155 職員名簿　中部配電（株）　昭和１７．１０ 巽史料

文庫-巽史料-156 電力調整委員会　中央．関東　昭和１５．２～１６．６ 巽史料

文庫-巽史料-157 電力調整委員会　中国・四国・九州　昭和１４．１２～１６．１１ 巽史料

文庫-巽史料-158
電力調整委員会　北海道・東北・中部・近畿　昭和１４．１２～１５．
３

巽史料

文庫-巽史料-159 雲南国境紛争史　昭和１８．１０ 張鳳岐著　巽史料

文庫-巽史料-160 日本管理法令研究　第１巻　第２．３号　昭和３１．６ 巽史料

文庫-巽史料-161 日本管理法令研究　第１巻　第５．７号　昭和３１．６ 巽史料

文庫-巽史料-162 逓試合格者名簿（日本電気士会）　昭和１０年 巽史料

文庫-巽史料-163 本邦に於ける超電力連系並周波数　大正１３．４ 巽史料

文庫-巽史料-164 逓信省処務例規　昭和７．１２ 巽史料

文庫-巽史料-165 戦時生活相談所案内　昭和１５．６ 巽史料

文庫-巽史料-166 我国電気事業の発展過程と現下の情勢に就て　昭和１５．１１ 巽史料

文庫-巽史料-167 中南支各省電気事業概要（満洲電気協会）　昭和１４．２ 巽史料

文庫-巽史料-168 電気事業界当面の緊要問題（電気事業研究会）　昭和３．４ 巽史料

文庫-巽史料-169 庶政一新と電力国営（電力国営期成同盟会）　昭和１１．１１ 巽史料

文庫-巽史料-170 研鑚　第２集（中部配電（株））　昭和１８．１０ 巽史料

文庫-巽史料-171 電気関係　小冊子集　昭和９．３～１８．３ 巽史料

文庫-巽史料-172 巽史料　小冊子集　大正１４～昭和１８．４ 巽史料

文庫-巽史料-173 資源関係　小冊子集　昭和９．５～１７．１０ 巽史料

文庫-巽史料-174 印度の宗教信仰（東亜研究所）　昭和１８．８ 巽史料

文庫-巽史料-175 独逸に於ける電力調整令　昭和１４．１０ 巽史料

文庫-巽史料-176 戦時下に於ける英国の労働条件（東亜研究所）　昭和１８．８ 巽史料

文庫-巽史料-177 米国に於ける思想戦（東亜研究所）　昭和１８．８ 巽史料

文庫-巽史料-178 電気経済読本（東京電灯（株））　昭和１４．９ 巽史料

文庫-巽史料-179 海外電気ニュース（５～１７）　昭和１４．５～１６．９ 巽史料

文庫-巽史料-180 帝国歳入歳出予算（大蔵省主計局）　昭和１６年度 巽史料

文庫-巽史料-181 ソ北地区総合調査報告（大東亜省）　昭和１８．９ 巽史料

文庫-巽史料-182 第２８回逓信局長会議々事録　昭和１６．４ 巽史料

文庫-巽史料-183 北・中支電気事業便覧　昭和１４年版 巽史料



令和５年４月４日

文庫-巽史料-184 中国の命運　蒋介石著　昭和１８．８ 巽史料

文庫-巽史料-185
畜産皮革　水産資料（仏印資源調査団報告　第２集（其２））　昭和
１８．３

巽史料

文庫-巽史料-186 調査月報　第１巻　第１号（興亜院）　昭和１５．１ 巽史料

文庫-巽史料-187 調査月報　第２巻　第７号（大東亜省）　昭和１９．７ 巽史料

文庫-巽史料-188 製鋼設備委員会答申書　昭和１７．１０ 巽史料

文庫-巽史料-189 製銑設備委員会答申書　昭和１８．１ 巽史料

文庫-巽史料-190 龍烟銑鉱（株）資料　昭和１９．４ 巽史料

文庫-巽史料-191 関?鉱務局資料　昭和１９．４ 巽史料

文庫-巽史料-192 南支の鉱物資源　昭和１９．７ 巽史料

文庫-巽史料-193 礬土頁岩の直接電解　昭和１９．６ 巽史料

文庫-巽史料-194 生拡電力計画　昭和１５年度 巽史料

文庫-巽史料-195 石炭調査報告　昭和１９．１０ 巽史料

文庫-巽史料-196 大同炭砿資料　昭和１９．４ 巽史料

文庫-巽史料-197 中華製鉄資料　昭和１９．５ 巽史料

文庫-巽史料-198 坑木関係資料　昭和１９．５ 巽史料

文庫-巽史料-199 日本経済再建の基本問題（外務省調査局）　昭和２１．３ 巽史料

文庫-巽史料-200 蒙疆興業（鉄）　昭和１９．４ 巽史料

文庫-巽史料-201 電力関係資料　昭和１３．６～１４．９ 巽史料

文庫-巽史料-202 防衛情報連絡資料　昭和１８．４ 巽史料

文庫-巽史料-203 戦場に於ける電力の利用 巽史料

文庫-巽史料-204 電気絶縁物の理論（２）（岡理学博士） 巽史料

文庫-巽史料-205 満洲電気協会　会報　第１８～２２号　昭和１６．２～１７．２ 巽史料

文庫-巽史料-206 満洲電気協会　会報　第２３～２８号　昭和１７．４～１８．１１ 巽史料

文庫-巽史料-207 鉄・礬土頁の緊急措置（日満支の自活）　昭和１９．９ 巽史料

文庫-巽史料-208 華北車両（株）概況　昭和１９．３ 巽史料

文庫-巽史料-209 華北土法製鉄資料　昭和１９．４ 巽史料

文庫-巽史料-210 電気関係一般綴（経済部２課）　昭和１７年度 巽史料

文庫-巽史料-211 バインボクト鉄山資料　昭和１９．６ 巽史料

文庫-巽史料-212 会合資料　昭和１９．５ 巽史料

文庫-巽史料-213 産業技術協力会資料　昭和２１．１１～２２．２ 巽史料

文庫-巽史料-214 物資動員計画概略案（企画院）　昭和１６年度 巽史料

文庫-巽史料-215 電源開発の方式に関する研究報告（案）　昭和２７．２ 巽史料

文庫-巽史料-216 日本のエネルギー問題　別冊　附表・附図　昭和２６．３ 巽史料

文庫-巽史料-217 電力消費実態調査集計結果表　昭和２６．２ 巽史料

文庫-巽史料-218 電力生産力拡充実施計画（企画院）（電気庁）　昭和１６年度 巽史料

文庫-巽史料-219 蒙疆事業部門別所要資材総括表　昭和１９年度 巽史料



令和５年４月４日

文庫-巽史料-220 見返物資要望表（在張家口　大使館）　昭和１８年度 巽史料

文庫-巽史料-221 戦時災害復旧工事要綱（電気事業協同会）　昭和１８．７ 巽史料

文庫-巽史料-222 エネルギー消費実態調査報告　昭和２６．１０ 巽史料

文庫-巽史料-223 終戦処理資料綴　昭和２０．８～１２月 巽史料

文庫-巽史料-224 大臣事務引継書（拓務大臣→大東亜大臣）　昭和１７．１１ 巽史料

文庫-巽史料-225 雑資料綴（その１）　昭和１９～２０年 巽史料

文庫-巽史料-226 雑資料綴（その２）　昭和１９～２０年 巽史料

文庫-巽史料-227 北支重要資源総合図　昭和１６．１２ 巽史料

文庫-巽史料-228 北支那開発（株）及　関係会社一覧表　昭和１４．１１～１８．１１ 巽史料

文庫-巽史料-229 国民政府組織系統及重要職員表　昭和１９．４ 巽史料

文庫-巽史料-230 帝国が最悪の事態に陥りたる際の戦争指導要綱案　昭和２０．４ 巽史料

文庫-巽史料-231 同盟通信（交通運輸）　昭和１９．９．１９～１０．３０ 巽史料

文庫-巽史料-232 同盟通信（交通運輸）　昭和１９．１１．１～１１．３０ 巽史料

文庫-巽史料-233 同盟通信（交通運輸）　昭和１９．１２．１～１２．２９ 巽史料

文庫-巽史料-234 同盟通信（交通運輸）　昭和２０．１．６～１．３１ 巽史料

文庫-巽史料-235 同盟通信（交通運輸）　昭和２０．２．１～２．２７ 巽史料

文庫-巽史料-236 同盟通信（交通運輸）　昭和２０．５．１～５．１９ 巽史料

文庫-巽史料-237 同盟通信（重工業）　昭和１９．９．１６～１０．３１ 巽史料

文庫-巽史料-238 同盟通信（重工業）　昭和１９．１１．１～１１．３０ 巽史料

文庫-巽史料-239 同盟通信（重工業）　昭和１９．１２．１～１２．２９ 巽史料

文庫-巽史料-240 同盟通信（重工業）　昭和２０．３．１～５．１８ 巽史料

文庫-巽史料-241 同盟通信（重工業）　昭和２０．７．１３～８．２４ 巽史料

文庫-巽史料-242 同盟通信（繊維化学）　昭和１９．９．１６～１０．３１ 巽史料

文庫-巽史料-243 同盟通信（化学軽工業）　昭和１９．１１．１～１１．３０ 巽史料

文庫-巽史料-244 同盟通信（化学軽工業）　昭和１９．１２．１～１２．２８ 巽史料

文庫-巽史料-245 同盟通信（化学軽工業）　昭和２０．１．６～１．３１ 巽史料

文庫-巽史料-246 同盟通信（化学軽工業）　昭和２０．３．１～４．３０ 巽史料

文庫-巽史料-247 同盟通信（海外経済）　昭和１９．９．２１～１０．３１ 巽史料

文庫-巽史料-248 同盟通信（海外経済）　昭和１９．１２．１～１２．２９ 巽史料

文庫-巽史料-249 同盟通信（海外経済）　昭和２０．４．４～５．２１ 巽史料

文庫-巽史料-250 同盟通信（海外経済）　昭和２０．７．２３～８．２３ 巽史料

文庫-巽史料-251 同盟通信（海外電報）　昭和１９．５．２～５．１３ 巽史料

文庫-巽史料-252 同盟通信（海外電報）　昭和１９．１０．２～１０．３０ 巽史料

文庫-巽史料-253 同盟通信（海外電報）　昭和２０．１．６～１．３０ 巽史料

文庫-巽史料-254 同盟通信（海外電報）　昭和２０．５．１～５．２１ 巽史料

文庫-巽史料-255 同盟通信（海外電報）　昭和２０．７．２１～８．２５ 巽史料



令和５年４月４日

文庫-巽史料-256 同盟通信（東亜電報）　昭和１９．９．１９～１０．３１ 巽史料

文庫-巽史料-257 同盟通信（東亜電報）　昭和２０．１．６～１．３１ 巽史料

文庫-巽史料-258 同盟通信（東亜電報）　昭和２０．２．１～２．２６ 巽史料

文庫-巽史料-259 同盟通信（東亜電報）　昭和２０．３．１～４．２６ 巽史料

文庫-巽史料-260 同盟通信（東亜電報）　昭和２０．７．２０～８．２３ 巽史料

文庫-巽史料-261 同盟通信（東亜経済）　昭和１９．９．１９～１０．３１ 巽史料

文庫-巽史料-262 同盟通信（速報）　昭和２０．２．１～２．２８ 巽史料

文庫-巽史料-263 同盟通信（速報）　昭和２０．４．２～４．２５ 巽史料

文庫-巽史料-264 同盟通信（速報）　昭和２０．５．１～５．２１ 巽史料

文庫-巽史料-265 同盟通信（時事解説）　昭和１９．７．２９～１０．３０ 巽史料

文庫-巽史料-266 同盟通信（時事解説）　昭和１９．１２．１～１２．２６ 巽史料

文庫-巽史料-267 同盟通信（時事解説）　昭和２０．２．３～２．２６ 巽史料

文庫-巽史料-268 同盟通信（時事解説）　昭和２０．４．２～４．１４・７．２３ 巽史料

文庫-巽史料-269 同盟通信（外信・東亜・政治・社会）　昭和１９．１１．１～１１．１５ 巽史料

文庫-巽史料-270 同盟通信（外信・東亜・政治・社会）　昭和１９．１１．１６～１１．３０ 巽史料

文庫-市ケ谷台史料-1 山海関引渡交渉実施経緯　昭和９年３月 関東軍参謀部

文庫-市ケ谷台史料-2 上海派遣軍戦時旬報（其１）　昭和７年３月 上海派遣軍司令部

文庫-市ケ谷台史料-3 上海派遣軍戦時旬報（其２）　昭和７年４月及５月 上海派遣軍司令部

文庫-市ケ谷台史料-4 兵団新設並極東増兵に関する情報　昭和１１年７月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-5 対ソ諜報機関強化計画　昭和１１年９月 関東軍参謀部

文庫-市ケ谷台史料-6 機甲軍防空に関する研究会資料　昭和１７年６月 陸軍防空学校研究部

文庫-市ケ谷台史料-7 昭和１６年　在満軍備改変要領同細則　昭和１６年２月 参謀本部第３課

文庫-市ケ谷台史料-8 科学諜報に関する綴　昭和１７年及至１９年
大本営参謀（第３課）　小村谷康
二少佐

文庫-市ケ谷台史料-9 新軍備計画資料（航空関係）　昭和１２年 参謀本部第３課

文庫-市ケ谷台史料-10 陸軍航空充備に関する資料綴　昭和１２年 参謀本部第３課

文庫-市ケ谷台史料-11 戦術的必勝方策確立要綱（案）　昭和１９年５月２０日 大本営陸軍部

文庫-市ケ谷台史料-12 陸軍動員計画諸部隊一覧表 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-13 昭和１９年度陸軍動員計画令同細則（第１事案） 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-14 大正２年度帝国陸軍作戦計画同訓令 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-15 昭和４年度帝国陸軍作戦計画訓令別冊 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-16 昭和１６年度帝国陸軍国土防衛計画（改訂） 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-17 在満兵備の充実及びこれに伴う兵力配置 参謀本部　関東軍

文庫-市ケ谷台史料-18 軍備充実に伴う動員計画上の要得員の観察 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-19 参謀本部文書綴（関東軍来簡綴）自昭和１０年至昭和１１年 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-20 参謀本部文書綴　昭和９年 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-21 陸軍航空諸学校改編等検討資料 航空本部



令和５年４月４日

文庫-市ケ谷台史料-22 編成関係資料　昭和１８年 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-23 新設部隊の装備充足状況　昭和２０年 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-24 上聞綴（其１）　昭和７年 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-25 上聞綴（其２）　昭和７年 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-26 上聞綴（其３）　昭和７年 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-27 防衛総司令官等隷下部隊一覧　昭和１９年９月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-28 編制改正等史料　昭和１８年４月 陸軍省

文庫-市ケ谷台史料-29 編制改正等史料　昭和１８年５月 陸軍省

文庫-市ケ谷台史料-30 編制改正等史料　昭和１８年６月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-31 裁可綴　昭和１２年１１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-32 裁可綴　昭和１２年１２月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-33 裁可綴　昭和１４年６月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-34 裁可綴　昭和１４年１１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-35 裁可綴（其１）　昭和１６年７月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-36 裁可綴（其２）　昭和１６年７月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-37 裁可綴　昭和１８年１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-38 裁可綴　昭和１９年１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-39 裁可綴　昭和１９年３月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-40 裁可綴　昭和１９年６月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-41 裁可綴　昭和１９年７月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-42 上奏綴　昭和１６年７月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-43 航空保安連絡規定一部改訂　昭和２０年１月 陸軍航空路司令官

文庫-市ケ谷台史料-44 受電綴（其１）昭和２０年８月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-45 受電綴（其２）昭和２０年８月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-46 受電綴（其３）昭和２０年８月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-47 受電綴（其４）昭和２０年８月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-48 上奏綴　昭和１６年１月～３月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-49 昭和１６年度対支謀略計画の要綱（上奏史料）　昭和１６年１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-50 昭和１６年度初頭における対仏印施策（上奏史料）昭和１６年１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-51
昭和１６年陸海軍協同上陸作戦演習計画（上奏史料）昭和１６年２
月

参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-52 昭和１６年陸軍動員計画諸部隊整備表（上奏史料）昭和１６年３月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-53 裁可綴　昭和７年１月～３月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-54 裁可綴　昭和１２年１２月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-55 上奏綴１／２　昭和１３年１０月～１１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-55_2 上奏綴２／２　昭和１３年１０月１１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-56 裁可綴　昭和１７年７月 参謀本部



令和５年４月４日

文庫-市ケ谷台史料-57 裁可綴　昭和１８年１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-58 裁可綴１／２　昭和１８年７月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-58_2 裁可綴２／２　昭和１８年７月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-59 裁可綴　昭和１９年３月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-60 裁可綴１／２　昭和１９年６月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-60_2 裁可綴２／２　昭和１９年６月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-61 独工第１２　２７連隊臨時編制等史料（裁可史料）　昭和１７年７月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-62 独立戦車第１中隊臨時編制等史料（裁可史料）　昭和１７年７月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-63 南方鉄道通信諸部隊臨時編制等史料（裁可史料）　昭和１７年７月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-64 陸軍挺進練習部臨時編制等史料（裁可史料）　昭和１７年７月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-65 広州湾仏国租借地ニ対スル進駐措置（裁可史料）　昭和１８年１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-66 南方軍遊撃隊司令部臨時編制（裁可史料）　昭和１９年１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-67 特種情報部臨時編制史料（裁可史料）　昭和１８年７月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-68
ビルマ・比島独立等ニ伴ウ軍政撤廃措置（裁可史料）　昭和１８年
７月

参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-69
第１００．１０２．１０３．１０５師団臨時編制史料（裁可史料）　昭和１
９年６月

参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-70 裁可綴　昭和８年３月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-71 上奏綴　昭和１６年１２月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-72 編制関係史料　昭和１３年２月～３月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-73 編制関係史料　昭和１３年４月～５月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-74 編制関係史料　昭和１３年６月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-75 編制関係史料　昭和１３年７月～９月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-76 編制関係史料（其１）　昭和１８年５月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-77 編制関係史料（其２）　昭和１８年５月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-78 編制関係史料（其３）　昭和１８年５月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-79 ４号軍備充実計画　昭和１８年５月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-80 編制関係史料（其１）　昭和１８年６月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-81 編制関係史料（其２）　昭和１８年６月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-82 編制関係史料（其３）　昭和１８年６月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-83 編制関係史料（其１）　昭和１８年９月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-84 編制関係史料（其２）　昭和１８年９月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-85 自昭和１８年後期至同１９年末兵備要綱　昭和１８年９月 参謀本部　第３課

文庫-市ケ谷台史料-86 ポツダム宣言ニ対スル国内ノ動向　昭和２０年８月 憲兵司令官

文庫-市ケ谷台史料-87 裁可綴　昭和１４年１１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-88
ノモンハン事件後の第２３師団等の編制改正（裁可史料）　昭和１
４年１１月

参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-89 上奏綴（其１）　昭和１６年４月～６月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-90 上奏綴（其２）　昭和１６年４月～６月 参謀本部



令和５年４月４日

文庫-市ケ谷台史料-91 独ソ開戦とこれに伴う措置（上奏史料）　昭和１６年６月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-92 裁可綴　昭和８年３月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-93 裁可綴　明治３８年９月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-94 参謀本部文書綴　昭和１３年６月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-95 参謀本部文書綴　昭和１３年９月～１０月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-96 発来電綴（其１）昭和１８年１１月～２０年１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-97 発来電綴（其２）昭和１８年１１月～２０年１月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-98 受電綴（其５）昭和２０年８月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-99 受電綴（其６）昭和２０年８月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-100 受電綴（其７）昭和２０年８月 参謀本部

文庫-市ケ谷台史料-101 受電綴（其８）昭和２０年８月 参謀本部

文庫-商工省軍需省総務局-1 総務局の機構及び施策　昭和１４．６．１６～１５．４．２８ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-2 発　来簡綴　昭和１４．９．１５～１２．２８ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-3 発　来簡綴　昭和１４．１１月～１２月 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-4 生産力拡充計画　昭和１４年度 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-5 国土計画資料　昭和１４～１７年 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-6 商工省機密取扱規程　昭和１５年 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-7 重要物資生産力拡充計画　昭和１５年 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-8 発　来簡綴　昭和１５年１月２３日～９月２２日 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-9 発　来簡綴　昭和１５．１．９～１１．２５ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-10 発　来簡綴（対支関係）　昭和１５年 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-11 物資供給力需要額総括表　昭和１５．７ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-12 商工経済会関係参考資料　昭和１５．９～１８．１ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-13 行政方針及問題となるべき事項等綴　昭和１５．１２　議会以降 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-14
第７７帝国議会に於て問題となるべき事項　昭和１５．１２～１６．１
１

商工省

文庫-商工省軍需省総務局-15 一般民需輸入為替許可に関する綴　昭和１６年 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-16 発　来簡綴　昭和１６．１．８～８．２７ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-16_2 第３回防牒委員会資料（商工省資料抜すい）　昭和１６．１．８ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-17 発　来簡綴　昭和１６．２．１３～８．１９ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-18 産業団体令案　（産業組織法案を含む）　昭和１５．９～１６．１ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-19 重要産業団体令案　昭和１６．６．５ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-20 生産拡充緊急対策資料　（省議１～３次）　昭和１６年度 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-21 生産拡充緊急対策資料　（省議４～５次）　昭和１６年度 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-22 発　来簡綴　昭和１６．９．１０～９．３０ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-23 発　来簡綴　昭和１６．９．１１～９．２９ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-24 発　来簡綴　昭和１６．１０．２～１２．７ 商工省総務局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省総務局-25 発　来簡綴　昭和１６．１０．１４～１０．２４ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-26 統制会に関する書類　昭和１６～１７年 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-27 第７９議会に於て問題となるべき事項　昭和１６．１２ 商工省総務局　井上書記官

文庫-商工省軍需省総務局-28 第７９回議会関係資料　昭和１７年 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-29 発　来簡綴　昭和１６．５～１７．１ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-30 発　来簡綴　昭和１７．１．１０～８．１８ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-31 発　来簡綴　昭和１７．１．２０～１２．１５日 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-32 発　来簡綴　昭和１６．４～１７．３ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-33 発　来簡綴　昭和１６．４～１７．３ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-34 発　来簡綴　昭和１７．３．２～３．３１日 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-35 発　来簡綴　昭和１７．４．１～４．３０ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-36 商工省行政現況　（考査関係）　昭和１７．５ 商工省総務局　井上書記官

文庫-商工省軍需省総務局-37 発　来簡綴　昭和１７．５．１～５．２９ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-38 発　来簡綴　昭和１７．６．１～３０日 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-39 発　来簡綴　昭和１７．７．４～８．２７日 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-40 発　来簡綴　昭和１７．９．１～１１．２５ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-41 生産力拡充実施計画（１）　昭和１８年度 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-42 発　来簡綴　昭和１８．１．７～２．２６ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-43 発　来簡綴　昭和１８．１．１８～７．２９日 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-44 発　来簡綴　昭和１８．３．１～３．２９ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-45 地方情況　第６２輯　昭和１８．３．５ 商工省総務局調査課

文庫-商工省軍需省総務局-46 発　来簡綴　昭和１８．４．１～４．２９ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-47 発　来簡綴　昭和１８．３．１～６．３０ 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-48 発　来簡綴　昭和１８．４．３０～１０．１３日 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-49 発　来簡綴　昭和１８．７．３～７．３０日 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-50 発　来簡綴　昭和１８．８．４～１０．３日 商工省総務局

文庫-商工省軍需省総務局-51 発　来簡綴　昭和１８．８．１３～１０．３０日 商工省総務局

文庫-商工省軍需省大臣官房-3 省議資料綴　（その１）　昭和１３年１２月 商工省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-4 省議資料綴　（その２）　昭和１３年１２月 商工省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-5 発　来簡綴　（雑類）　昭和１４．１．２５～１８．１０．２３ 商工省文書課

文庫-商工省軍需省大臣官房-6 労務動員委員会関係綴　昭和１４年３月 商工省大臣官房文書課

文庫-商工省軍需省大臣官房-7 第７５帝国議会に於て問題となるべき事項　昭和１４年１２月 商工省審議室

文庫-商工省軍需省大臣官房-8 原議（動員関係）綴　昭和１５年 商工省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-9
日満に亘る農畜水産物増産並に満洲開拓等に関し意見具陳の件
昭和１５年８月１５日

日満農政研究会会長

文庫-商工省軍需省大臣官房-10 地方情況　（１８～２６号）　昭和１６年 商工省大臣官房調査課

文庫-商工省軍需省大臣官房-11 第１４回定期総会決議に基く建議事項　昭和１６．１１．２１ 日本商工会議所



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省大臣官房-12
物資動員計画に関する綴　（輸入為替許可　貿易通商）　昭和１
６．１１～１７．３

商工省審議室

文庫-商工省軍需省大臣官房-13 南方資源に関する特別室設置資料　昭和１６．１２ 商工省審議室

文庫-商工省軍需省大臣官房-14 陸軍関係協議綴　昭和１７年 商工省審議室

文庫-商工省軍需省大臣官房-15 通商貿易（伊太利関係）関係綴　昭和１７年８月 商工省審議室

文庫-商工省軍需省大臣官房-16 昭和１８年度重要政策事項　昭和１７年８月 商工省

文庫-商工省軍需省大臣官房-17 省議（庶務課長会議）資料　（１）　昭和１７年６～９月 商工省大臣官房　野寺調整官

文庫-商工省軍需省大臣官房-18 省議（庶務課長会議）資料　（２）　昭和１７年１０～１１月 商工省大臣官房　野寺調整官

文庫-商工省軍需省大臣官房-19 省議（庶務課長会議）資料　（３）　昭和１７年１２月 商工省大臣官房　野寺調整官

文庫-商工省軍需省大臣官房-20 商工省委員現地調査答申に関する件　昭和１７年１０月２９日 商工省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-21 庶務課長会議資料　（昭和１７年６～１２月）　昭和１８年１月６日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-22 国家資金推計（第１次概計）　昭和１８年度 商工省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-23 発　来簡綴　昭和１８年２月２日～６月２９日 商工省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-24 発　来簡綴　昭和１８年７月２日～８月３１日 商工省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-25 発　来簡綴　昭和１８．７．２～１２．３１ 商工省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-26 発　来簡綴　昭和１８．９．４～９．１０ 商工省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-27 発　来簡綴　昭和１８年９月１１日～３０日 商工省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-28 発　来簡綴　昭和１８．１０．２～３１日 商工省大臣官房（文書課）

文庫-商工省軍需省大臣官房-29 発　来簡綴　昭和１８年１１月２０日～１２月３日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-30 発　来簡綴　昭和１８．１１．１２～１９．１．１３ 商工省大臣官房文書課

文庫-商工省軍需省大臣官房-31 第８４帝国議会に於て問題となるべき事項　昭和１８．１２ 軍需省

文庫-商工省軍需省大臣官房-32 発　来簡綴　昭和１９．１．１１～１．２０ 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-33 発　来簡綴　（雑類）　その１　昭和１９．１．１４～１１．２１ 軍需省文書課

文庫-商工省軍需省大臣官房-34 参考資料雑綴　昭和１９．２～１１月 軍需省　崎谷軍需官

文庫-商工省軍需省大臣官房-35 発　来簡綴　昭和１９．２．２～２９日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-36 発　来簡綴　昭和１９．２．２６～３．３１ 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-37 発　来簡綴　昭和１９．４．４～４．１５ 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-38 発　来簡綴　昭和１９．４．１７～２０日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-39 発　来簡綴　昭和１９．４．２１～２８日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-40 重要雑綴　昭和１９．５～１１ 軍需省　崎谷軍需官

文庫-商工省軍需省大臣官房-41 発　来簡綴　昭和１９．５．１～１０日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-42 発　来簡綴　昭和１９．５．１１～２０日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-43 発　来簡綴　昭和１９．５．２２～３０日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-44 発　来簡綴　昭和１９．６．３～１０日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-45 発　来簡綴　昭和１９．６．１２～２０日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-46 発　来簡綴　昭和１９．６．２１～３０日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-47 発　来簡綴　昭和１９．７．１～５日 軍需省大臣官房



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省大臣官房-48 発　来簡綴　昭和１９．７．６～１５日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-49 発　来簡綴　昭和１９．７．１８～２０日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-50 発　来簡綴　昭和１９．７．２１～３１日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-51 発　来簡綴　昭和１９．８．２～１５日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-52 発　来簡綴　昭和１９．８．１６～３１日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-53 発　来簡綴　昭和１９．９．１～９日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-54 発　来簡綴　昭和１９．９．１１～９．１６ 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-55 発　来簡綴　昭和１９．９．１７ 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-56 発　来簡綴　昭和１９．９．１８～３０日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-57 発　来簡綴　昭和１９．１０．１～１５日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-58 発　来簡綴　昭和１９．１０．１６～３０日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-59 発　来簡綴　昭和１９．１１．１～１５日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-60 発　来簡綴　昭和１９．１１．１６～３０日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-61 発　来簡綴　昭和１９．１２．１～９日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-62 発　来簡綴　（雑類）　その２　昭和１９．１２．１～２７日 軍需省文書課

文庫-商工省軍需省大臣官房-63 発　来簡綴　昭和１９．１２．１１～２７日 軍需省大臣官房

文庫-商工省軍需省大臣官房-64 発　来簡綴　昭和２０．１．４～３１日 軍需省大臣官房局

文庫-商工省軍需省大臣官房-65 熔接講座講習実施概況報告　昭和２０年１月４日 財団法人　熔接研究所

文庫-商工省軍需省大臣官房-66 発　来簡綴　昭和２０．２．１～２４日 軍需省大臣官房局

文庫-商工省軍需省大臣官房-67 発　来簡綴　昭和２０．３．３～４．２７ 軍需省大臣官房局

文庫-商工省軍需省大臣官房-68 発　来簡綴　昭和２０．５．１～６．２５ 軍需省大臣官房局

文庫-商工省軍需省化学局-1 発　来簡綴　昭和１８．１．１４～２．２８ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-2 発　来簡綴　（雑類）　昭和１８年 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-3 発　来簡綴　昭和１８．３．２～４．２８ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-4
（昭和１７年度６月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告
提出の件　（１１５事業者）（その１）　昭和１８．５．５

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-5
（昭和１７年度６月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告
提出の件　（１１５事業者）（その２）　昭和１８．５．５

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-6
（昭和１７年７月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告提
出の件　その１　（１１５事業者）　昭和１８．５．５

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-7
（昭和１７年７月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告提
出の件　その２　（１１５事業者）　昭和１８．５．５

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-8
（昭和１７年７月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告提
出の件　その３　（１１５事業者）　昭和１８．５．５

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-9
（昭和１７年７月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告提
出の件　その４　（１１５事業者）　昭和１８．５．５

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-10
（昭和１７年７月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告提
出の件　その５　（１１５事業者）　昭和１８．５．５

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-11 発　来簡綴　昭和１８．５．１８～７．２０日 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-12 発　来簡綴　その１　昭和１８．６．１１ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-13 発　来簡綴　その２　昭和１８．６．１１ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-14 発　来簡綴　その３　昭和１８．６．１１ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-15 発　来簡綴　その４　昭和１８．６．１１ 商工省化学局
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文庫-商工省軍需省化学局-16 発　来簡綴　その５　昭和１８．６．１１ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-17 発　来簡綴　その６　昭和１８．６．１１ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-18 発　来簡綴　その７　昭和１８．６．１１ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-19 発　来簡綴　その８　昭和１８．６．１１ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-20
（昭和１８年上期）　瓦斯供給計画承認の件　その１　昭和１８．６．
１４

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-21
（昭和１８年上期）　瓦斯供給計画承認の件　その２　昭和１８．６．
１４

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-22
（昭和１８年上期）　瓦斯供給計画承認の件　その３　昭和１８．６．
１４

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-23
（昭和１７年９月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告提
出の件　（１１６事業者）　その１　昭和１８．６．２５

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-24
（昭和１７年９月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告提
出の件　（１１６事業者）　その２　昭和１８．６．２５

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-25
（昭和１７年１１月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告提
出の件　（１１６事業者）　昭和１８．７．１

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-26 発　来簡綴　その１　昭和１８．７．１２　（７月分） 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-27 発　来簡綴　その２　昭和１８．７．１２　（７月分） 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-28 発　来簡綴　その１　昭和１８．７．１２　（１０月分） 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-29 発　来簡綴　その２　昭和１８．７．１２　（１０月分） 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-30
（昭和１７年１０月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告提
出の件　（１１６事業者）　その１　昭和１８．７．２

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-31
（昭和１７年１０月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告提
出の件　（１１６事業者）　その２　昭和１８．７．２

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-32 発　来簡綴　その１　昭和１８．７．１２　（１１月分） 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-33 発　来簡綴　その２　昭和１８．７．１２　（１１月分） 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-34
瓦斯需給状況報告書提出の件　（犬山瓦斯外　５５件）　昭和１８．
７．１２　（昭和１７年８月分）

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-35
瓦斯需給状況報告書提出の件　（北海道瓦斯外　５３件）　昭和１
８．７．１２　（昭和１７年８月分）

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-36
瓦斯需給状況報告書提出の件　（北海道瓦斯外　５２件）　昭和１
８．７．１２　（昭和１７年９月分）

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-37 発　来簡綴　昭和１８．７．１３　（１０月分） 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-38 発　来簡綴　昭和１８．７．１２　（１１月分） 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-39 発　来簡綴　その１　昭和１８．７．１３　（１２月分） 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-40 発　来簡綴　その２　昭和１８．７．１３　（１２月分） 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-41 発　来簡綴　昭和１７．８～１２月 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-42 発　来簡綴　（その１）　昭和１８．８．１ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-43 発　来簡綴　（その２）　昭和１８．８．１ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-44 発　来簡綴　昭和１８．８．６～１０．１２ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-45
（昭和１８年２月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る届出の件　（北
海道瓦斯株式会社外　１１７事業者）　その１　昭和１８．９．２

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-46
（昭和１８年２月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る届出の件　（北
海道瓦斯株式会社外　１１７事業者）　その２　昭和１８．９．２

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-47
（昭和１８年２月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る届出の件　（北
海道瓦斯株式会社外　１１７事業者）　その３　昭和１８．９．２

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-48
（昭和１８年１月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る届出の件　（北
海道瓦斯株式会社外　１１７社）　その１　昭和１８．９．２

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-49
（昭和１８年１月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る届出の件　（北
海道瓦斯株式会社外　１１７社）　その２　昭和１８．９．２

商工省化学局
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文庫-商工省軍需省化学局-50
（昭和１８年３月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告書提出の件
（北海道瓦斯株式会社外　１１６事業者）　その１　昭和１８．１０．２

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-51
（昭和１８年３月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告書提出の件
（北海道瓦斯株式会社外　１１６事業者）　その２　昭和１８．１０．２

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-52
（昭和１８年４月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告書提出の件
（北海道瓦斯株式会社外　１１６事業者）　その１　昭和１８．１０．２

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-53
（昭和１８年４月分）　瓦斯事業法施行規則第５２条に依る報告書提出の件
その２　（北海道瓦斯株式会社外　１１６事業者）　昭和１８．１０．２

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-54
（昭和１８年２月分）　瓦斯需給状況報告書提出の件　その１　昭和
１８．１０．８

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-55
（昭和１８年２月分）　瓦斯需給状況報告書提出の件　その２　昭和
１８．１０．８

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-56
（昭和１８年２月分）　瓦斯需給状況報告書提出の件　その３　昭和
１８．１０．８

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-57
（昭和１８年２月分）　瓦斯需給状況報告書提出の件　その４　昭和
１８．１０．８

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-58
（昭和１８年２月分）　瓦斯需給状況報告書提出の件　その５　昭和
１８．１０．８

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-59 （昭和１８年３月分）　瓦斯需給状況報告書　昭和１８．１０．８ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-60
（昭和１８年１月分）　瓦斯需給状況報告書提出の件　その１　（北
海道瓦斯株式会社外　８７件）　昭和１８．１０．１５

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-61
（昭和１８年１月分）　瓦斯需給状況報告書提出の件　その２　（北
海道瓦斯株式会社外　８７件）　昭和１８．１０．１５

商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-62 発　来簡綴　昭和１８．１０．１５ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-63 発　来簡綴　昭和１８．１０．１５ 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-64 発　来簡綴　昭和１８．１０．２０～３０日 商工省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-65 発　来簡綴　昭和１８．１１．２～１３日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-66 発　来簡綴　昭和１８．１１．１６～２２日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-67 発　来簡綴　昭和１８．１１．２５～３０日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-68 発　来簡綴　昭和１８．１２．１～９日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-69 発　来簡綴　昭和１８．１２．１０～１４日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-70 発　来簡綴　昭和１８．１２．１５～２０日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-71 発　来簡綴　昭和１８．１２．２１～３１日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-72 発　来簡綴　昭和１９．１．６～１４日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-73 発　来簡綴　昭和１９．１．１８～２５ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-74 発　来簡綴　昭和１９．１．２６～３１日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-75 発　来簡綴　昭和１９．１．２７ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-76 発　来簡綴　昭和１９．２．１～５日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-77 発　来簡綴　昭和１９．２．２６ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-78 発　来簡綴　昭和１９．２．２８～２９日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-79 発　来簡綴　昭和１９．３．１～８日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-80 発　来簡綴　昭和１９．３．１０～１２日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-81 発　来簡綴　昭和１９．３．１３～１７日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-82 発　来簡綴　昭和１９．３．１８～２１日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-83 発　来簡綴　昭和１９．３．２２ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-84 発　来簡綴　昭和１９．３．２３ 軍需省化学局
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文庫-商工省軍需省化学局-85 発　来簡綴　昭和１９．３．２４～２７日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-86 発　来簡綴　昭和１９．３．２９ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-87 発　来簡綴　昭和１９．３．３０～３１日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-88 発　来簡綴　昭和１９．４．１～５日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-89 発　来簡綴　昭和１９．４．６～９日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-90 発　来簡綴　昭和１９．４．１０～１２日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-91 発　来簡綴　昭和１９．４．１３ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-92 発　来簡綴　昭和１９．４．１４ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-93 発　来簡綴　昭和１９．４．１５～２０ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-94 発　来簡綴　昭和１９．４．２６～３０日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-95 発　来簡綴　昭和１９．４．２１～２４日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-96 発　来簡綴　昭和１９．５．５～１５日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-97 発　来簡綴　昭和１９．５．１６～２４日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-98 発　来簡綴　昭和１９．５．２５～３１日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-99 発　来簡綴　昭和１９．６．１～５日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-100 発　来簡綴　昭和１４．１～１９．６ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-101 発　来簡綴　昭和１６．６．１５～２２日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-102 発　来簡綴　昭和１９．６．２３～３０日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-103 発　来簡綴　昭和１９．７．１～３日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-104 発　来簡綴　その２　昭和１６．３～１９．７ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-105 発　来簡綴　昭和１９．７．４～１２日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-106 ガス需給状況報告書　昭和１８．７．１２ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-107 発　来簡綴　昭和１９．７．１３～１８ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-108 発　来簡綴　昭和１９．７．１７～１９日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-109 発　来簡綴　昭和１９．７．２０～２６日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-110 発　来簡綴　昭和１９．７．２７～３１日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-111 発　来簡綴　昭和１９．８．１～５日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-112 発　来簡綴　昭和１９．８．１０～１８日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-113 発　来簡綴　昭和１９．８．２１～３１日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-114 発　来簡綴　昭和１９．９．２～８日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-115 発　来簡綴　昭和１９．９．９～１２日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-116 発　来簡綴　昭和１９．９．１３～３１日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-117 発　来簡綴　昭和１９．１０．２～１７日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-118 発　来簡綴　昭和１９．１０．１８～３１日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-119
商工組合法施行令第８９条の規定に依る統制組合設立の件　昭
和１９．１０．１９

軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-120 再製タイヤ施設組合設立報告の件　昭和１９．１０．１９ 軍需省化学局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省化学局-121 発　来簡綴　昭和１９．１１．２～２９日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-122
油脂統制会会員資格を有する者の指定変更並に追加に関する件
告示　昭和１９．１１．１１

軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-123 自動車タイヤ配給統制組合設立報告の件　昭和１９．１１．１７ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-124 発　来簡綴　昭和１９．１２．１～５日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-125 発　来簡綴　昭和１９．１２．１６～２９日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-126
代田化学工業品製造試験報告　（高級試薬製造の研究）　昭和１
９．１２．１３

軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-127 発　来簡綴　昭和２０．１．４～３１日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-128 発　来簡綴　昭和２０．２．２～２９日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-129 発　来簡綴　昭和１７．１～２０．３ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-130 発　来簡綴　昭和２０．３．１６～３１日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-131 発　来簡綴　昭和２０．４．１２～２８日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-132 発　来簡綴　昭和２０．５．１～６．２９ 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-133 発　来簡綴　（その１）　昭和２０．７．３～３１日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-134 発　来簡綴　（その２）　昭和２０．７．３～３１日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省化学局-135 発　来簡綴　昭和２０．８．１２～１８日 軍需省化学局

文庫-商工省軍需省総動員局-1
軍需品工業　多野鉄工機械工業組合関係綴　昭和１４．１１～１
９．１１

軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-2 陸軍軍需工業指導規程綴　昭和１７年度 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-3 第１回行政査察報告書　（１７年度）　昭和１８年 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-4 各種工業組合設立申請等綴　昭和１８．６～２０．２ 軍需省

文庫-商工省軍需省総動員局-5 産業設備営団関係綴　昭和１８．１１～１２月 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-6 発　来簡綴　昭和１８．１１．２～１１．２９ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-7 発　来簡綴　昭和１８．１２．１～１２．１８ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-8 発　来簡簿　（雑類）　昭和１８．１２．１３～１９．２．５ 総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-9 発　来簡綴　昭和１８．１２．２１～１２．３０ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-10 軍需省総動員局　庶務課長会議資料　昭和１９年度 -

文庫-商工省軍需省総動員局-11 諸官庁　昭和１９年度　（その１） 九州飛行機株式会社

文庫-商工省軍需省総動員局-12 諸官庁綴　昭和１９年度 九州飛行機株式会社

文庫-商工省軍需省総動員局-13 九州飛行機（株）　資料　昭和１９．１．４～１１．２８ 軍需省

文庫-商工省軍需省総動員局-14 臨時資金調整法規関係綴　昭和１９．１～２０．３ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-15 発　来簡綴　昭和１９．１．４～１．１５ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-16 発　来簡綴　昭和１９．１．１７～１．２１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-17
昭和１６年度不足物資供給補填研究　補助による研究終了報告
綴　昭和１９．１．２０～６．１５

軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-18 発　来簡綴　昭和１９．１．２２ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-19 発　来簡綴　昭和１９．１．２４～１１．１４ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-20 発　来簡綴　昭和１９．１．２５ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-21 発　来簡綴　昭和１９．１．２６～１．３１ 軍需省総動員局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省総動員局-22 発　来簡綴　昭和１９．２．１～２．７ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-23 発　来簡綴　昭和１９．２．８～２．１２ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-24 発　来簡綴　昭和１９．２．１４～２．１６ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-25 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．２．１８ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-26 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．２．１８ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-27 発　来簡綴　昭和１９．２．１９～２．２６ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-28 発　来簡綴　昭和１９．２．２８～２９日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-29 発　来簡綴　（ＮＯ．１）　昭和１９．３．１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-30 発　来簡綴　（ＮＯ．２）　昭和１９．３．１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-31 発　来簡綴　（ＮＯ．３）　昭和１９．３．１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-32 発　来簡綴　（ＮＯ．４）　昭和１９．３．１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-33 発　来簡綴　昭和１９．３．２ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-34
不足物資供給補填　研究費補助関係綴　昭和１９．３．３～２０．
５．１０

軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-35 発　来簡綴　昭和１９．３．３～３．４ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-36 発　来簡綴　昭和１９．３．５ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-37 発　来簡綴　昭和１９．３．６ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-38 発　来簡綴　昭和１９．３．８～３．１１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-39 発　来簡綴　（ＮＯ．１）　昭和１９．３．１２ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-40 発　来簡綴　（ＮＯ．２）　昭和１９．３．１２ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-41 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．３．１３ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-42 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．３．１３ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-43 発　来簡綴　（その３）　昭和１９．３．１３ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-44 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．３．１４ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-45 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．３．１４ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-46 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．３．１５ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-47 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．３．１５ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-48 発　来簡綴　昭和１９．３．１６～３．１７ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-49 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．３．１８ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-50 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．３．１８ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-51 発　来簡綴　（その３）　昭和１９．３．１８ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-52 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．３．１９ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-53 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．３．１９ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-54 発　来簡綴　（その３）　昭和１９．３．１９ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-55 発　来簡綴　昭和１９．３．２０ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-56 発　来簡綴　昭和１９．３．２２ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-57 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．３．２３ 軍需省総動員局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省総動員局-58 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．３．２３ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-59 発　来簡綴　（その３）　昭和１９．３．２３ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-60 発　来簡綴　昭和１９．３．２５～３．２７ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-61 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．３．２８ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-62 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．３．２８ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-63 発　来簡綴　昭和１９．３．２９～３．３１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-64 発　来簡綴　昭和１９．４．１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-65 発　来簡綴　昭和１９．４．２～４．６ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-66 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．４．７ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-67 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．４．１１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-68 発　来簡綴　昭和１９．４．８～４．１０ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-69 発　来簡綴　昭和１９．４．１１～４．１３ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-70 発　来簡綴　昭和１９．４．１４ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-71 発　来簡綴　昭和１９．４．１５～４．１７ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-72 発　来簡綴　昭和１９．４．１８～１９日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-73 発　来簡綴　昭和１９．４．２０～２１日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-74 発　来簡綴　昭和１９．４．２２ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-75 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．４．２３ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-76 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．４．２３ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-77 発　来簡綴　（その３）　昭和１９．４．２３ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-78 発　来簡綴　昭和１９．４．２４ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-79 発　来簡綴　昭和１９．４．２５ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-80 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．４．２６ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-81 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．４．２６ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-82 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．４．２７ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-83 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．４．２７ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-84 発　来簡綴　昭和１９．４．２８ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-85 発　来簡綴　昭和１９．４．３０ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-86 発　来簡綴　昭和１９．５．１～４日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-87 発　来簡綴　昭和１９．５．５ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-88 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．５．６ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-89 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．５．６ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-90 発　来簡綴　（その３）　昭和１９．５．６ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-91 発　来簡綴　昭和１９．５．７～５．９ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-92 発　来簡綴　昭和１９．５．１０ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-93 発　来簡綴　昭和１９．５．１１～１２日 軍需省総動員局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省総動員局-94 発　来簡綴　昭和１９．５．１３～５．１５ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-95 発　来簡綴　昭和１９．５．１７～１８日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-96 発　来簡綴　昭和１９．５．１９～２０日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-97 発　来簡綴　昭和１９．５．２１～２２日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-98 発　来簡綴　昭和１９．５．２３ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-99 発　来簡綴　昭和１９．５．２４～２９日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-100 発　来簡綴　昭和１９．５．３０ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-101 発　来簡綴　昭和１９．５．３１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-102 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．６．１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-103 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．６．１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-104 発　来簡綴　（その３）　昭和１９．６．１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-105 発　来簡綴　昭和１９．６．２～４日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-106 発　来簡綴　昭和１９．６．５～７日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-107 発　来簡綴　昭和１９．６．８～９日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-108 発　来簡綴　昭和１９．６．１０～６．１３ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-109 発　来簡綴　昭和１９．６．１４ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-110 発　来簡綴　昭和１９．６．１５～１９日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-111 発　来簡綴　（国家資金計画）　昭和１９．６．１９ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-112 発　来簡綴　昭和１９．６．２０～３０ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-113 発　来簡綴　（神戸葺合精機工業組合資料）　昭和１９．６．２１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-114 発　来簡綴　昭和１９．７．１～１４日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-115 発　来簡綴　昭和１９．７．１５～１８日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-116 発　来簡綴　（その１）　昭和１９．７．１７ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-116_2 発　来簡綴　（その２）　昭和１９．７．１７ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-117 発　来簡綴　昭和１９．７．１９～２０日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-118 発　来簡綴　昭和１９．７．２１～３１日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-119 発　来簡綴　昭和１９．８．１～５日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-120 発　来簡綴　昭和１９．８．６～１０日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-121 発　来簡綴　昭和１９．８．１２～３１日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-122 第８５帝国議会に於て問題となるべき事項　昭和１９．９ 軍需省総動員局総務部長

文庫-商工省軍需省総動員局-123 発　来簡綴　昭和１９．９．１～１３日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-124 発　来簡綴　昭和１９．９．１７～３０ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-125 発　来簡綴　昭和１９．９．２１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-126 発　来簡綴　昭和１９．１０．２～１０日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-127 発　来簡綴　昭和１９．１０．１３～３１日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-128
昭和１９年度第２　四半期　生産拡充品目生産実績調　昭和１９．
１１．１

-



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省総動員局-129 発　来簡綴　昭和１９．１１．１～１６日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-130 発　来簡綴　昭和１９．１１．２１～３０日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-131 発　来簡綴　昭和１９．１２．１～１８日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-132 発　来簡綴　昭和１９．１２．１８～２９日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-133 発　来簡綴　昭和２０．１．６～９日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-134 発　来簡綴　昭和２０．１．２０～３１ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-135 発　来簡綴　昭和２０．２．５～２８日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-136 発　来簡綴　昭和２０．２．２４ 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-137 発　来簡綴　昭和２０．３．３～３１日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-138 発　来簡綴　昭和２０．４．４～３０日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-139 発　来簡綴　昭和２０．５．３～３１日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-140 発　来簡綴　昭和２０．６．１～１１．１４日 軍需省総動員局

文庫-商工省軍需省総動員局-141 臨時資金調整法関係原議綴（２）　昭和２０．４～７月 -

文庫-商工省軍需省軽金属局-1 喜多方大町工場　設備増設許可申請図　昭和１８．５ 昭和電工（株）

文庫-商工省軍需省軽金属局-2 発　来簡綴　昭和１８．１０．２５～１１．１０ 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-3 発　来簡綴　昭和１８．１１．１３～３０日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-4 発　来簡綴　昭和１８．１２．１３～２９日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-5 発　来簡綴　（その１）　昭和１８．１２．３０ 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-6 発　来簡綴　（その２）　昭和１８．１２．３０ 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-7 発　来簡綴　昭和１８．１２．３０～３１日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-8 軽金属関係綴　昭和１９年１月 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-9 発　来簡綴　昭和１９．１．６～１．７ 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-10 発　来簡綴　昭和１９．１．１１～１５日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-11 発　来簡綴　昭和１９．１．１７ 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-12 発　来簡綴　昭和１９．１．１８～２０日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-13 発　来簡綴　昭和１９．１．２４～２５日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-14 発　来簡綴　昭和１９．１．２６～３１日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-15 発　来簡綴　昭和１９．２．３～１４日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-16 発　来簡綴　昭和１９．２．１５～２３日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-17 発　来簡綴　昭和１９．３．１～９日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-18 発　来簡綴　昭和１９．３．１０～１７日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-19 発　来簡綴　昭和１９．３．１９～２４日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-20 発　来簡綴　昭和１９．３．２６～３１日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-21 発　来簡綴　昭和１９．４ 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-22 発　来簡綴　昭和１９．５．１～１０日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-23 発　来簡綴　昭和１９．５．１１ 軍需省軽金属局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省軽金属局-24 発　来簡綴　昭和１９．５．１７～２９日 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-25 発　来簡綴　昭和１９．６月～８月 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-26 発　来簡綴　昭和１９．９月～１２月 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省軽金属局-27 発　来簡綴　昭和２０年１月～５月 軍需省軽金属局

文庫-商工省軍需省燃料局-1 発　来簡綴　（石炭関係）　昭和１７年 商工省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-2 発　来簡綴　（企業許可他）　昭和１８．１．１４～４．２２ 商工省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-3 発　来簡綴　昭和１８．５．１～１０．３０ 商工省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-4 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１８年５月分 商工省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-5 発　来簡綴　（瓦斯事業報告）　昭和１８年６月分 商工省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-6 発　来簡綴　（雑類）　昭和１８．６．２１～１９．２．７ 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-7 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１８年７月分 商工省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-8 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１８年９月分 商工省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-9 発　来簡綴　（日本綱管熱管理報告）　昭和１８．９．２０ 商工省燃料局嘱託　木村季治

文庫-商工省軍需省燃料局-10 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１８年１０月分 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-11 発　来簡綴　昭和１８．１１．８～３０日 商工省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-12 発　来簡綴　（瓦斯供給計画）　昭和１８．１２．１ 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-13 発　来簡綴　（瓦斯供給計画他）　昭和１８．１２．２～７日 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-14 発　来簡綴　（瓦斯供給計画他）　昭和１８．１２．９～２９日 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-15 発　来簡綴　（瓦斯供給計画）　昭和１８年　下期 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-16 発　来簡綴　（石炭関係）　昭和１９～２０年 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-17 発　来簡綴　（瓦斯供給計画）　昭和１９年度第１　四半期 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-18 発　来簡綴　昭和１９．１．１１～２６日 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-19 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１９年１月分 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-20 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１９年２月分 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-21 発　来簡綴　昭和１９．２．２０～２９日 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-22 発　来簡綴　昭和１９．２．２～１９日 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-23 発　来簡綴　（公文雑纂）　昭和１９．２．１９～１２．３ 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-24 発　来簡綴　昭和１９．２．２１ 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-25 発　来簡綴　昭和１９．３．１～３．３０ 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-26 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１９年４月分 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-27 発　来簡綴　昭和１９．４．１～３０日 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-28 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１９年５月分 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-29 発　来簡綴　（企業許可他）　昭和１９．５．２～３１日 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-30 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１９年６月分 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-31 発　来簡綴　昭和１９．６．１～２０日 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-32 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１９年７月分 軍需省燃料局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省燃料局-33 発　来簡綴　（瓦斯供給計画他）　昭和１９．７．５～８日 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-34 発　来簡綴　（瓦斯供給計画他）　昭和１９．７．１０～２７日 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-35 発　来簡綴　昭和１９．８．１５～３０日 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-36 発　来簡綴　（瓦斯供給計画）　昭和１９．８．３０ 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-37 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１９年９月分 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-38 発　来簡綴　昭和１９．９．７～３０日 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-39 発　来簡綴　（瓦斯供給計画）　昭和１９．９．１４ 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-40 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１９．１０月分 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-41 発　来簡綴　昭和１９．１０．１４～２０．４．１１ 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-42 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１９年１１月分 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-43 発　来簡綴　（瓦斯事業報告書）　昭和１９年１２月分 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省燃料局-44 発　来簡綴　（瓦斯供給計画）　昭和１９．１２．１～１６日 軍需省燃料局

文庫-商工省軍需省交易振興部-1 学術振興会関係書類　自．昭和９年９月　至．１１年５月 商工省振興部

文庫-商工省軍需省交易振興部-2 発　来簡綴　昭和１４年６月～１０月 商工省振興部局

文庫-商工省軍需省交易振興部-3 発　来簡綴　昭和１４年１１月 商工省振興部局

文庫-商工省軍需省交易振興部-4 発　来簡綴　昭和１５年１月～６月 商工省振興部局

文庫-商工省軍需省交易振興部-5 発　来簡綴　昭和１５．２～１５．７ 商工省振興部局

文庫-商工省軍需省交易振興部-6 発　来簡綴　昭和１５年８月～１１月 商工省振興部局

文庫-商工省軍需省交易振興部-7 発　来簡綴　昭和１６．１～１１月 商工省振興部

文庫-商工省軍需省交易振興部-8 発　来簡綴　昭和１７年 商工省振興部局

文庫-商工省軍需省航空兵器総局-1 発　来簡綴　（九州飛行機関連）　昭和１９年度　（その１） 軍需省航空兵器総局

文庫-商工省軍需省航空兵器総局-2 兵器助成法等書類　昭１９年 軍需省航空兵器総局

文庫-商工省軍需省航空兵器総局-3 一般神戸長府工場等関係書類　昭和１９年度 軍需省航空兵器総局

文庫-商工省軍需省航空兵器総局-4 朝鮮地区飛行場図面　昭１９年度 軍需省航空兵器総局

文庫-商工省軍需省航空兵器総局-5
日本国際航空工業株式会社京都製作所　現地指導（第二次）記
録　昭和１９．３．２６

日本国際航空工業株式会社京
都製作所

文庫-商工省軍需省航空兵器総局-6 発　来簡綴　昭和１９年４月１日 軍需省航空兵器総局

文庫-商工省軍需省航空兵器総局-7 発　来簡綴　昭和１９．５．５ 軍需省航空兵器総局

文庫-商工省軍需省航空兵器総局-8 改造通版摘要　（零式水上偵察機１１型）　昭和１９．１２．２９ 航空兵器総局

文庫-商工省軍需省航空兵器総局-9 発　来簡綴　昭和１９ 軍需省航空兵器総局

文庫-商工省軍需省航空兵器総局-10 発　来簡綴　昭和１９～２０ 軍需省航空兵器総局

文庫-商工省軍需省航空兵器総局-11 燃料輸送機生産促進会議議事録　昭２０．１．１０ 軍需省

文庫-商工省軍需省管理局-1 発　来簡綴　昭和１６年１月７日～３月２９日 商工省監理局

文庫-商工省軍需省管理局-2 発　来簡綴　昭和１６年４月１日～３０日 商工省監理局

文庫-商工省軍需省管理局-3 発　来簡綴　昭和１６年５月１日～２９日 商工省監理局

文庫-商工省軍需省管理局-4 発　来簡綴　昭和１６年６月３日～８月２９日 商工省監理局

文庫-商工省軍需省管理局-5 発　来簡綴　昭和１６年９月２日～１７年１月１４日 商工省監理局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省機械局-1 工業組合中央会決算書　昭和１４年度～１８年度 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-2 発　来簡綴　昭和１４年９月２５～１２月１８日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-3 発　来簡綴　昭和１５年１月９日～９月１９日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-4 発　来簡綴　昭和１５年２月１２日～１９年１月３１日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-5 発　来簡綴　昭和１５年１０月２日～１２月２７日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-6 発　来簡綴　昭和１６年２月４日～８月２７日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-7 重要機械製造事業査定申告書　昭和１７年４月１日 三菱電機株式会社

文庫-商工省軍需省機械局-8 発　来簡綴　昭和１７．４～１８．６ 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-9 改訂　熊本工場計画表　昭和１７年７月 三菱重工株式会社

文庫-商工省軍需省機械局-10 重要機械製造事業許可申請綴　（東京芝浦電気）　昭和１７年９月 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-11 重要機械製造事業査定申告書　昭和１７年１０月２日～１０月６日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-12 発　来簡綴　昭和１７年１１月２７日～１２月２２日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-13
重要機械製造事業許可申請書　（日立製作所）　昭和１７年１２月
２４日

商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-14 重要機械製造事業許可申請書　（川崎車両）　昭和１７年１２月２４日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-15 発　来簡綴　昭和１７年１２月２４日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-16 発　来簡綴　その１　昭和１７年１２月２８日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-17 発　来簡綴　その２　昭和１７年１２月２８日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-18 発　来簡綴　（その１）　昭和１７．１２～１８．８ 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-19 発　来簡綴　（その２）　昭和１８年１月１５日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-20 発　来簡綴　（その３）　昭和１８年１月１５日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-21 発　来簡綴　（その４）　昭和１８年１月１５日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-22 発　来簡綴　（その５）　昭和１８年１月１５日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-23 発　来簡綴　その６　昭和１８年１月１５日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-24 発　来簡綴　昭和１８年１月２１日～１月２６日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-25 発　来簡綴　（その１）　昭和１８年１月２７日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-26 発　来簡綴　（その２）　昭和１８年１月２７日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-27 発　来簡綴　（その３）　昭和１８年１月２７日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-28 発　来簡綴　昭和１８年１月２８日～１月３１日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-29 発　来簡綴　昭和１８年２月２日～２月２７日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-30 発　来簡綴　昭和１８年２月９日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-31 発　来簡綴　（その１）　昭和１８年２月１２日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-32 発　来簡綴　（その２）　昭和１８年２月１２日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-33 発　来簡綴　昭和１８年２月１３日～２月１７日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-34 発　来簡綴　昭和１８年２月１９日～２月２０日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-35
重要機械製造事業許可申請書　（三菱電機株式会社）　昭和１８
年２月２０日

商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-36 発　来簡綴　昭和１８年２月２０日～２月２９日 商工省機械局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省機械局-37 発　来簡綴　昭和１８年３月３日～３月３１日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-38 発　来簡綴　昭和１８年３月２３日～３月２５日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-39 発　来簡綴　昭和１８年３月２７日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-40 発　来簡綴　昭和１８年３月３１日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-41 発　来簡綴　昭和１８年４月１日～４月９日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-42 発　来簡綴　昭和１８年４月１３日～４月３１日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-43 発　来簡綴　昭和１８年５月１日～５月７日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-44 発　来簡綴　昭和１８．５～１９．１０ 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-45 発　来簡綴　昭和１８年５月１７日～５月２９日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-46 発　来簡綴　昭和１８年５月３１日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-47 発　来簡綴　昭和１８．６．１～６．１５ 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-48 発　来簡綴　昭和１８．６～１９．３ 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-49 発　来簡綴　昭和１８年７月１日～７月１９日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-50
重要機械製造事業許可申請書　（爆弾投下器）　三菱電機（株）
昭和１８年７月５日

商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-51
重要機械製造事業許可申請書　（航空用特殊計器）　三菱電機
（株）　昭和１８年７月１４日

商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-52
重要機械製造事業許可申請書　（６２航空機用特殊計器）　三菱
電機（株）　昭和１８年７月１４日

商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-53
重要機械製造事業許可申請書　（鉄道又は軌道の車両）　三菱電
機（株）　昭和１８年７月２２日

商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-54 発　来簡綴　昭和１８年７月２０日～７月２４日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-55 発　来簡綴　昭和１８年７月２８日～７月３１日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-56 発　来簡綴　昭和１８年８月１日～８月１７日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-57
重要機械製造事業法第２条の許可　（日本車両製造（株））　昭和
１８年８月１８日～８月２４日

商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-58 発　来簡綴　昭和１８年８月１８日～８月２９日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-59 発　来簡綴　昭和１８年８月３０日～８月３１日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-60 発　来簡綴　（雑類１）　昭和１８年７月１７日～９月１６日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-61 発　来簡綴　（雑類）　昭和１８年８月２５日～１０月２７日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-62 発　来簡綴　昭和１８年９月１日～９月１６日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-63 発　来簡綴　昭和１８年９月１８日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-64 発　来簡綴　昭和１８年９月２０日～９月２３日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-65 発　来簡綴　昭和１８年９月２８日～９月３０日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-66 発　来簡綴　昭和１８年１０月１日～１０月１１日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-67 発　来簡綴　昭和１８年１０月１３日～１０月１４日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-68 発　来簡綴　昭和１８年１０月１５日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-69 発　来簡綴　昭和１８年１０月１９日～１０月２２日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-70 発　来簡綴　昭和１８年１０月２３日～１０月２７日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-71 発　来簡綴　昭和１８年 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-72
工作機械製造事業許可指令に関する請書提出に関する件　昭和
１８年１０月２６日

軍需省機械局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省機械局-73 工作機械製造事業指令に対する請求提出　昭和１８年１０月２６日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-74
工作機械製造事業許可指令に対する請求提出に関する件　その
３　昭和１８年１０月２６日

商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-75 重要機械製造事業報告綴　昭和１８年１０月２８日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-76 昭和１７年度　事業年報　（其の１）　昭和１８年１０月２９日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-77 昭和１７年度　事業年報　（其の２）　昭和１８年１０月２９日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-78 工作機械製造事業用物品供用届　昭和１８年１０月３０日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-79 発　来簡綴　昭和１８年１０月２８日～１０月３１日 商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-80 発　来簡綴　昭和１８年１１月１５日～１１月２６日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-81
工作機械製造事業許可指令に対する請求提出に関する件（津上
精密工学工業株式会社）　昭和１８年１１月

商工省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-82 発　来簡綴　昭和１８年１２月１日～１２月２２日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-83 発　来簡綴　昭和１８年１２月２３日～１２月３１日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-84
昭和１８年度　地方協力工業協議会費　補助関係綴　昭和１８．７
～２０．１

軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-85 発　来簡綴　昭和１９年１月１日～１月１０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-86 発　来簡綴　昭和１９年１月１２日～１月３１日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-87 発　来簡綴　昭和１９年１月１８日～５月１６日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-88 発　来簡綴　昭和１９年２月１日～２月９日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-89 発　来簡綴　昭和１９年２月１２日～２月１９日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-90 発　来簡綴　昭和１９年２月２３日～２月２８日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-91 発　来簡綴　（雑類２）　昭和１８年１月～１８年１０月 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-92 真空管関係原議綴　昭和１９年１月～２０年３月 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-93 雲母関係原議綴　昭和１９年２月～２０年７月 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-94 発　来簡綴　昭和１９年３月１日～３月９日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-95 発　来簡綴　昭和１９年３月１０日～３月１５日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-96 発　来簡綴　昭和１９年３月１６日～３月２０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-97 発　来簡綴　昭和１９年３月２１日～３月２６日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-98 発　来簡綴　昭和１９年３月２７日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-99 発　来簡綴　昭和１９年３月２８日～３月３１日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-100 発　来簡綴　昭和１９年４月１日～４月５日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-101 発　来簡綴　昭和１９年４月６日～４月１１日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-102 発　来簡綴　昭和１９年４月１２日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-103 発　来簡綴　昭和１９年４月１３日～４月１４日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-104 発　来簡綴　昭和１９年４月～２０年４月 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-105 発　来簡綴　昭和１９年４月２１日～４月２７日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-106 発　来簡綴　昭和１９年４月２８日～４月３０日 -

文庫-商工省軍需省機械局-107 発　来簡綴　昭和１９年５月１日～５月２日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-108 発　来簡綴　昭和１９年５月３日～５月９日 軍需省機械局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省機械局-109 発　来簡綴　昭和１９年５月１０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-110 発　来簡綴　昭和１９年５月１１日～５月１２日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-111 発　来簡綴　昭和１９年５月１３日～５月１７日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-112 発　来簡綴　昭和１９年５月１８日～５月２０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-113 発　来簡綴　昭和１９年５月～２０年５月 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-114 発　来簡綴　昭和１９年５月２６日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-115 発　来簡綴　昭和１９年５月２７日～５月３０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-116 発　来簡綴　昭和１９年６月１日～６月２日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-117 発　来簡綴　昭和１９年６月３日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-118 発　来簡綴　昭和１９年６月４日～６月９日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-119 発　来簡綴　昭和１９年６月１０日～６月１２日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-120 発　来簡綴　昭和１９年６月１４日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-121 発　来簡綴　昭和１９年６月５日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-122 発　来簡綴　昭和１９年６月１６日～６月１９日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-123 発　来簡綴　昭和１９年６月２０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-124 発　来簡綴　昭和１９年６月２１日～６月２６日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-125
発　来簡綴　（電力動員関係）　昭和１９年６月２２日～２０年４月２
８日

軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-126 発　来簡綴　昭和１９年６月２７日～６月３０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-127 発　来簡綴　昭和１９年７月１日～７月５日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-128 発　来簡綴　昭和１９年７月６０日～７月１３日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-129 発　来簡綴　昭和１９年７月１４日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-130 発　来簡綴　昭和１９年７月１５日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-131 発　来簡綴　（その２）　昭和１９年７月１５日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-132 発　来簡綴　昭和１９年７月１６日～７月２０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-133 発　来簡綴　昭和１９年７月２１日～７月２３日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-134 発　来簡綴　昭和１９年７月２４日～７月２５日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-135 発　来簡綴　昭和１９年７月２６日～７月２７日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-136 発　来簡綴　昭和１９年７月２７日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-137 発　来簡綴　昭和１９年７月２８日～７月３１日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-138 発　来簡綴　昭和１９年８月１日～８月３日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-139 発　来簡綴　昭和１９年８月４日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-140 発　来簡綴　昭和１９年８月５日～８月１０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-141 発　来簡綴　昭和１９年８月８日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-142 発　来簡綴　昭和１９年８月１１日～８月１７日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-143 発　来簡綴　昭和１９年８月１８日～８月２０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-144 発　来簡綴　昭和１９年８月２１日～８月２６日 軍需省機械局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省機械局-145 発　来簡綴　昭和１９年８月２８日～８月３１日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-146 発　来簡綴　昭和１９年９月１日～９月２日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-147 発　来簡綴　昭和１９年９月３日～９月１８日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-148 発　来簡綴　昭和１９年９月１９日～９月３０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-149 空襲被害情報の応急通信連絡要領　昭和１９年９日２８日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-150 発　来簡綴　昭和１９年１０月１日～１０月３日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-151 発　来簡綴　昭和１９年１０月４日～１０月５日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-152 発　来簡綴　昭和１９年１０月６日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-153 発　来簡綴　昭和１９年１０月７日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-154 発　来簡綴　（その１）　昭和１９年１０月９日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-155 発　来簡綴　（その２）　昭和１９年１０月９日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-156 発　来簡綴　昭和１９年１０月１０日～１０月１９日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-157 発　来簡綴　昭和１９年１０月２０日～１０月２５日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-158 発　来簡綴　昭和１９年１０月２６日～１０月３１日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-159 自動車統制会発行　自動車部品定価表等　昭和１９年１０月３１日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-160 発　来簡綴　昭和１９年１１月１日～１１月９日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-161 発　来簡綴　昭和１９年１１月１０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-162 発　来簡綴　昭和１９年１１月１１日～１１月２０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-163 真空管関係原議綴　昭和１９年１１月１４日～２０年４月２日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-164 発　来簡綴　昭和１９年１１月２１日～１１月３０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-165 発　来簡綴　昭和１９年１２月１日～１２月３日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-166 発　来簡綴　昭和１９年１２月４日～１２月１２日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-167 発　来簡綴　昭和１９年１２月１３日～１２月３１日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-168 発　来簡綴　昭和２０年１月４日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-169 発　来簡綴　昭和２０年１月６日～１月２４日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-170 発　来簡綴　（その１）　昭和２０年１月２４日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-171 発　来簡綴　（その２）　昭和２０年１月２４日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-172 発　来簡綴　昭和２０年１月２５日～１月３０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-173 発　来簡綴　（その１）　昭和２０年２月８日～２月２８日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-174 発　来簡綴　昭和１９年２月～２０年２月 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-175 発　来簡綴　昭和２０年３月１日～３月１０日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-176 発　来簡綴　昭和２０年３月１２日～３月１５日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-177 発　来簡綴　昭和２０年３月１６日～３月３１日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-178 発　来簡綴　（その１）　昭和２０年４月２日～４月５日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-179 発　来簡綴　（その２）　昭和２０年４月２日～４月５日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省機械局-180 発　来簡綴　昭和２０年４月１１日～４月３０日 軍需省機械局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省機械局-181 発　来簡綴　昭和２０年５月１日～８月８日 軍需省機械局

文庫-商工省軍需省貿易局-1
主管事項に関する行政方針及施設事項　（第７４回　帝国議会用）
昭和１３年１２月

商工省　貿易局

文庫-商工省軍需省企業局-1 発・来簡綴　昭和１７年 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-2 中小工業者受注促進費補助関係綴　昭和１８年度 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-3 工業組合共同施設譲渡許可に関する件　昭和１８年 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-4 工業組合共同施設譲渡巨魁に関する件　昭和１８年 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-5 石岡木工製品工業組合共同施設譲渡許可に関する件 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-6 検査施設費補助関係綴　昭和１８年度 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-7 発・来簡綴　省亜１８年１月～６月 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-8 木造船工業組合設備費補助金返還の件　昭和１８年７月６日 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-9 発・来簡綴　昭和１８年７月～８月 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-10 発・来簡綴　昭和１８年１０月 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-11
工業組合共同施設譲渡に関する件　伊那町家具建具工業組合
昭和１８年

商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-12
工業組合共同施設譲渡許可に関する件　長崎木造船工業組合
昭和１８年

商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-13
工業組合共同施設譲渡許可に関する件　滋賀長浜木工工業組合
昭和１８年

商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-14 雑類　１　昭和１８年 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-15 雑類　２　昭和１８年 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-16 雑類　３　昭和１８年 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-17 雑類　５　昭和１８年 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-18 雑類　６　昭和１８年 商工省企業局

文庫-商工省軍需省企業局-19 雑類　７　昭和１８年 商工省企業局

文庫-商工省軍需省電力局-1 電力国策関係綴　昭和１６年４月～５月 電気庁

文庫-商工省軍需省電力局-2 発・来簡綴　昭和１８年５月２１日～９月６日 商工省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-3 発・来簡綴　昭和１８年１１月５日～１９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-4 発・来簡綴　昭和１８年１１月２０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-5 発・来簡綴　昭和１８年１１月２２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-6 発・来簡綴　昭和１８年１１月２４日～２９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-7 発・来簡綴　昭和１８年１１月３０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-8
広島港線新設並びに山陽西幹線区間変更工事関係綴　昭和１８
年１１月３０日

軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-9 発・来簡綴　昭和１８年１２月１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-10 発・来簡綴　昭和１８年１２月２日～４日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-11 発・来簡綴　昭和１８年１２月６日～８日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-12 発・来簡綴　昭和１８年１２月９日　No１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-13 発・来簡綴　昭和１８年１２月９日　No2 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-14 発・来簡綴　昭和１８年１２月１０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-15 発・来簡綴　昭和１８年１２月１１日～１４日 軍需省電力局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省電力局-16 発・来簡綴　昭和１８年１２月１５日～１６日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-17 発・来簡綴　昭和１８年１２月１８日　No1 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-18 発・来簡綴　昭和１８年１２月１８日　No2 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-19 発・来簡綴　昭和１８年１２月２０日～２２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-20 発・来簡綴　昭和１８年１２月２３日～２４日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-21 発・来簡綴　昭和１８年１２月２７日～２９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-22 発・来簡綴　昭和１８年１２月３０日　No1 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-23 発・来簡綴　昭和１８年１２月３０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-24 発・来簡綴　昭和１８年１２月３０日～３１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-25 発・来簡綴　昭和１９年１月４日～１０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-26 発・来簡綴　昭和１９年１月１１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-27 発・来簡綴　昭和１９年１月１２日～１６日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-28 発・来簡綴　昭和１９年１月１７日　No1 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-29 発・来簡綴　昭和１９年１月１７日　No2 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-30 発・来簡綴　昭和１９年１月１７日　No3 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-31 発・来簡綴　昭和１９年１月１８日１９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-32 発・来簡綴　昭和１９年１月２１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-33 発・来簡綴　昭和１９年１月２４日　No1 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-34 発・来簡綴　昭和１９年１月２４日　No2 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-35 発・来簡綴　昭和１９年１月２４日　No3 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-36 発・来簡綴　昭和１９年１月２５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-37 発・来簡綴　昭和１９年１月２６日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-38 発・来簡綴　昭和１９年１月２７日２８日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-39 発・来簡綴　昭和１９年１月２９日～３１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-40 発・来簡綴　昭和１９年２月１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-41 発・来簡綴　昭和１９年２月２日～３日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-42 発・来簡綴　昭和１９年２月４日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-43 発・来簡綴　昭和１９年２月５日～７日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-44 発・来簡綴　昭和１９年２月８日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-45 発・来簡綴　昭和１９年２月９日　No1 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-46 発・来簡綴　昭和１９年２月９日　No2 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-47 発・来簡綴　昭和１９年２月９日　No3 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-48 発・来簡綴　昭和１９年２月１２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-49 発・来簡綴　昭和１９年２月１４日～１６日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-50 発・来簡綴　昭和１９年２月７日～１５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-51 発・来簡綴　昭和１９年２月１６日 軍需省電力局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省電力局-52 発・来簡綴　昭和１９年２月１５日～２５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-53 発・来簡綴　昭和１９年２月１７日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-54 箱島発電所工事実施認可申請の件　昭和１９年２月１７日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-55 発・来簡綴　昭和１９年２月１８日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-56 発・来簡綴　昭和１９年２月１９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-57 発・来簡綴　昭和１９年２月２１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-58 発・来簡綴　昭和１９年２月２２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-59 発・来簡綴　昭和１９年２月２３日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-60 発・来簡綴　昭和１９年２月２４日　No1 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-61 発・来簡綴　昭和１９年２月２４日　No2 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-62 発・来簡綴　昭和１９年２月２５日～２６日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-63 発・来簡綴　昭和１９年２月２８日～２９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-64 発・来簡綴　昭和１９年３月１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-65 発・来簡綴　昭和１９年３月２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-66 発・来簡綴　昭和１９年３月３日　その１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-67 発・来簡綴　昭和１９年３月３日　その２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-68 発・来簡綴　昭和１９年３月４日～５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-69 発・来簡綴　昭和１９年３月６日～７日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-70 発・来簡綴　昭和１９年３月８日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-71 発・来簡綴　昭和１９年３月９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-72 発・来簡綴　昭和１９年３月１０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-73 発・来簡綴　昭和１９年３月１１日　その１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-74 発・来簡綴　昭和１９年３月１１日　その２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-75 発・来簡綴　昭和１９年３月１２日～１３日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-76 発・来簡綴　昭和１９年３月１４日　その１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-77 発・来簡綴　昭和１９年３月１４日　その２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-78 発・来簡綴　昭和１９年３月１５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-79 発・来簡綴　昭和２０，４ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-80 発・来簡綴　昭和１９年３月１７日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-81 発・来簡綴　昭和１９年３月１８日～２０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-82 発・来簡綴　昭和１９年３月２２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-83 発・来簡綴　昭和１９年３月２３日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-84 発・来簡綴　昭和１９年３月２４日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-85 発・来簡綴　昭和１９．２～２０．２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-86 発・来簡綴　昭和１９年３月２７日～２９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-87 発・来簡綴　昭和１９年３月３０日～３１日 軍需省電力局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省電力局-88 発・来簡綴　昭和１９年４月１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-89 発・来簡綴　昭和１９年４月２日～８日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-90 発・来簡綴　昭和１９年４月９日～１０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-91 発・来簡綴　昭和１９年４月１１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-92 発・来簡綴　昭和１９年４月１２日　その１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-93 発・来簡綴　昭和１９年４月１２日　その２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-94 発・来簡綴　昭和１９年４月１２日　その３ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-95 発・来簡綴　昭和１９年４月１４日　その１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-96 発・来簡綴　昭和１９年４月１４日　その２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-97 発・来簡綴　昭和１９年４月１４日　その３ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-98 発・来簡綴　昭和１９年４月１４日　その４ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-99 発・来簡綴　昭和１９年４月１４日　その５ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-100 発・来簡綴　昭和１９年４月１５日　その１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-101 発・来簡綴　昭和１９年４月１５日　その２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-102 発・来簡綴　昭和１９年４月１６日～１７日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-103 発・来簡綴　昭和１９年４月１８日　その１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-104 発・来簡綴　昭和１９年４月１８日　その２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-105 発・来簡綴　昭和１９年４月１９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-106 発・来簡綴　昭和１９年４月２０日　その１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-107 発・来簡綴　昭和１９年４月２０日　その２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-108 発・来簡綴　昭和１９年４月２１日　その１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-109 発・来簡綴　昭和１９年４月２１日　その２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-110 発・来簡綴　昭和１９年４月２１日　その３ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-111 発・来簡綴　昭和１９年４月２１日　その４ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-112 発・来簡綴　昭和１９年４月２１日　その５ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-113 発・来簡綴　昭和１９年４月２１日　その６ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-114 発・来簡綴　昭和１９年４月２２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-115 発・来簡綴　昭和１９年４月２３日～２４日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-116 発・来簡綴　昭和１９年４月２６日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-117 発・来簡綴　昭和１９年４月２７日～３０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-118 発・来簡綴　昭和１９年５月１日　その１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-119 発・来簡綴　昭和１９年５月１日　その２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-120 発・来簡綴　昭和１９年５月２日～３日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-121 発・来簡綴　昭和１９年５月４日　No１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-122 発・来簡綴　昭和１９年５月４日　No２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-123 発・来簡綴　昭和１９年５月５日～６日 軍需省電力局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省電力局-124 発・来簡綴　昭和１９年５月８日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-125 発・来簡綴　昭和１９年５月９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-126 発・来簡綴　昭和１９年５月１０日～１３日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-127 発・来簡綴　昭和１９年５月１５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-128 発・来簡綴　昭和１９年５月１６日　その１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-129 発・来簡綴　昭和１９年５月１６日　その２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-130 発・来簡綴　昭和１９年５月１７日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-131 発・来簡綴　昭和１９年５月１８日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-132 発・来簡綴　昭和２０．７～２０．８ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-133 発・来簡綴　昭和１９年５月 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-134 発・来簡綴　昭和１９年５月２０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-135 発・来簡綴　昭和１９年５月２１日～２２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-136 発・来簡綴　昭和１９年５月２３日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-137 発・来簡綴　昭和１９年５月２４日～２５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-138 電気工事施設組合設立認可綴　昭和１９年５月～９月 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-139 発・来簡綴　昭和１９年５月２５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-140 発・来簡綴　昭和１９年５月２７日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-141 発・来簡綴　昭和１９年５月２９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-142 発・来簡綴　昭和１９年５月３０日～３１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-143 発・来簡綴　昭和１９年６月１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-144 発・来簡綴　昭和１９年６月２日～５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-145 発・来簡綴　昭和１９年６月６日　No1 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-146 発・来簡綴　昭和１９年６月６日　No2 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-147 発・来簡綴　昭和１９年６月７日　No1 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-148 発・来簡綴　昭和１９年６月７日　No2 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-149 発・来簡綴　昭和１９年６月８日～９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-150 発・来簡綴　昭和１９年６月１０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-151 発・来簡綴　昭和１９年６月１１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-152 発・来簡綴　昭和１９年６月１２日～１３日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-153 発・来簡綴　昭和１９年６月１４日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-154 発・来簡綴　昭和１９年６月１５日～１６日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-155 発・来簡綴　昭和１９年６月１７日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-156 発・来簡綴　昭和１９年６月１９日～２０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-157 発・来簡綴　昭和１９年６月２１日～２２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-158 発・来簡綴　昭和１９年６月２３日～２６日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-159 発・来簡綴　昭和１９年６月２７日～３０日 軍需省電力局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省電力局-160 発・来簡綴　昭和１９年７月１日～３日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-161 発・来簡綴　昭和１９年７月４日～６日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-162 発・来簡綴　昭和１９年７月７日～１０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-163 発・来簡綴　昭和１９年７月１１日～１３日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-164 発・来簡綴　昭和１９年７月１４日～１６日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-165 発・来簡綴　昭和１９年７月１７日～１８日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-166 発・来簡綴　昭和１９年７月１９日その１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-167 発・来簡綴　昭和１９年７月１９日その２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-168 発・来簡綴　昭和１９年７月２０日～２２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-169 発・来簡綴　昭和１９年７月２３日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-170 発・来簡綴　昭和１９年７月２４日～２５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-171 発・来簡綴　昭和１９年７月２６日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-172 発・来簡綴　昭和１９年７月２７日～２９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-173 発・来簡綴　昭和１９年７月３１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-174 発・来簡綴　昭和１９年８月１日～３日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-175 発・来簡綴　昭和１９年８月４日その１ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-176 発・来簡綴　昭和１９年８月４日その２ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-177 発・来簡綴　昭和１９年８月７日～１０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-178 発・来簡綴　昭和１９年８月１１日～１２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-179 発・来簡綴　昭和１９年８月１４日～１７日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-180 発・来簡綴　昭和１９年８月１９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-181 発・来簡綴　昭和１９年８月２１日～２２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-182 発・来簡綴　昭和１９年８月２３日～３１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-183 発・来簡綴　昭和１９年９月１日～５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-184 発・来簡綴　昭和１９年９月６日～９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-185 発・来簡綴　昭和１９年９月１１日～１５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-186 発・来簡綴　昭和１９年９月１６日～２５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-187 発・来簡綴　昭和１９年９月２６日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-188 発・来簡綴　昭和１９年９月２７日～３０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-189 発・来簡綴　昭和１９年１０月２日～５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-190 発・来簡綴　昭和１９年１０月６日～１０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-191 発・来簡綴　昭和１９年１０月１１日～１４日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-192 発・来簡綴　昭和１９年１０月１６日～３１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-193 発・来簡綴　昭和１９年１１月１日～７日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-194 発・来簡綴　昭和１９年１１月９日～１９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-195 発・来簡綴　昭和１９年１１月２０日～２９日 軍需省電力局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省電力局-196 発・来簡綴　昭和１９年１２月１日～９日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-197 発・来簡綴　昭和１９年１２月１１日～３０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-198
自家用電気工作物竣工明細書(三井化学工業大浦発電所分）昭
和１９年１２月１２日

軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-199
日発及配電会社軍需会社及軍需充足会社指定関係綴　昭和１９
年２０年

軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-200 発・来簡綴　昭和２０年１月２日～１２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-201 発・来簡綴　昭和２０年１月１７日～３１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-202 発・来簡綴　昭和２０年２月１日～８日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-203 発・来簡綴　昭和２０年２月８日～２８日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-204 発・来簡綴　昭和２０年３月１日～８日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-205 発・来簡綴　昭和２０年３月１１日～１４日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-206 発・来簡綴　昭和２０年３月２０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-207 発・来簡綴　昭和２０年３月２２日～２３日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-208 発・来簡綴　昭和２０年３月２４日～３１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-209 発・来簡綴　昭和２０年４月１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-210 発・来簡綴　昭和２０年４月２日～１２日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-211 発・来簡綴　昭和２０年４月１５日～２５日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-212 発・来簡綴　昭和２０年４月２６日～３０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-213 発・来簡綴　昭和２０年５月１日～３１日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-214 発・来簡綴　昭和２０年６月１日～３０日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-215 発・来簡綴　昭和２０年７月２３日～１２月２７日 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-216 昭和１８年度上期決算及利益金処分に関する件 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-217 昭和１８年度上期決算及利益金処分に関する件３ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-218 昭和１８年度上期決算及利益金処分に関する件４ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-219 昭和１８年度上期決算及利益金処分に関する件５ 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-220 雑類１　昭和１８年 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-221 雑類２　昭和１８年 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-222 雑類３　昭和１８年 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省電力局-223 雑類４　昭和１８年 軍需省電力局

文庫-商工省軍需省金属局-1 発・来簡綴　昭和１７年１１月１９日～２４日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-2 発・来簡綴　昭和１７年１２月１日～１９日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-3 発・来簡綴　昭和１７年１２月２１日～２３日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-4 造船用鋼材奨励金交付申請書綴(日本製鉄分）その１　昭和１８年度 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-5 造船用鋼材奨励金交付申請書綴(日本製鉄分）その２　昭和１８年度 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-6
造船用鋼材奨励金交付申請書綴(川崎重工分）２／３その１　昭和
１８年度

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-7
造船用鋼材奨励金交付申請書綴(川崎重工分）２／３その２　昭和
１８年度

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-8
造船用鋼材奨励金交付申請書綴(川崎重工分）３／３その１　昭和
１８年度

商工省金属局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省金属局-9
造船用鋼材奨励金交付申請書綴(川崎重工分）３／３その２　昭和
１８年度

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-10
造船用鋼材奨励金交付申請書綴(日本鋼管分）２／６その１　昭和
１８年度

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-11
造船用鋼材奨励金交付申請書綴(日本鋼管分）２／６その２　昭和
１８年度

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-12
造船用鋼材奨励金交付申請書綴(日本鋼管分）２／６その３　昭和
１８年度

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-13
造船用鋼材奨励金交付申請書綴(日本鋼管分）４／６その１　昭和
１８年度

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-14
造船用鋼材奨励金交付申請書綴(日本鋼管分）４／６その２　昭和
１８年度

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-15 発・来簡綴　昭和１８年１月１３日～１９日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-16 発・来簡綴　昭和１８年１月２５日～３０日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-17 発・来簡綴　昭和１８年２月４日～２７日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-18 発・来簡綴　昭和１８年３月５日～３０日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-19 発・来簡綴　昭和１８年４月２日～３０日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-20 発・来簡綴　昭和１８年４月１７日～１１月１０日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-21 発・来簡綴　昭和１８年４月１８日～１０月３０日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-22 発・来簡綴　昭和１８年５月１４日～２０日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-23 発・来簡綴　昭和１８年５月２４日～３１日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-24 発・来簡綴　昭和１８年６月２３日～２４日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-25 発・来簡綴　昭和１８年６月３０日～８月２４日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-26 発・来簡綴　昭和１８年７月３日～１３日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-27 発・来簡綴　昭和１８年７月２３日～３１日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-28 発・来簡綴　昭和１８年８月２日～１０日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-29 発・来簡綴　昭和１８年８月１２日～３１日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-30 発・来簡綴　昭和１８年９月４日～３０日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-31 発・来簡綴　昭和１８年１０月１日～９日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-32 発・来簡綴　昭和１８年１０月１１日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-33 発・来簡綴　昭和１８年１０月１２日～３０日 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-34 設備増設の承認に関する件　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-35 設備増設の承認に関する件　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-36
内地貧満俺鉱使用補助金交付に関する件第３類１　１５０　１５１
１５２　昭和１８年

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-37
内地貧満俺鉱使用補助金交付に関する件第３類２　１５３　１５５～
１５８　昭和１８年

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-38
内地貧満俺鉱使用補助金交付に関する件第３類３　１５８付属　１
５９　１６０　昭和１８年

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-39
内地貧満俺鉱使用補助金交付に関する件第３類４　１６０付属　１
６１～１６３　昭和１８年

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-40
内地貧満俺鉱使用補助金交付に関する件第３類５　１６３付属　１
６４～１６５　昭和１８年

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-41
内地貧満俺鉱使用補助金交付に関する件第３類６　１６３付属　１
６６～１７０　昭和１８年

商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-42 雑類　全　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-43 雑類　第３類１　自第１号至第３８５０号　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-44 雑類２　自第３　８５１号至終号　昭和１８年 商工省金属局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省金属局-45 製鐵業奨励金　１・１８　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-46 製鐵業奨励金　２・１０付属（１）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-47 製鐵業奨励金　３・１０付属（２）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-48 製鐵業奨励金　４・１０付属（３）　５６　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-49 製鐵業奨励金　５・５６０付属（１）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-50 製鐵業奨励金　６・５６０付属（２）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-51 製鐵業奨励金　７・２３８　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-52 製鐵業奨励金　８・２３８付属２３９　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-53 製鐵業奨励金　９・２３９付属（１）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-54 製鐵業奨励金　１０・２３９付属（２）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-55 製鐵業奨励金　１１・２３９付属（３）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-56 製鐵業奨励金　１２・２３９付属（４）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-57 製鐵業奨励金　１３・２３９付属（５）２４０　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-58 製鐵業奨励金　１４・２４０付属５４９　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-59 製鐵業奨励金　１５・５４９付属（１）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-60 製鐵業奨励金　１６・５４９付属（２）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-61 製鐵業奨励金　１７・５４９付属（３）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-62 製鐵業奨励金　１８・５４９付属（４）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-63 製鐵業奨励金　１９・５４９付属（５）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-64 製鐵業奨励金　２０・５４９付属（６）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-65 製鐵業奨励金　２１・５４９付属（７）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-66 製鐵業奨励金　２２・５４９付属（８）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-67 製鐵業奨励金　２３・５４９付属（９）　７０５　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-68 製鐵業奨励金　２４・７０５付属（１）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-69 製鐵業奨励金　２５・７０５付属（２）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-70 製鐵業奨励金　２６・７０５付属（３）　７７０　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-71 製鐵業奨励金　２７・７７０付属（１）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-72 製鐵業奨励金　２８・７７０付属（２）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-73 製鐵業奨励金　２９・７７０付属（３）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-74 製鐵業奨励金　３０・７７０付属（４）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-75 製鐵業奨励金　３１・７７０付属（５）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-76 製鐵業奨励金　３２・７７０付属（６）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-77 製鐵業奨励金　３３・７７０付属（７）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-78 製鐵業奨励金　３４・７７０付属（８）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-79 製鐵業奨励金　３５・７７０付属（９）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-80 製鐵業奨励金　３６・７７０付属（１０）　昭和１８年 商工省金属局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省金属局-81 製鐵業奨励金　３７・７７０付属（１１）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-82 製鐵業奨励金　３８・７７０付属（１２）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-83 製鐵業奨励金　３９・７７０付属（１３）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-84 製鐵業奨励金　４０・７７０付属（１４）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-85 製鐵業奨励金　４１・７７０付属（１５）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-86 製鐵業奨励金　４２・７７０付属（１６）　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省金属局-87 製鐵業奨励金　４３・７７０付属（１７）　９８４　昭和１８年 商工省金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-1 発、来簡綴　昭和１８年１１月１５日～３０日 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-2 発、来簡綴　昭和１８年１２月１日 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-3 アルミニウム企業条件調査資料　昭和１８年１２月 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-4 発、来簡綴　昭和１８年１２月２日 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-5 発、来簡綴　昭和１８年１２月７日その１ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-6 発、来簡綴　昭和１８年１２月７日その２ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-7 発、来簡綴　昭和１８年１２月７日その３ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-8 発、来簡綴　昭和１８年１２月９日～１６日 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-9 発、来簡綴　昭和１８年１２月１７日～２４日 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-10 発、来簡綴　昭和１８年１２月２７日～３０日 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-11 探鉱奨励金１　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-12 探鉱奨励金２　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-13 探鉱奨励金３　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-14 探鉱奨励金４　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-15 探鉱奨励金５　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-16 探鉱奨励金６　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-17 探鉱奨励金７　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-18 探鉱奨励金８　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-19 探鉱奨励金９　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-20 探鉱奨励金１０　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-21 探鉱奨励金１１　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-22 探鉱奨励金１３　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-23 探鉱奨励金１４　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-24 探鉱奨励金１５　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-25 探鉱奨励金１６　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-26 探鉱奨励金１７　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-27 探鉱奨励金１８　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-28 探鉱奨励金１９　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-29 探鉱奨励金２０　昭和１８年 商工省非鉄金属局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-30 探鉱奨励金２１　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-31 探鉱奨励金２２　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-32 探鉱奨励金２３　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-33 探鉱奨励金２４　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-34 探鉱奨励金２５　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-35 探鉱奨励金２６　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-36 探鉱奨励金２７　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-37 探鉱奨励金２８　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-38 探鉱奨励金２９　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-39 探鉱奨励金３０　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-40 探鉱奨励金３１　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-41 探鉱奨励金３２　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-42 探鉱奨励金３３　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-43 探鉱奨励金３４　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-44 探鉱奨励金３５　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-45 探鉱奨励金３６　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-46 探鉱奨励金３７　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-47 探鉱奨励金３８　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-48 探鉱奨励金３９　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-49 探鉱奨励金４０　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-50 探鉱奨励金４１　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-51 探鉱奨励金４２　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-52 探鉱奨励金４３　昭和１８年　９０３～９０４ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-53 探鉱奨励金４４　昭和１８年　９０５～９０８ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-54 探鉱奨励金４５　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-55 探鉱奨励金４６　昭和１８年　９１２～９１５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-56 探鉱奨励金４７　昭和１８年　９１６～９２８ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-57 探鉱奨励金４８　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-58 探鉱奨励金４９　昭和１８年　９３０～９３１ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-59 探鉱奨励金５０　昭和１８年　９３２～９３３ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-60 探鉱奨励金５１　昭和１８年　９３４～９３６ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-61 探鉱奨励金５２　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-62 探鉱奨励金５３　昭和１８年　９３７ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-63 探鉱奨励金５４　昭和１８年　９３８～９３９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-64 探鉱奨励金５５　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-65 探鉱奨励金５６　昭和１８年 商工省非鉄金属局
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文庫-商工省軍需省非鉄金属局-66 探鉱奨励金５７　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-67 探鉱奨励金５８　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-68 探鉱奨励金５９　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-69 探鉱奨励金６０　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-70 探鉱奨励金６１　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-71 探鉱奨励金６２　昭和１８年　９８７～１０００ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-72 探鉱奨励金６３　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-73 探鉱奨励金６４　昭和１８年　１１２１～１１３０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-74 探鉱奨励金６５　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-75 探鉱奨励金６６　昭和１８年　１１４６～１１５９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-76 探鉱奨励金６７　昭和１８年　１１６０～１１７０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-77 探鉱奨励金６８　昭和１８年　１１７１～１１８０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-78 探鉱奨励金６９　昭和１８年　１１８１～１１９７ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-79 探鉱奨励金７０　昭和１８年　１１９８～１２０４ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-80 探鉱奨励金７１　昭和１８年　１２０５～１２１０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-81 探鉱奨励金７２　昭和１８年　１２１１～１２１４ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-82 探鉱奨励金７３　昭和１８年　１２１５～１２２０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-83 探鉱奨励金７４　昭和１８年　１２２１～１２２９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-84 探鉱奨励金７５　昭和１８年　１２３０～１２３５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-85 探鉱奨励金７６　昭和１８年　１２８０～１２８２ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-86 探鉱奨励金７７　昭和１８年　１２８３～１３２５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-87 探鉱奨励金７８　昭和１８年　１３２７～１３３０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-88 探鉱奨励金７９　昭和１８年　１３３１～１３３９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-89 探鉱奨励金８０　昭和１８年　１３４０～１３４５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-90 探鉱奨励金８１　昭和１８年　１３４６～１３５７ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-91 探鉱奨励金８２　昭和１８年　１３５８～１３６５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-92 探鉱奨励金８３　昭和１８年　１３６６～１３８０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-93 探鉱奨励金８４　昭和１８年　１３８１～１３９５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-94 探鉱奨励金８５　昭和１８年　１３９６～１４０３ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-95 探鉱奨励金８６　昭和１８年　１４０４～１４１０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-96 探鉱奨励金８７　昭和１８年　１４１１～１４２０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-97 探鉱奨励金８８　昭和１８年　１４２１～１４２８ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-98 探鉱奨励金８９　昭和１８年　１４２１～１４２８ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-99 探鉱奨励金９０　昭和１８年　１４３６～１４４０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-100 探鉱奨励金９１　昭和１８年　１４４１～終号 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-101 探鉱奨励金１　昭和１９年　１～１３０ 商工省非鉄金属局
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文庫-商工省軍需省非鉄金属局-102 探鉱奨励金２　昭和１９年 １３１～３０９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-103 探鉱奨励金３　昭和１９年 ３１０～３１３ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-104 探鉱奨励金４　昭和１９年 ３１３付属～３１４～３１５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-105 探鉱奨励金５　昭和１９年 ３１６～３１８ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-106 探鉱奨励金６　昭和１９年 ３１９～３２８ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-107 探鉱奨励金７　昭和１９年 ３２９～３３４ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-108 探鉱奨励金８　昭和１９年 ３３５～３３７ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-109 探鉱奨励金９　昭和１９年 ３３８～３４０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-110 探鉱奨励金１０　昭和１９年 ３４１～３４２ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-111 探鉱奨励金１１　昭和１９年 ３４３～３４４ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-112 探鉱奨励金１２　昭和１９年 ３４５～３４７ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-113 探鉱奨励金１３　昭和１９年 ３４８～３５０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-114 探鉱奨励金１４　昭和１９年 ３５１～３５４ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-115 探鉱奨励金１５　昭和１９年 ３５５～３５９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-116 探鉱奨励金１６　昭和１９年 ３６０～３６２ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-117 探鉱奨励金１７　昭和１９年 ３６３～４４７ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-118 探鉱奨励金１８　昭和１９年 ４４８～５３０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-119 探鉱奨励金１９　昭和１９年 ５３１～５７５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-120 探鉱奨励金２０　昭和１９年 ５７６～５８０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-121 探鉱奨励金２１　昭和１９年 ５８１～５８９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-122 探鉱奨励金２２　昭和１９年 ５９０～６９３ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-123 探鉱奨励金２３　昭和１９年 ６９４～６９５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-124 探鉱奨励金２４　昭和１９年 ６９６～７１０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-125 探鉱奨励金２５　昭和１９年 ７１１～７１５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-126 探鉱奨励金２６　昭和１９年 ７１６～７５５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-127 探鉱奨励金２７　昭和１９年 ７５６～７６３ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-128 探鉱奨励金２８　昭和１９年 ７６４～７８５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-129 探鉱奨励金２９　昭和１９年 ７８６～８０３ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-130 探鉱奨励金３０　昭和１９年 ８０４～８２３ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-131 探鉱奨励金３１　昭和１９年 ８２４～８４３ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-132 探鉱奨励金３２　昭和１９年 ８４２付録・８４４・８９０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-133 探鉱奨励金３３　昭和１９年 ８９１～９１９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-134 探鉱奨励金３４　昭和１９年 ９２０～９５０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-135 探鉱奨励金３５　昭和１９年 ９５１～９８０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-136 探鉱奨励金３６　昭和１９年 ９８１～９８３ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-137 探鉱奨励金３７　昭和１９年 ９８４～９９４ 商工省非鉄金属局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-138 探鉱奨励金３８　昭和１９年 ９９５～１０２０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-139 探鉱奨励金３９　昭和１９年 １０２１～１０３９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-140 探鉱奨励金４０　昭和１９年 １０４０～１０６０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-141 探鉱奨励金４１　昭和１９年  １０６１～１０６５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-142 探鉱奨励金４２　昭和１９年１０６６～１０９８ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-143 探鉱奨励金４３　昭和１９年 １０９９～１１０４ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-144 探鉱奨励金４４　昭和１９年 １１０５～１２５０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-145 探鉱奨励金４５　昭和１９年 １２５１～１２８５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-146 探鉱奨励金４６　昭和１９年 １２８６～終号 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-147 鑿岩用機械器具類使用廃止１　昭和１８年　８２４ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-148 鑿岩用機械器具類使用廃止１　昭和１８年　８２４ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-149 探鉱作業特別融資金回収不能額承認１　昭和１８年　１～９３ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-150 探鉱作業特別融資金回収不能額承認２　昭和１８年　９４～５７１ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-151 探鉱作業特別融資金回収不能額承認３　昭和１８年　５７２～終号 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-152 発来簡綴　昭和１９．１．１４～２０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-153 発来簡綴　昭和１９．１．２０～３１ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-154 発来簡綴　昭和１９．２．１～１２ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-155 発来簡綴　昭和１９．２．１６～１９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-156 発来簡綴　昭和１９．２．２１～２３ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-157 発来簡綴　昭和１９．２．２４ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-158 発来簡綴　昭和１９．２．２８～２９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-159 発来簡綴　昭和１９．３．１～１０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-160 発来簡綴　昭和１９．３．１１～１９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-161 発来簡綴　昭和１９．３．２２～２７ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-162 発来簡綴　昭和１９．３．３０～３１ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-163 発来簡綴　昭和１９．４．１～９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-164 発来簡綴　昭和１９．４．１２～１８ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-165 発来簡綴　昭和１９．４．２１～２３ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-166 発来簡綴　昭和１９．４．２４～３０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-167 発来簡綴　昭和１９．５．４～１０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-168 発来簡綴　昭和１９．５．１１～１６ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-169 発来簡綴　昭和１９．５．１８ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-170 発来簡綴　昭和１９．５．１９～２７ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-171 発来簡綴　昭和１９．６．１～１０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-172 発来簡綴　昭和１９．６．１１～２０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-173 発来簡綴　昭和１９．６．２１～３０ 商工省非鉄金属局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-174 発来簡綴　昭和１９．７．３～１９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-175 発来簡綴　昭和１９．７．２０～２８ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-176 発来簡綴　昭和１９．８．４～１５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-177 発来簡綴　昭和１９．８．１６～３０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-178 発来簡綴　昭和１９．９．１～１１ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-179 発来簡綴　昭和１９．１０．１３～２１ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-180 発来簡綴　昭和２０．１．８～３．３１ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-181 発来簡綴　昭和２０．４．１～６．２９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-182 鑿岩用機械器具類使用廃止１　昭和１９年　１～５１ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-183 鑿岩用機械器具類使用廃止２　昭和１９年　５２～４００ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-184 鑿岩用機械器具類使用廃止３　昭和１９年　４０１～１５８０ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-185 鑿岩用機械器具類使用廃止４　昭和１９年　１５８１～１５８２ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-186 鑿岩用機械器具類使用廃止５　昭和１９年　１５８２付属～１５８４ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-187 鑿岩用機械器具類使用廃止６　昭和１９年　１５８５．２０５６．２５４５ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-188 昭和１８年度上期決算及利益金処分に関する件２　１８．１９ 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-189 鑿岩用機械器具類貸与申請　全　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-190 探鉱作業特別融資金回収不能額　承認　全　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-191 鉱山機械化奨励金１　１００　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-192 鉱山機械化奨励金２　１０１～１１０　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-193 鉱山機械化奨励金３　１０７．１１１．１１２．１１３　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-194 鉱山機械化奨励金４　１１５～１７０　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-195 鉱山機械化奨励金５　１７１～終号　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-196 鉱山機械化奨励金１　２５５　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-197 鉱山機械化奨励金２　２５５付属（１）　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-198 鉱山機械化奨励金３　２５５付属（２）　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-199 鉱山機械化奨励金４　２５５付属（３）　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-200 鉱山機械化奨励金５　２５５付属（４）　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-201 鉱山機械化奨励金５　２５５付属（５）．４９４．７５９　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-202 雑類１　１～８００　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-203 雑類２　８０１～終号　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-204 雑類１　１～２７０　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-205 雑類２　２７１～７９７　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-206 雑類３　７９７付属　７９８～１６３０　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-207 雑類４　１６３１～終号　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-208 鉱山道路開設奨励金１　１～３４　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-209 鉱山道路開設奨励金２　３５～４７　昭和１９年 商工省非鉄金属局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-210 鉱山道路開設奨励金３　４８～７０　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-211 鉱山道路開設奨励金４　７１～９４　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-212 鉱山道路開設奨励金５　９５～１００　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-213 鉱山道路開設奨励金６　１０１～１２８　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-214 鉱山道路開設奨励金７　１２９～２２０　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-215 鉱山道路開設奨励金８　２２１～８９９　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-216 鉱山道路開設奨励金９　９００～１１１０　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-217 鉱山道路開設奨励金１０　１１１１～終号　昭和１９年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-218 帝国鉱業開発株式会社の探鉱資金特別融資承認　全　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省非鉄金属局-219 鉱業権取消の件　全　昭和１８年 商工省非鉄金属局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-1 年間供給力調査表　昭和１６年度 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-2 主要鉄山分布図等（日鉄鉱業ＫＫ）昭和17年 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-3 発、来簡綴　昭和１８年１１月１３日～１９日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-4 発、来簡綴（その１）　昭和１８年１１月２２日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-5 発、来簡綴（その２）　昭和１８年１１月２２日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-6 発、来簡綴　昭和１８年１１月２４日～２９日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-7 日本製鐵株主名簿　昭和１８年１１月２６日現在 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-8 発、来簡綴　昭和１８年１２月１日～１０日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-9 高周波電気炉仕様書並に図面（秋田製鋼ＫＫ）　昭和１８年１２月 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-10 発、来簡綴　昭和１８年１２月 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-11 発、来簡綴　昭和１８年１２月１１日～１８日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-12 発、来簡綴　昭和１８年１２月２１日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-13 発、来簡綴　昭和１８年１２月２２日～２４日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-14 発、来簡綴　昭和１８年１２月２７日～２８日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-15 発、来簡綴　昭和１８年１２月２９日～３１日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-16 発、来簡綴　昭和１９年１月２９日～２月１８日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-17 発、来簡綴　昭和１９年１月６日～１４日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-18 発、来簡綴　昭和１９年１月１５日～１９日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-19 発、来簡綴　昭和１９年１月２０日～２４日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-20 発、来簡綴　昭和１９年１月２６日～２９日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-21 造船用鋼材奨励金交付の件その１　昭和１９年１月２６日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-22 造船用鋼材奨励金交付の件その２　昭和１９年１月２６日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-23 造船用鋼材奨励金交付の件その３　昭和１９年１月２６日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-24 造船用鋼材奨励金交付の件その４　昭和１９年１月２６日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-25 発、来簡綴　昭和１９年２月１日～３日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-26 発、来簡綴　昭和１９年２月４日～８日 商工省鉄鋼局
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文庫-商工省軍需省鉄鋼局-27 発、来簡綴　昭和１９年２月８日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-28 造船用鋼材奨励金関係綴　昭和１９年２月９日その１ 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-29 造船用鋼材奨励金関係綴　昭和１９年２月９日その２ 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-30 発、来簡綴　昭和１９年２月１０日～１９日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-31 発、来簡綴　昭和１９年２月２１日～２３日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-32 発、来簡綴　昭和１９年２月２４日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-33 発、来簡綴　昭和１９年２月２６日～２８日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-34 発、来簡綴　昭和１９年２月２９日その１ 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-35 発、来簡綴　昭和１９年２月２９日その２ 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-36 発、来簡綴　昭和１９年３月１日～４日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-37 発、来簡綴　昭和１９年３月７日～１１日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-38 発、来簡綴　昭和１９年３月１２日～２０日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-39 発、来簡綴　昭和１９年３月２２日その１ 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-40 発、来簡綴　昭和１９年３月２２日その２ 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-41 発、来簡綴　昭和１９年３月２２日その３ 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-42 発、来簡綴　昭和１９年３月２３日～２４日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-43 発、来簡綴　昭和１９年３月２７日～３１日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-44 発、来簡綴　昭和１９年４月１日～２日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-45 発、来簡綴　昭和１９年４月４日～１０日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-46 発、来簡綴　昭和１９年４月１１日～１３日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-47 発、来簡綴　昭和１９年４月１４日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-48 発、来簡綴　昭和１９年４月１５日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-49 発、来簡綴　昭和１９年４月１６日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-50 発、来簡綴　昭和１９年４月１６日～２２日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-51 発、来簡綴　昭和１９年４月１７日～２５日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-52 発、来簡綴　昭和１９年４月２６日～２８日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-53 発、来簡綴　昭和１９年５月１日～１６日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-54 発、来簡綴　昭和１９年５月１日～４日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-55 発、来簡綴　昭和１９年５月２日～４日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-56 発、来簡綴　昭和１９年５月５日～７日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-57 発、来簡綴　昭和１９年５月８日～９日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-58 発、来簡綴　昭和１９年５月１０日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-59 発、来簡綴　昭和１９年５月１７日～１８日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-60 発、来簡綴　昭和１９年５月１８日～２０日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-61 発、来簡綴　昭和１９年５月２３日～２５日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-62 発、来簡綴　昭和１９年５月２８日～２９日 商工省鉄鋼局
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文庫-商工省軍需省鉄鋼局-63 発、来簡綴　昭和１９年５月３０日～３１日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-64 発、来簡綴　昭和１９年６月１日～２日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-65 発、来簡綴　昭和１９年６月３日～５日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-66 発、来簡綴　昭和１９年６月６日～１４日その１ 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-67 発、来簡綴　昭和１９年６月６日～１４日その２ 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-68 製鉄事業法に依る新設許可申請書（旭製鋼所）　昭和１９年６月９日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-69 発、来簡綴　昭和１９年６月１３日～２３日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-70 発、来簡綴　昭和１９年６月１９日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-71 発、来簡綴　昭和１９年６月１６日～２１日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-72 発、来簡綴　昭和１９年６月２２日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-73 発、来簡綴　昭和１９年６月２４日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-74 発、来簡綴　昭和１９年６月２６日～３０日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-75 発、来簡綴　昭和１９年７月１日～７日その１ 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-76 発、来簡綴　昭和１９年７月１日～７日その２ 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-77 発、来簡綴　昭和１９年７月９日～１２日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-78 発、来簡綴　昭和１９年７月１３日～１７日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-79 発、来簡綴　昭和１９年７月１８日～２１日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-80 発、来簡綴　昭和１９年７月２４日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-81 発、来簡綴　昭和１９年７月２５日～３１日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-82 発、来簡綴　昭和１９年８月１日～１８日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-83 発、来簡綴　昭和１９年８月２１日～３１日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-84 会社名称等変更申請綴　昭和１９年８月９月 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-85 発、来簡綴　昭和１９年９月１日～１６日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-86 発、来簡綴　昭和１９年９月１８日～２５日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-87 発、来簡綴　昭和１９年９月２６日～３０日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-88
昭和１９年度第３、４半期フエロアロイ等出荷計画表　昭和１９年９
月３０日

商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-89 発、来簡綴　昭和１９年１０月２日～１０日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-90 発、来簡綴　昭和１９年１０月１１日～１５日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-91 発、来簡綴　昭和１９年１０月１６日～３１日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-92 発、来簡綴　昭和１９年１１月２日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-93 発、来簡綴　昭和１９年１１月７日～１４日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-94 発、来簡綴　昭和１９年１１月１５日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-95 発、来簡綴　昭和１９年１１月１６日～１９日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-96 発、来簡綴　昭和１９年１１月２０日～３０日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-97 発、来簡綴　昭和１９年１２月１日～１０日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-98 発、来簡綴　昭和１９年１２月１５日～３０日 商工省鉄鋼局
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文庫-商工省軍需省鉄鋼局-99 特殊鋼配給割当　昭和２０年１月４半期 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-100 発、来簡綴　昭和２０年１月２日～１０日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-101 発、来簡綴　昭和２０年１月１２日～１７日その１ 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-102 発、来簡綴　昭和２０年１月１２日～１７日その２ 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-103 発、来簡綴　昭和２０年１月１８日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-104 発、来簡綴　昭和２０年１月１９日～２５日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-105 発、来簡綴　昭和２０年２月２日～９日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-106 発、来簡綴　昭和２０年２月１２日～１４日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-107 発、来簡綴　昭和２０年２月１６日～２２日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-108 発、来簡綴　昭和２０年２月２３日～２６日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-109 発、来簡綴　昭和２０年２月２７日～３０日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-110 発、来簡綴　昭和２０年３月１２日～２０日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-111 発、来簡綴　昭和２０年３月２４日～３１日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-112 発、来簡綴　昭和２０年４月１２日～１６日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-113 発、来簡綴　昭和２０年４月１８日～２８日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-114 発、来簡綴　昭和２０年５月１日～１３日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-115 発、来簡綴　昭和２０年５月１６日～２９日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-116 発、来簡綴　昭和２０年６月 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-117 発、来簡綴　昭和２０年７月 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-118 発、来簡綴　昭和２０年８月 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-119 発、来簡綴　昭和２０年９月１１日～１０月６日 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-120
行政官庁職権委譲令に基く製鉄事業設備増設承認１　自第１号至
第１１６号　昭和１８年

商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-121
行政官庁職権委譲令に基く製鉄事業設備増設承認２　自第１１７
号至第１２１号　昭和１８年

商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-122
行政官庁職権委譲令に基く製鉄事業設備増設承認３　自第１２２
号至第１２４号　昭和１８年

商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-123
行政官庁職権委譲令に基く製鉄事業設備増設承認４　自第１２５
号至第１２７号　昭和１８年

商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-124
行政官庁職権委譲令に基く製鉄事業設備増設承認5　自第１２7号
付属号至第１３２号　昭和１８年

商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-125
行政官庁職権委譲令に基く製鉄事業設備増設承認６　自第１３３
号至第１３７号　昭和１８年

商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-126
行政官庁職権委譲令に基く製鉄事業設備増設承認７　自第１３８
号至第１４５号　昭和１８年

商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-127
行政官庁職権委譲令に基く製鉄事業設備増設承認８　自第１４６
号至第１５０号　昭和１８年

商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-128
行政官庁職権委譲令に基く製鉄事業設備増設承認９　自第１５１
号至第３３８号　昭和１８年

商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-129
行政官庁職権委譲令に基く製鉄事業設備増設承認１０　自第３３９
号至第３４３号　昭和１８年

商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-130
行政官庁職権委譲令に基く製鉄事業設備増設承認１１　自第３４４
号至第４４０号　昭和１８年

商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-131
行政官庁職権委譲令に基く製鉄事業設備増設承認１２　自第４４１
号至終号　昭和１８年

商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-132 雑類全　昭和１８年 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-133 内地貧満俺鉱使用補助金１　自第５７３号至第５７４号　昭和１８年 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-134
内地貧満俺鉱使用補助金２　自第５７４号付属号至第５７５号　昭
和１８年

商工省鉄鋼局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-135 内地貧満俺鉱使用補助金３　自第５７６号至第５７８号　昭和１８年 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-136 内地貧満俺鉱使用補助金４　自第５７９号至第５８２号　昭和１８年 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-137 内地貧満俺鉱使用補助金５　自第５８３号至第５８５号　昭和１８年 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-138 内地貧満俺鉱使用補助金６　自第５８６号至第５８８号　昭和１８年 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省鉄鋼局-139 内地貧満俺鉱使用補助金７　自第５８９号至終号　昭和１８年 商工省鉄鋼局

文庫-商工省軍需省その他の局-1 重要産業統制団体協議会資料　昭和１５年～17年 商工省

文庫-商工省軍需省その他の局-2 皮革統制会資料　昭和１７年 商工省皮革統制会

文庫-商工省軍需省その他の局-3 倉庫統制会資料　昭和１７年 商工省倉庫統制会

文庫-商工省軍需省その他の局-4 油脂統制会資料　昭和１７年４月 商工省油脂統制会

文庫-商工省軍需省その他の局-5 ゴム統制会資料　昭和１７年 商工省ゴム統制会

文庫-商工省軍需省その他の局-6 軽金属統制会資料　昭和１７年 商工省軽金属統制会

文庫-商工省軍需省その他の局-7 繊維統制会資料　昭和１７年 商工省繊維統制会

文庫-商工省軍需省その他の局-8 通商貿易(仏印関係)関係綴　昭和１７年３月 貿易局商工省物資調整官

文庫-商工省軍需省その他の局-9 輸入計画並びに実施関係綴　昭和１７年３月 貿易局商工省物資調整官

文庫-商工省軍需省その他の局-10 化学工業統制会資料　昭和１７年 商工省化学工業統制会

文庫-商工省軍需省その他の局-11 発・来簡綴　昭和１３．１０．２０～１２．２３ 商工省転業対策部

文庫-商工省軍需省その他の局-12 発・来簡綴　昭和１４．１．２３～８．１５ 商工省転業対策部

文庫-商工省軍需省その他の局-13 石炭山増産計画要目　昭和８年 商工省資源局

文庫-商工省軍需省その他の局-14 貿易統制会資料　昭和１６年１２月 商工省貿易局

文庫-商工省軍需省その他の局-15 発・来簡綴　昭和１８．１１．１８～１９．３．１３ 軍需省企業整備本部

文庫-商工省軍需省その他の局-16 発・来簡綴　昭和１９．４．５～２０．４．２１ 軍需省企業整備本部

文庫-商工省軍需省その他の局-17 軍需省航空兵器総局関係史料綴　昭和１８～２０ 軍需省他

文庫-商工省軍需省その他の局-18 発・来簡綴　昭和１８．５．２７～８．１２ 商工省金属回収局本部

文庫-商工省軍需省その他の局-19 発・来簡綴　昭和１８．９．２～１８ 商工省金属回収局本部

文庫-商工省軍需省その他の局-20 発・来簡綴　昭和１８．９．２０～１０．３０ 商工省金属回収局本部

文庫-商工省軍需省その他の局-21 発・来簡綴　昭和２０．６．１５～２２ 軍需省整備局

文庫-商工省軍需省その他の局-22 発・来簡綴　昭和２０．６．２３ 軍需省整備局

文庫-商工省軍需省その他の局-23 発・来簡綴　昭和２０．６．２４～２７ 軍需省整備局

文庫-商工省軍需省その他の局-24 発・来簡綴　昭和２０．７．２～８．３ 軍需省整備局

文庫-商工省軍需省その他の局-25 発・来簡綴　昭和１７．１．２３～１０．２３ 商工省鉱山局

文庫-商工省軍需省その他の局-26 鉱産資源関係資料　昭和１７年 商工省

文庫-商工省軍需省その他の局-27 鉄鉱々床等調査報告　昭和１６．５．１０～９．３０ 地質調査所

文庫-商工省軍需省その他の局-28 発・来簡綴　昭和１４．９．２９～１５．１２．４ 商工省鉱産局

文庫-商工省軍需省その他の局-29 発・来簡綴　昭和１６．２．３～１２．１０ 商工省鉱産局

文庫-商工省軍需省その他の局-30 発・来簡綴　昭和２年～７年 商工省商務局

文庫-商工省軍需省その他の局-31 発・来簡綴　昭和１０年～１４年 商工省商務局



令和５年４月４日

文庫-商工省軍需省その他の局-32 発・来簡綴　昭和２０．９．８～２１．１．８ 商工省工務局

文庫-商工省軍需省その他の局-33 発・来簡綴　昭和２０．９．２２～１１．１４ 商工省工務局

文庫-商工省軍需省その他の局-34 長岡鉄工機械工業共同施設費関係綴　昭和１１年１１月１４日 商工省工務局

文庫-商工省軍需省その他の局-35 自動車製造事業用物品輸入認可綴(日産自動車）昭和１２年～１３年 商工省工務局

文庫-商工省軍需省その他の局-36 企業許可令(案）　昭和１６年１０月 商工省

文庫-商工省軍需省その他の局-37 雑類１　1～７００　昭和１８年 物價局

文庫-商工省軍需省その他の局-38 雑類１　７０1～終号　昭和１８年 物價局

文庫-商工省軍需省その他の局-39 昭和２０年度戦時召集延期書類　昭和１９．９．１５
関東軍軍需監理部野村製鋼
(株）

文庫-商工省軍需省その他の局-40 戦時召集延期書類　昭和１９年５月～８月 野村製鋼(株）

文庫-商工省軍需省その他の局-41 関東軍需監理部報　昭和２０年３月～４月 関東軍需監理部

文庫-商工省軍需省その他の局-42
工場秘匿名簿第２回追加　S20.6.6　所管工場通称号名簿　第4回
追加含訂正　S20.6.10

四国軍需監理部　関東軍需監
理部

文庫-商工省軍需省その他の局-43 近畿軍需監理部報　昭和１９年１２月～２０年３月 近畿軍需管理部

文庫-商工省軍需省その他の局-44 東北軍需監理部報　昭和２０年１月～５月 東北軍需監理部

文庫-商工省軍需省その他の局-45 重要在庫物資現在高調査書　昭和２０．７．３１ 九州地方軍需監理部

文庫-商工省軍需省その他の局-46 東海軍需監理部報　昭和１９年１０月～２０年５月 東海軍需監理部

文庫-商工省軍需省その他の局-47 北海軍需監理部報　昭和２０年１月～２月 北海軍需監理部

文庫-小畑-1
小畑英良大将日記１／４(大阪陸幼～中央陸幼時代）　明治３８年
９月～４２年１２月

小畑英良

文庫-小畑-2
小畑英良大将日記２／４(大阪陸幼～中央陸幼時代）　明治３８年
９月～４２年１２月

小畑英良

文庫-小畑-3
小畑英良大将日記３／４(大阪陸幼～中央陸幼時代）　明治３８年
９月～４２年１２月

小畑英良

文庫-小畑-4
小畑英良大将日記４／４(大阪陸幼～中央陸幼時代）　明治３８年
９月～４２年１２月

小畑英良

文庫-小畑-5
小畑英良大将日記１／２（騎兵第１１連隊付き～士官学校時代）
明治４２年６月～４４年１２月

小畑英良

文庫-小畑-6
小畑英良大将日記２／２（騎兵第１１連隊付き～士官学校時代）
明治４２年６月～４４年１２月

小畑英良

文庫-小畑-7
小畑英良大将日記１／５（騎兵第１１連隊時代）　明治４５年１月～
大正５年１１月

小畑英良

文庫-小畑-8
小畑英良大将日記２／５（騎兵第１１連隊時代）　明治４５年１月～
大正５年１１月

小畑英良

文庫-小畑-9
小畑英良大将日記３／５（騎兵第１１連隊時代）　明治４５年１月～
大正５年１１月

小畑英良

文庫-小畑-10
小畑英良大将日記４／５（騎兵第１１連隊時代）　明治４５年１月～
大正５年１１月

小畑英良

文庫-小畑-11
小畑英良大将日記５／５（騎兵第１１連隊時代）　明治４５年１月～
大正５年１１月

小畑英良

文庫-小畑-12
小畑英良日記１／５（陸軍大学校付、陸大付、陸大教官時代）　大
正５年１１月～１１年１２月

小畑英良

文庫-小畑-13
小畑英良日記２／５（陸軍大学校付、陸大付、陸大教官時代）　大
正５年１１月～１１年１２月

小畑英良

文庫-小畑-14
小畑英良日記３／５（陸軍大学校付、陸大付、陸大教官時代）　大
正５年１１月～１１年１２月

小畑英良

文庫-小畑-15
小畑英良日記４／５（陸軍大学校付、陸大付、陸大教官時代）　大
正５年１１月～１１年１２月

小畑英良

文庫-小畑-16
小畑英良日記５／５（陸軍大学校付、陸大付、陸大教官時代）　大
正５年１１月～１１年１２月

小畑英良

文庫-小畑-17
小畑英良日記１／４（英国派遣時代）　大正１２年１月～昭和元年
１２月

小畑英良

文庫-小畑-18
小畑英良日記２／４（英国派遣時代）　大正１２年１月～昭和元年
１２月

小畑英良

文庫-小畑-19
小畑英良日記３／４（英国派遣時代）　大正１２年１月～昭和元年
１２月

小畑英良

文庫-小畑-20
小畑英良日記４／４（英国派遣時代）　大正１２年１月～昭和元年
１２月

小畑英良



令和５年４月４日

文庫-小畑-21 小畑英良日記(陸大教官時代）　昭和２年１月１日～１２月３１日 小畑英良

文庫-小畑-22 小畑英良日記１／２（印度駐在武官時代）　昭和３年１月～４年１２月 小畑英良

文庫-小畑-23 小畑英良日記２／２（印度駐在武官時代）　昭和３年１月～４年１２月 小畑英良

文庫-小畑-24
小畑英良日記１／４（軍務局課員、参謀本部、軍令部参謀時代）
昭和５年１月～１０年１２月

小畑英良

文庫-小畑-25
小畑英良日記２／４（軍務局課員、参謀本部、軍令部参謀時代）
昭和５年１月～１０年１２月

小畑英良

文庫-小畑-26
小畑英良日記３／４（軍務局課員、参謀本部、軍令部参謀時代）
昭和５年１月～１０年１２月

小畑英良

文庫-小畑-27
小畑英良日記４／４（軍務局課員、参謀本部、軍令部参謀時代）
昭和５年１月～１０年１２月

小畑英良

文庫-小畑-28
小畑英良日記１／２（参本演習課長時代）　昭和９年１月～１０年１
２月

小畑英良

文庫-小畑-29
小畑英良日記２／２（参本演習課長時代）　昭和９年１月～１０年１
３月

小畑英良

文庫-小畑-30
小畑英良日記１／２（騎兵１４連隊長時代）　昭和１１年１月～１２
年１２月

小畑英良

文庫-小畑-31
小畑英良日記２／２（騎兵１４連隊長時代）　昭和１１年１月～１２
年１３月

小畑英良

文庫-小畑-32
小畑英良日記１／３（明野飛校幹事、校長時代）　昭和１３年１月
～１５年１２月

小畑英良

文庫-小畑-33
小畑英良日記２／３（明野飛校幹事、校長時代）　昭和１３年１月
～１５年１２月

小畑英良

文庫-小畑-34
小畑英良日記３／３（明野飛校幹事、校長時代）　昭和１３年１月
～１５年１２月

小畑英良

文庫-小畑-35
小畑英良日記１／２（第５飛行集団、第５飛行師団長時代）　昭和
１６年１月～１７年１２月

小畑英良

文庫-小畑-36
小畑英良日記2／２（第５飛行集団、第５飛行師団長時代）　昭和１
６年１月～１７年１２月

小畑英良

文庫-小畑-37
小畑英良日記（大阪陸軍幼年学校時代）　明治３９年９月～４０年
８月

小畑英良

文庫-小畑-38 戦塵録　昭和１１年２月１７日～３月１５日　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-39 国語、文法　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-40 作文　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-41 倫理、訓育学科　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-42 地理、歴史、理化、植物、生理、動物　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-43 野外演習記事１、２　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-44 戦術学正手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-45 戦術手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-46 戦術想定集　壹　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-47 戦術（第一、他１冊）　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-48 戦術（三学年）　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-49 新兵教育　明日の課業　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-50 独乙馬術教範私訳　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-51 ドイツ語ノート１／３　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-52 ドイツ語ノート２／３　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-53 ドイツ語ノート３／３　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-54 騎兵教練手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-55 戦術手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-56 野外演習記事　小畑英良 小畑英良



令和５年４月４日

文庫-小畑-57 戦術講授手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-58 漢文正手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-59 漢文　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-60 戦術講授録　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-61 独逸語正手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-62 国語正手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-63 西洋史正手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-64 訓育学科正手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-65 解析重学正手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-66 倫理正手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-67 作文正手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-68 漢時文正手簿　小畑英良 小畑英良

文庫-小畑-69 明治４０年　修学旅行案内誌 大阪陸軍地方幼年学校

文庫-小畑-70 明治４５年度　陸軍大学校初審試験問題並解答 軍事学指針社

文庫-小畑-71 大作陸軍地方幼年学校創立満１５年祝賀記念 大阪陸軍地方幼年学校

文庫-内務省-1_2 国家主義運動関係書類綴　昭和１３年１月～３月 三重県警特高課

文庫-内務省-1_3 国家主義運動関係書類綴　昭和１３年１月～３月 三重県警特高課

文庫-内務省-1_4 国家主義運動関係書類綴　昭和１３年１月～３月 三重県警特高課

文庫-内務省-2_2 政治時局思想運動関係書類綴(県外）１／２ 三重県警特高課

文庫-内務省-2_3 政治時局思想運動関係書類綴（県外）２/２ 三重県警特高課

文庫-内務省-3_2 思想運動関係書類綴１／３　昭和１３年．１．２５～２．９ 三重県警特高課

文庫-内務省-3_3 思想運動関係書類綴２／３　昭和１３年２．５～２．２６ 三重県警特高課

文庫-内務省-3_4 思想運動関係書類綴３／３　昭和１３．２．１５～３．３ 三重県警特高課

文庫-内務省-4_2 思想運動関係書類綴１／３　昭和１３．３．３～３．８ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-4_3 思想運動関係書類綴２／３　１３．３．５～３．８ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-4_4 思想運動関係書類綴３／３　１３．３．１０～３．３１ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-5_2 思想運動関係書類綴２分冊の１　昭和１７．６．５～９．２ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-5_3 思想運動関係書類綴２分冊の２　昭和１７．９．３～１２．２８ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-6_2 思想運動関係書類綴(県外）　昭和１８．１．６～１１．１８ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-7_2
思想運動関係書類綴(県外）１／２　昭和１９．１２．１０～２０．３．１
４

三重県警察部特高課

文庫-内務省-7_3 思想運動関係書類綴(県外）２／２　昭和２０．１．２２～５．２５ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-8_2 思想運動関係申報写綴１／２　昭和１９．１．１４～１２．１１ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-8_3 思想運動関係申報写綴２／２　昭和１９年 三重県警察部特高課

文庫-内務省-9_2 産業組合等関係書類綴１／４　昭和１５年２月末 三重県警察部特高課

文庫-内務省-9_3 産業組合等関係書類綴２／４　昭和１５．２．１５～３．１３ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-9_4 産業組合等関係書類綴３／４　昭和１５．３．１４～３．２９ 三重県警察部特高課



令和５年４月４日

文庫-内務省-9_5 産業組合等関係書類綴４／４　昭和１５．３．２５～３．３１ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-10_2 産業組合等関係書類綴１／２　昭和１６年 三重県警察部特高課

文庫-内務省-10_3 産業組合等関係書類綴２／２　昭和１６年 三重県警察部特高課

文庫-内務省-11_2 支那事変関係申報綴１／３　昭和１２．８．２０～１０．２３ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-11_3 支那事変関係申報綴２／３　昭和１２．９．６～１１．１９ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-11_4 支那事変関係申報綴３／３　昭和１２．１１．２０～１２．２５ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-12_2 支那事変関係申報写綴(経済）　昭和１３．１．１２～４．２０ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-13 支那事変関係書類綴　昭和１３年 特高課

文庫-内務省-14_2 支那事変経済関係書類綴１／２　昭和１３年５月～１４年６月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-14_3 支那事変経済関係書類綴２／２　昭和１４年５月～１０月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-15_2 支那事変関係書類綴１／４　昭和１４年１月～２月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-15_3 支那事変関係書類綴２／４　昭和１４年１月～２月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-15_4 支那事変関係書類綴３／４　昭和１４年１月～２月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-15_5 支那事変関係書類綴４／４　昭和１４年１月～２月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-16_2 支那事変関係書類(県内経済）１／４　昭和１４．３．２～３．１０ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-16_3 支那事変関係書類(県内経済）２／４　昭和１４．１．１９～３．１１ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-16_4 支那事変関係書類(県内経済）３／４　昭和１４．３．１１～３．１５ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-16_5 支那事変関係書類(県内経済）４／４　昭和１４．３．２２～３．２４ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-17_2 支那事変経済関係書類１／４　昭和１４．３．２４～４．７ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-17_3 支那事変経済関係書類２／４　昭和１４．４．１３～４．２４ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-17_4 支那事変経済関係書類３／４　昭和１４．３．３０～４．２３ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-17_5 支那事変経済関係書類４／４　昭和１４．４．３～４．２８ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-18_2 支那事変関係書類綴１／３　昭和１４年７月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-18_3 支那事変関係書類綴２／３　昭和１４年７月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-18_4 支那事変関係書類綴３／３　昭和１４年７月～８月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-19_2 支那事変経済関係書類綴１／４　昭和１４．８．７～８．２７ 三重県警特高課

文庫-内務省-19_3 支那事変経済関係書類綴２／４　昭和１４．７．１３～８．１４ 三重県警特高課

文庫-内務省-19_4 支那事変経済関係書類綴３／４　昭和１４．７．１４～９．１９ 三重県警特高課

文庫-内務省-19_5 支那事変経済関係書類綴４／４　昭和１４．７．３～９．１１ 三重県警特高課

文庫-内務省-20_2 支那事変経済関係書類綴１／４　昭和１４．７末～９．１８ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-20_3 支那事変経済関係書類綴２／４　昭和１４．７末～９．１９ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-20_4 支那事変経済関係書類綴３／４　昭和１４．７末～９．１８ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-20_5 支那事変経済関係書類綴４／４　昭和１４年８．３１～９．２１ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-21_2 支那事変関係書類１／３　昭和１４．７．１４～８．７ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-21_3 支那事変関係書類２／３　昭和１４．７．２９～１１．４ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-21_4 支那事変関係書類３／３　昭和１４．１１．５～１２．１６ 三重県警察部特高課



令和５年４月４日

文庫-内務省-22_2 支那事変関係書類１／３　昭和１４年１０月～１２月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-22_3 支那事変関係書類２／３　昭和１４年１０月～１２月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-22_4 支那事変関係書類３／３　昭和１４年１０月～１２月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-23_2 支那事変関係書類１／３　昭和１４．９．１１～１２．４ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-23_3 支那事変関係書類２／３　昭和１４．９．１６～１２．５ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-23_4 支那事変関係書類３／３　昭和１４．１１．２３～１２．２９ 三重県警察部特高課

文庫-内務省-24_2 支那事変関係書類綴１／３　昭和１５年１月～２月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-24_3 支那事変関係書類綴２／３　昭和１４年１２月～２月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-24_4 支那事変関係書類綴３／３　昭和１５年１月～２月 三重県警察部特高課

文庫-内務省-25 経済週報　第１．２．３号　昭和１３．５．２５～９．１０ 三重県特別高等警察課

文庫-内務省-26 経済週報　第４～１２号　昭和１３．９．８～１１．１１ 三重県特別高等警察課

文庫-内務省-27 経済週報　第１３．１４．１６～１８号　昭和１３．１１．１０～１２．２４ 三重県特別高等警察課

文庫-内務省-28 工場関係書類綴２分冊１　昭和１８年度 三重県警察部特高課

文庫-内務省-29 工場関係書類綴２分冊２　昭和１８年度 三重県警察部特高課

文庫-内務省-30_2 外事関係令達書類綴１／２　昭和１８年度 長崎県梅香崎警察署

文庫-内務省-30_3 外事関係令達書類綴２／２　昭和１８年度 長崎県梅香崎警察署

文庫-内務省-31 情報報告書類綴　昭和２０年 特高課(山形県）

文庫-内務省-32 陸軍省令関係書類 内務省警保局検閲課

文庫-逓信省-1 逓信院超短波多重通信施設等図面 逓信省

文庫-逓信省-2 逓信省電信局(電気庁）　昭和１８．１．１５～５．２５ 逓信省

文庫-逓信省-3 逓信省電信局(電気局）その２　昭和１８．７．２～１８．１２．２９ 逓信省

文庫-逓信省-4 電力器材の統制　研究原簿　昭和１６．６．２１～１９．１２．１７ 逓信省

文庫-逓信省-5 逓信省電信局(電気庁）　昭和１６．１１．５ 逓信省

文庫-逓信省-6 同盟通信社関係認可綴　昭和１７．３．１２～２０．１．９ 逓信省電務局

文庫-逓信省-7 逓信省電信局(電気庁）　昭和１７．１０．１～１１．１９ 逓信省

文庫-逓信省-8 逓信省電信局(電気庁）その１　昭和１８．７．２～１２．２９ 逓信省

文庫-その他の官衙-1 日満農政研究会第２回総会報告書　昭和１５．７．２２～２４ 新京事務局

文庫-その他の官衙-2 戦時緊急措置委員会関係綴　昭和２０．６．３０ 内閣官房総務課　畝目武二郎

文庫-その他の官衙-3 外国旅券下附台帳　大正１５年 北海道庁外事課

文庫-その他の官衙-4 発・来簡綴　昭和１８年９月．１０月 朝鮮総督府総務局

文庫-その他の官衙-5 発・来簡綴　昭和１８年１１月～１２月 朝鮮総督府総務局

文庫-その他の官衙-6 朝鮮視察記　昭和１８．１１．１８～１２．５ 朝鮮総督府総務局

文庫-その他の官衙-7 昭和１８年度第１／４半期輸送計画書綴 朝鮮総督府総務局

文庫-その他の官衙-8 保護観察所長会同綴　昭和１１年１１月 大臣官房保護課

文庫-その他の官衙-9 保護観察所長会同綴　昭和１２年６月 大臣官房保護課

文庫-憲友会史料-1 将校、准士官、下士官、兵職員表 東京憲兵隊



令和５年４月４日

文庫-憲友会史料-2 大正１１年度秋季演習近衛師団配属憲兵服務心得 川島鐵太郎

文庫-憲友会史料-3 麹町憲兵分隊歴史の梗概 木内晴夫提供

文庫-憲友会史料-4 Ｆ・Ｃ・パヴリチェック接触人物一覧表(原題「参考」を変更） 赤坂憲兵分隊

文庫-憲友会史料-5 中国裁判記録 荒木和夫

文庫-憲友会史料-7 回覧帰国関係事項 北平日僑自治会帰国処理班

文庫-憲友会史料-8 私物遺留品関係綴 -

文庫-憲友会史料-10 死没者出城証明書 -

文庫-憲友会史料-11 北平殉難者関係資料 北平日本連絡班、北平地方法院

文庫-井口史料-1 年中重要行事 自第１号 至第４号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-2 年中重要行事 自第５号 至第８号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-3 年中重要行事 自第９号 至第１２号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-4 年中重要行事 自第１３号 至第１７号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-5 年中重要行事 自第１８号 至第２１号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-6 年中重要行事 自第２２号 至第２５号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-7 年中重要行事 自第２６号 至第２８号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-8 年中重要行事 自第２９号 至第３１号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-9 年中重要行事 自第３２号 至第３５号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-10 年中重要行事 自第３６号 至第３８号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-11 年中重要行事 自第３９号 至第４１号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-12 年中重要行事 自第４２号 至第４４号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-13 年中重要行事 自第４５号 至第４７号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-14 年中重要行事 自第４８号 至第５０号 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-15 隊務実験録及業務日誌 隊付 参本１局２部時代 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-16 業務日誌 軍務局砲兵課長 軍事課長時代 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-17 業務日誌 陸軍大学校教頭 校長時代 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-18 明治９年～１７年 紀行 井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-19 満鮮支視察管見　井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-20 物価観　井口史料 井口省吾

文庫-井口史料-21 帝範　上巻 鷹司煕通

文庫-井口史料-22 帝範　下巻 鷹司煕通

文庫-井口史料-23 臣軌　上巻 鷹司煕通

文庫-井口史料-24 臣軌　下巻 鷹司煕通

文庫-井口史料-25 日露戦役観戦雑記　摘訳上 サー、アイヤン、ハミルトン

文庫-井口史料-26 日露戦役観戦雑記　摘訳中 サー、アイヤン、ハミルトン

文庫-井口史料-27 日露戦役観戦雑記　摘訳下 サー、アイヤン、ハミルトン

文庫-井口史料-28 朝鮮全図 陸軍文庫



令和５年４月４日

文庫-井口史料-29 明治三十七八年海戦ニ関スル外人ノ評論　巻一 海軍軍令部

文庫-若松史料-1 陸軍に関係ある現行条約 朝鮮軍司令部

文庫-若松史料-2
司法資料　第２１１号　ハンス・フランク編（１９３４年版）ナチスの法
制及立法綱要（刑法及び刑事訴訟法の部）

司法省調査課

文庫-若松史料-3 露國の極東侵略 東亜経済調査局

文庫-若松史料-4 臨時維新　両政府法令輯覧 瀧川政次郎

文庫-若松史料-5
露國の極東侵略に関する調査書 第一部　ﾈﾙﾁﾝｽｸ条約及ｷｬｸﾀ条
約を中心としたる清露関係

東亜経済調査局

文庫-若松史料-6
露國の極東侵略に関する調査書 第二部　沿黒龍江地方及沿海
州合併に関する歴史的考察

東亜経済調査局

文庫-若松史料-7 昭和１１年１２月　日本固有の外交指導原理綱領 外務省調査部

文庫-若松史料-8 ロシアの対イラン政策　－｢ｲﾗﾝに於ける英露の角遂｣の一部－ 東亜研究所

文庫-若松史料-9 支那外交史 南満州鉄道株式会社総務部調査課 南満州鉄道株式会社

文庫-若松史料-10 旧獨領波蘭統治概観 朝鮮総督府

文庫-若松史料-11 昭和４年（１９２９年）度　各国政情調書（第５類）　「ソヴィエト」連邦 外務省欧米局

文庫-若松史料-12 昭和１５年第１輯　国際関係研究 国際関係研究会

文庫-若松史料-13 維新政府諸機関の行政機構 中国通信社調査部

文庫-若松史料-14 昭和１１年１２月　比律賓資料集 比律賓協会

文庫-若松史料-15 輓近に於ける獨逸政治事情の変遷 貴族院事務局調査課

文庫-若松史料-16 昭和４年（１９２９年）度　各国政情調書第１類　英帝国 外務省欧米局

文庫-若松史料-17 近代露支関係の研究　沿黒龍地方之部
南満州鉄道株式会社社長室調
査部

文庫-若松史料-18 ソ連邦国家の性格 東亜研究所

文庫-若松史料-19 昭和12年5月　蘭領東印度小スンダ群島調査報告書 熱帯文化協会

文庫-若松史料-20 満州地名考 満州事情案内所

文庫-若松史料-21 暹羅研究 第１篇 台湾総督官房調査課

文庫-若松史料-22 蘭領ニウ・ギニアの研究 台湾総督官房調査課

文庫-若松史料-23 日満関税政策の研究 東亜経済調査局

文庫-若松史料-24 大正6年8月　支那関税問題論説集 第一輯
支那関税引上反対関西連合大
会

文庫-若松史料-25 奉天省の財政　其１　歳出論､歳入論
南満州鉄道株式会社　庶務部
調査課

文庫-若松史料-26 大正14年4月　ソヴエート連邦の財政と経済 外務省通商局第二課

文庫-若松史料-27 都市失業保険の成立過程 上巻 大阪商科大学経済研究所

文庫-若松史料-28 都市失業保険の成立過程 下巻 大阪商科大学経済研究所

文庫-若松史料-29 英国大蔵省証券と倫敦金融市場 横浜正金銀行調査課

文庫-若松史料-30 奉天票と東三省の金融
南満州鉄道株式会社庶務部調
査課

文庫-若松史料-31 紐育･巴里･ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ　金融市場（国際金融市場論第２分冊） 東京銀行集会所

文庫-若松史料-32
英米獨佛における金移動問題　－国際連盟金委員会に提出せら
れたる四論文－

国際連盟事務局東京支局

文庫-若松史料-33 為替安定の研究（第１篇）　国際貸借決済に関する創設案 横浜正金銀行調査課

文庫-若松史料-34 各国為替管理令 東京商工会議所

文庫-若松史料-35 瑞典･和蘭･墨西哥･西班牙 貨幣法規 造幣局



令和５年４月４日

文庫-若松史料-36 獨逸の国家企業 東亜経済調査局

文庫-若松史料-37
人口･民族･国土　－紀元２６００年記念　第４回人口問題全国協議
会報告書(上)－

人口問題研究会

文庫-若松史料-38
国民資質･国民生活　－紀元２６００年記念　第４回人口問題全国
協議会報告書(下)－

人口問題研究会

文庫-若松史料-39 現下の華僑概観 東洋協会調査部

文庫-若松史料-40 康徳5年11月10日　哈爾濱経済概観 哈爾濱商工公会

文庫-若松史料-41 欧州戦後の復興と各国経済政策 大阪商業会議所書記局

文庫-若松史料-42
將政権は戦時経済を如何に統制したか　国民政府戦時経済法令
集（其の１）

中支経済研究所

文庫-若松史料-43 世界計画経済会議報告書 第１巻 東亜経済調査局

文庫-若松史料-44 世界計画経済会議報告書 第２巻 東亜経済調査局

文庫-若松史料-45 世界計画経済会議報告書 第３巻 東亜経済調査局

文庫-若松史料-46 昭和13年2月　ソヴィエト連邦の経済政策 外務省調査部

文庫-若松史料-47 長沙経済調査 平漢鉄路管理局経済調査班

文庫-若松史料-48 満州の探検及鉱物資源地図 満鐵北満経済調査所

文庫-若松史料-49 山東の経済事情 井村平次郎

文庫-若松史料-50 昭和9年1月　印度経済事情概畧並人絹事情 日本人絹連合会

文庫-若松史料-51 植民地要覧 拓殖局

文庫-若松史料-52 南支経済叢書（１） 福大公司企画課

文庫-若松史料-53 南支経済叢書（２） 福大公司企画課

文庫-若松史料-54
昭和16年度　経済統制法判例年鑑　附言渡日付順索引　事件番
号順索引

銀行問題研究会

文庫-若松史料-55 日本経済学史（２）完 堀  經夫

文庫-若松史料-56 西洋近世経済史（１） 大塚久雄

文庫-若松史料-57 分配論（１） 山田雄三

文庫-若松史料-58 景気変動論 武村忠雄

文庫-若松史料-59 ドイツ生活経済学 酒枝義旗

文庫-若松史料-60 鉄鋼関税調査 大阪自由通商協会

文庫-若松史料-61 蘇聯有色金属工業の現況 陸軍技術本部

文庫-若松史料-62 蘇邦の非鉄金属工業 陸軍技術本部

文庫-若松史料-63 湖北省金属鉱物 参謀本部

文庫-若松史料-64
揚子江水系　中揚子江・下揚子江・安慶迄　洞座湖・?陽湖及び漢
水の水理に関する調査

参謀本部

文庫-若松史料-65 康徳6年8月　満州国接壌ソ領電気事業概説 満州電業株式会社業務室

文庫-若松史料-66 国土計画 国土計画研究所

文庫-若松史料-67 大正11年　東京市及隣接町村工場名鑑 東京市役所商工課

文庫-若松史料-68 技能者養成テキスト　仕上１ 日本技術教育協会

文庫-若松史料-69 蘭印工業の現勢 南洋協会

文庫-若松史料-70 蘇聯邦工業の質的能力と経営状態 陸軍技術本部

文庫-若松史料-71 内外調査資料 第３年 第１０輯 調査資料協会



令和５年４月４日

文庫-若松史料-72 山東湖沼群地帯ノ地域調査 東亜研究所

文庫-若松史料-73 第１次満蒙学術調査研究団報告　熱河省産両性類･爬虫類 第一次満蒙学術調査研究団

文庫-若松史料-74 大正12年9月　陸軍震災救療誌 陸軍省医務局

文庫-若松史料-75 震災地に於ける警備救護施設の概要 陸軍省

文庫-若松史料-76 赤軍戦法研究の参考 偕行社

文庫-若松史料-77
抗戦力判断資料第3号（其２）　第2編　人的資源力より見たる獨逸
の抗戦力

陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-78
抗戦力判断資料第5号（其４）　第4編　資本力より見たる米国の抗
戦力

陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-79
抗戦力判断資料第5号（其５）　第5編　配給及貿易機構より見たる
米国の抗戦力

陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-80 戦争と経済 小樽高等商業学校経済研究所

文庫-若松史料-81 支那資本の戦時動員（翻訳）－他３編－ 東亜研究所

文庫-若松史料-82 ソ軍常識 帝国在郷軍人会本部

文庫-若松史料-83 英国の対印度教育政策(中間報告)　－世界大戦迄の史的概観－ 東亜研究所

文庫-若松史料-84 深夜業禁止問題 大阪商科大学経済研究所

文庫-若松史料-85 職業紹介事業概勢 （自大正9年6月至大正10年6月） 中央職業紹介局

文庫-若松史料-86 統計学汎論（１） 森田優三

文庫-若松史料-87 地方財政問題 汐見三郎

文庫-若松史料-88 最近に於ける支那関税問題
南満州鉄道株式会社庶務部調
査課

文庫-若松史料-89 協同組合論 渡邊信一

文庫-若松史料-90 公益企業･国策企業 蝋山政道

文庫-若松史料-91 国際資本移動論 鬼頭仁三郎

文庫-若松史料-92 ソ連邦の予算　ソ連邦経済事情　第１巻 陸軍経理学校研究部

文庫-若松史料-93 東方に於ける｢ソ｣連邦の経済政策 外務省調査部

文庫-若松史料-94 昭和１２年７月「ソ｣連邦新憲法概観 外務省調査部

文庫-若松史料-95 自然と経済 佐藤  弘

文庫-若松史料-96 勢力論（４） 高田保馬

文庫-若松史料-97 北欧学派 青山秀夫

文庫-若松史料-98 資本主義経済理論 柴田  敬

文庫-若松史料-99 公企業論 竹中龍雄

文庫-若松史料-100 物価とインフレーション（２）完 山口  茂

文庫-若松史料-101 支那経済論 根岸  佶

文庫-若松史料-102 フィジオクラシイ 久保田明光

文庫-若松史料-103 公債論 安藤春夫

文庫-若松史料-104 古代及び中世経済学史 上田辰之助

文庫-若松史料-105 生命保険論 末高  信

文庫-若松史料-106 火災保険論 椎名幾三郎

文庫-若松史料-107 農業災害論 近藤康男



令和５年４月４日

文庫-若松史料-108 歴史学派 岸本誠二郎

文庫-若松史料-109 資本主義と人口 寺尾琢磨

文庫-若松史料-110 海上保険論 加藤由作

文庫-若松史料-111 社会保険論 北岡壽逸

文庫-若松史料-112 日本経済学史（１） 堀  經夫

文庫-若松史料-113 勢力論（１） 高田保馬

文庫-若松史料-114 勢力論（２） 高田保馬

文庫-若松史料-115 勢力論（３） 高田保馬

文庫-若松史料-116 勢力論（５）完 高田保馬

文庫-若松史料-117 貨幣理論（１） 宮田喜代蔵

文庫-若松史料-118 貨幣理論（２） 宮田喜代蔵

文庫-若松史料-119 貨幣理論（３）完 宮田喜代蔵

文庫-若松史料-120 価値論（１） 楠井隆三

文庫-若松史料-121 価値論（２）完 楠井隆三

文庫-若松史料-122 戦時経済統制論（１） 赤松  要

文庫-若松史料-123 戦時経済統制論（２） 赤松  要

文庫-若松史料-124 戦時経済統制論（３）完 赤松  要

文庫-若松史料-125 現代企業理論 酒井正三郎

文庫-若松史料-126 東亜経済論叢　第壹巻　第壱號　昭和１６年２月 東亜経済研究所

文庫-若松史料-127 最新対華経済資料 第１輯 東京　日支問題研究会

文庫-若松史料-128 最新対華経済資料 第２輯 東京　日支問題研究会

文庫-若松史料-129 最新対華経済資料 第３輯 東京　日支問題研究会

文庫-若松史料-130 最新対華経済資料 第４輯 東京　日支問題研究会

文庫-若松史料-131 最新対華経済資料 第５輯 東京　日支問題研究会

文庫-若松史料-132
中支那経済復興建設概況(第１部)中支に於ける戦後の物資需給
関係と交通問題　昭和１３年８月２５日発行

在上海　中国通信社調査部

文庫-若松史料-133
中支那経済復興建設概況(第２部)　中支那振興株式会社　昭和１
３年１１月５日発行

在上海　中国通信社調査部

文庫-若松史料-134
戦後に於ける「上海租界」の経済的解剖　昭和１４年２月１０日発
行

在上海　中支経済研究所

文庫-若松史料-135 戦後の上海各業状況調査　昭和１３年４月１５日発行 在上海　中国通信社調査部

文庫-若松史料-136 最高度決戦経済の観点
日満支拓殖文化研究所経済資
料部

文庫-若松史料-138 阪神両港に於ける戦争の影響調査復命書 農商務省商工局

文庫-若松史料-139 海運及経済調査報告　昭和２年下半期
日本郵船株式会社営業部調査
課

文庫-若松史料-140
ソヴエート露國の貿易制度　附　日露貿易の現在及将来　大正１４
年８月

外務省通商局

文庫-若松史料-141 北伐の進展と我が対支貿易 大阪市役所産業部調査課

文庫-若松史料-142
対満貿易の現状及将来 上巻　我國対満輸出貿易の促進及在満
邦商の発展策に関する調査報告書

南満州鉄道株式会社興業部商
工課

文庫-若松史料-143
対満貿易の現状及将来 中巻　我國対満輸出貿易の促進及在満
邦商の発展策に関する調査報告書

南満州鉄道株式会社興業部商
工課

文庫-若松史料-144
対満貿易の現状及将来 下巻　我國対満輸出貿易の促進及在満
邦商の発展策に関する調査報告書

南満州鉄道株式会社興業部商
工課



令和５年４月４日

文庫-若松史料-145 支那貿易の趨勢 大阪市役所商工課

文庫-若松史料-146 占領並非占領地貿易の基礎統計　昭和１４年３月１０日発行 在上海　中支経済研究所

文庫-若松史料-147 佛領印度支那と貿易事情　昭和１６年７月 財団法人　日本貿易振興会

文庫-若松史料-148
民國２７年度中国対外貿易概論　海關総税務司署発表報告によ
る全譯　昭和１４年５月１０日発行

在上海　中支経済研究所

文庫-若松史料-149
民國２７年度中国対外貿易概論(下)　海關総税務司署発表報告に
よる全譯　昭和１４年６月２５日発行

在上海　中支経済研究所

文庫-若松史料-150 南支南洋の商業　昭和１８年８月調 台湾総督府殖産局商工課

文庫-若松史料-151 大阪商業史料集成 第六輯 大阪商科大学経済研究所

文庫-若松史料-152 商工経営論（１） 増地庸治朗

文庫-若松史料-153 商工経営論（３）完 増地庸治朗

文庫-若松史料-154 天津商工業調査　大正１１年１月 参謀本部

文庫-若松史料-155 九十九里舊地曵網漁業 山口和雄

文庫-若松史料-156 近江國野洲川梁漁業史資料 祝宮静

文庫-若松史料-157 英領馬来に於ける水産物 南洋協会　新嘉坡商品陳列所

文庫-若松史料-158 中支に於ける淡水産食用魚介　昭和１６年６月 参謀本部

文庫-若松史料-159 東部ソ領の森林　昭和１７年６月印刷 東亜研究所

文庫-若松史料-160
学術部第２特別委員会報告　第６編　満州の牧羊（日満経済統制
と農業移民続編）　昭和１１年７月

日本学術振興会

文庫-若松史料-161 ソ連邦の畜産業　昭和１３年９月 満鐵調査部

文庫-若松史料-162 自大正１２年度至昭和７年度　馬糧代用品試験成績報告 陸軍獣医学校

文庫-若松史料-163
資料丙第２５５号D（第８調査委員会資料１９）　外蒙の自然と畜産
（未定稿)　昭和１７年６月印刷

東亜研究所

文庫-若松史料-164 蘭領東印度に於ける規那の栽培 台湾総督官房調査課

文庫-若松史料-165 江西米穀運銷調査 江西省農業院農業経済科編

文庫-若松史料-166
満州に於ける農村協同組合運動の建設　農事合作社の発展のた
めに

佐藤大四郎

文庫-若松史料-167 米穀配給組織及び配給費　昭和１０年１２月 日本学術振興会

文庫-若松史料-168 米穀の自治的販売統制　昭和１３年３月 日本学術振興会

文庫-若松史料-169 米価の長期変動　昭和１０年４月 日本学術振興会

文庫-若松史料-170 米価変動と景気変動　昭和１３年３月 日本学術振興会

文庫-若松史料-171
米穀需給調節特別会計の財政及び金融に及ぼせる影響　昭和１
１年１０月

日本学術振興会

文庫-若松史料-172 朝鮮米穀経済論　昭和１２年４月（再販） 日本学術振興会

文庫-若松史料-173 米穀需要法則の研究　昭和１０年４月 日本学術振興会

文庫-若松史料-174 本邦小作慣行 大日本農会

文庫-若松史料-175 ソウエート露西亞の農業政策　チェルキンスキー原著
チェルキンスキー　栗原藤七郎
訳

文庫-若松史料-176 北満農業機構動態調査報告　第２編　北安省綏化縣蔡家窩堡 南満州鉄道株式会社調査部

文庫-若松史料-177 社会主義農業の勝利 企画院第一部

文庫-若松史料-179
東部ソ領に於ける農作物の分布　麥類、水稲、馬鈴薯編　昭和１７
年２月印刷

東亜研究所

文庫-若松史料-180
東部ソ領に於ける農作物の作物学的観察　麥類、水稲、馬鈴薯編
昭和１８年５月印刷

東亜研究所

文庫-若松史料-181 農事試験場報告 第４０号 農商務省農事試験場



令和５年４月４日

文庫-若松史料-183 南方地域資源文献目録 第１輯　昭和１６年 東亜研究所

文庫-若松史料-184 南洋の産業及其富源 農商務省

文庫-若松史料-185 北支綿花綜覧 南満州鉄道株式会社調査部

文庫-若松史料-186 英国綿業概観　昭和１２年７月 外務省通商局

文庫-若松史料-187 日本及支那に於ける毛織物及原料毛の需給関係　大正７年９月 東洋拓殖株式会社

文庫-若松史料-188 ソ連邦の動力資源（石油之部） ｴﾑ･ｴﾑ･ｺﾞﾙｽｷｰ教授

文庫-若松史料-189 本邦並に世界に於ける硫安及び石灰窒素事情概観 昭和肥料株式会社

文庫-若松史料-190
理化学研究所長工学博士　子爵　大河内正敏先生序　石油国策
論集

長谷川尚一

文庫-若松史料-191 ソ連邦の石油業　昭和１４年３月 （-）

文庫-若松史料-192 ソ連邦の製鉄業 南満州鉄道株式会社調査部

文庫-若松史料-193 佛印の鉱産資源 渡邊源一郎

文庫-若松史料-194 東京海上火災保険株式会社六十年史 東京海上火災保険株式会社

文庫-若松史料-195 第一生命保険相互会社三十五年史 第一生命保険相互会社

文庫-若松史料-196 全国銀行会社要録 上巻　第４５版　昭和１６年刊行 東京興信所社

文庫-若松史料-197 全国銀行会社要録 下巻　第４５版　昭和１６年刊行 東京興信所社

文庫-若松史料-199 現代食糧大観　1929 糧友会

文庫-若松史料-200 １９０８年　佛國陸軍単独軍人旅費規則　様式 訳:松本惟延

文庫-若松史料-201_2 １９０８年　佛國陸軍単独軍人旅費規則　付録 訳:松本惟延

文庫-若松史料-202 １９０８年　佛國陸軍単独軍人旅費規則 訳:松本惟延

文庫-若松史料-203 １９０８年　佛國陸軍単独軍人旅費規則　本文（一部３冊の内） 訳:松本惟延

文庫-若松史料-204 １９１３年　佛國鉄道軍事輸送勤務令 -

文庫-若松史料-205_2 １９１２年出版　佛國陸軍省諸契約に関する教令 訳:松本惟延

文庫-若松史料-206 佛國　１９１４年４月２日制定　野戦に於ける給養に関する訓令 訳:居城  基

文庫-若松史料-207_2
佛國　１９１３年出版　戦時及動員時に於ける団体の煮焚暖房及
照明勤務令

訳:松本惟延

文庫-若松史料-208 １９０５年　佛國監督団員採用に関する教令 訳:松本惟延

文庫-若松史料-209 １９１６年発行　補給令 訳:松本惟延

文庫-若松史料-210 佛國徴兵法改正法律案 訳:陸軍省調査班

文庫-若松史料-211
昭和２年１１月　巴里大学法学部教授ジルベン・ジデル著  佛國戦
時国家総編成法案と国際法

訳:西村仁蔵

文庫-若松史料-212 １９１０年佛國陸軍官報摘訳　佛國陸軍編制検査官･監査官条例 訳:松本惟延

文庫-若松史料-213 ラサール氏著　佛國陸軍経理学校条例　軍制全書抄訳 -

文庫-若松史料-214_2
１９０８年　佛國陸軍経理学校新条例・同　学生採用規則・同　卒
業試験及卒業席次決定に関する訓令

訳:松本惟延

文庫-若松史料-215 １９０８年　佛國陸軍徴発令　全 訳:松本惟延

文庫-若松史料-216 開戦以降佛國陸軍に関する法令全書 摘訳其ﾉ１ 訳:田保昌雄

文庫-若松史料-217 開戦以降佛國陸軍に関する法令全書 摘訳其ﾉ２ 訳:松本惟延

文庫-若松史料-218 １９１０年　「ビクノー」氏著　佛國軍制 訳:舘村甚治

文庫-若松史料-219
佛國１９１０年１２月３１日に於ける現行諸条文一般「アベセ」順表
（自E至M）　 巻之弐

訳:松本惟延



令和５年４月４日

文庫-若松史料-220
佛國１９１０年１２月３１日に於ける現行諸条文一般「アベセ」順表
（自N至Z）　巻之参

訳:松本惟延

文庫-若松史料-221 １９１１年　佛國軍制　平時戦時　全 訳:津田秀栄

文庫-若松史料-222 平戦両時に於ける佛軍の輜重 -

文庫-若松史料-223 佛蘭西陸軍省 訳:居城  基

文庫-若松史料-224 １９１０年　佛國陸軍軍隊内務書(抜粋) 訳:松本惟延

文庫-若松史料-225_2 １９０８年　佛國陸軍編制 第１部抜粋 訳:松本惟延

文庫-若松史料-226_2 １９１０年　佛國陸軍編制 第２部抜粋 訳:松本惟延

文庫-若松史料-227_2 １９１０年　佛國陸軍編制 第３部抜粋 訳:松本惟延

文庫-若松史料-228 １９０９年　佛國軍制　平時・戦時　全 訳:津田秀栄

文庫-若松史料-229 １９０８年　佛國軍中に於ける一般編制(軍の後方勤務) 訳:松本惟延

文庫-若松史料-230 １９０６年　佛國陸軍省編制の抜粋 訳:松本惟延

文庫-若松史料-231 自１９１８年２月至１９１９年１２月　佛國軍事新聞抜粋　其１ 訳:松本惟延

文庫-若松史料-232 平時に於ける佛國の軍政 ２ 訳:鈴木鍠丙

文庫-若松史料-233_2 １９１０年　佛國陸軍軍隊内務書(抜粋) 訳:松本惟延

文庫-若松史料-234 １９０６年　佛國陸軍省編制の抜粋 訳:松本惟延

文庫-若松史料-235 佛國内に於ける佛軍の給養及補給 訳:横田憲喜

文庫-若松史料-236
１９１６年修正第６版　佛國少佐シャルトン著　支隊長の部下たる
仕払掛将校及団隊の糧食掛将校備忘録(内地及戦地用)

訳:松本惟延

文庫-若松史料-237 佛軍偽装教範・佛軍砲兵隊用偽装材料要領書・米軍偽装教範 陸軍技術本部

文庫-若松史料-238 １９２０年２月１日発布　佛國歩兵操典草案 第２部 臨時軍事調査委員

文庫-若松史料-239 佛國陸軍制度教程書第２編 巻之１ -

文庫-若松史料-240 佛國陸軍制度教程書第２編 巻之２ -

文庫-若松史料-241 佛國陸軍制度教程書第２編 巻之３ -

文庫-若松史料-242 佛國陸軍制度教程書第２編 巻之４ -

文庫-若松史料-243 別働第２旅団戦記 巻之１、２（熊本聯絡・人吉攻撃上） -

文庫-若松史料-244 別働第２旅団戦記 巻之５、６、７（轉戦入日州上、中、下） -

文庫-若松史料-245 別働第２旅団戦記 巻之８（脱賊追撃・旅団総人名録） -

文庫-若松史料-246 別働第２旅団戦記付図 壹 -

文庫-若松史料-247 別働第２旅団戦記付図 弐 -

文庫-若松史料-248 別働第４旅団戦記　巻之１、２ -

文庫-若松史料-249 １９１１～１２年学期　佛國陸軍監督学校教課 訳:松本惟延

文庫-若松史料-250 佛國陸軍大学校　戦時経理教程１ 訳:辻本楠造

文庫-若松史料-251 佛國陸軍大学校　戦時経理教程 ２ 訳:辻本楠造

文庫-若松史料-252 佛國陸軍大学校　戦時経理教程 ３ 訳:辻本楠造

文庫-若松史料-253 佛軍参謀提要（第一部）（佛、陸軍大学校教程） 訳:大山騎兵大尉

文庫-若松史料-254 佛軍参謀提要（第２部、第３部、附録）（佛、陸軍大学校教程） 訳:大山騎兵大尉

文庫-若松史料-255 １９０８年　佛國士官学校経理学教程 第１ 訳:田久保昌雄



令和５年４月４日

文庫-若松史料-256 １９０８年　佛國士官学校経理学教程 第２　動員の部 訳:松本惟延

文庫-若松史料-257 １９０８年　佛國士官学校経理学教程 第３　野戦経理の部 訳:松本惟延

文庫-若松史料-258
佛國陸軍兵学校用　陸軍経理教程附属表式（従１８９７年至１８９８
年　第１学年）

-

文庫-若松史料-259 佛國兵学校用　陸軍経理教程表式（自第７課至第１０課） -

文庫-若松史料-260
自１８９７年至１８９８年　佛國陸軍兵学校　陸軍経理教程 第１之
巻

-

文庫-若松史料-261 佛國陸軍兵学校　陸軍経理教程　全 -

文庫-若松史料-262 １９０８年１９０９年　佛國ｻﾝｼｰﾙ兵学校　経理教程　様式集 訳:松本惟延

文庫-若松史料-263_2 １９１０年、１１年　佛國ｻﾝｼｰﾙ兵学校　経理教程　第２学年用 訳:松本惟延

文庫-若松史料-264_2 １９１０～１９１１　佛國ｻﾝｼｰﾙ兵学校　経理教程　第１学年用上 訳:松本惟延

文庫-若松史料-265_2 １９１０～１９１１　佛國ｻﾝｼｰﾙ兵学校　経理教程　第１学年用下 訳:松本惟延

文庫-若松史料-266 佛國陣中給養講義（続き） 訳:斎藤肇

文庫-若松史料-267 糧秣勤務抜粋　糧食ー馬糧ー燃料 訳:西村仁蔵

文庫-若松史料-268
佛國陸軍糧食勤務令　野戦糧食　１９２４年８月２５日佛國陸軍省
調整

訳:西村仁蔵

文庫-若松史料-269 佛マケール主計正　佛國陸軍に於ける常食管理に関する２講話 訳:柴田鉦三郎

文庫-若松史料-270 佛軍旅費規則の一部 訳:鈴木孝雄

文庫-若松史料-271 佛國陸軍諸学校の現制に関する通牒 訳:参謀本部学校課

文庫-若松史料-272_2 １９０９年　佛國請負契約　巻首より１３６頁? 訳:松本惟延

文庫-若松史料-273
佛國監督雑誌１９１３、１９１４年号所載　各国陸軍経理制度比較
獨墺之部

訳:松本惟延

文庫-若松史料-274
ポーリアン少佐著　経理部の補助幹部たる軍吏将校候補者必携
（糧食及び被服係将校用）

訳:鈴木鍠丙

文庫-若松史料-275 航空部の経理と会計 訳:鈴木鍠丙

文庫-若松史料-276 １９０６年　佛國陸軍軍隊内部経理及計算 訳:松本惟延

文庫-若松史料-277_2
１９１１年　佛國入営中に在る貧困なる兵卒の家族に家計扶助料
給与

訳:松本惟延

文庫-若松史料-278 佛書軍隊経理・被服経理　積立定額一覧表 訳:柴田鉦三郎

文庫-若松史料-279 １９１５年　遠征軍に於ける団隊及勤務の経理（抜粋） 訳:松本惟延

文庫-若松史料-280
１９２０～１９２２年　佛國野戦経理講義に対する付録・・・佛國陸軍
大学校参謀補佐　教官ラポルト主計正述

訳:藤定兼衛

文庫-若松史料-281
１９１８年出版　佛國経理将校「チベリアンヌ」著　内地及軍中に於
ける将校及兵卒に対する戦時給与 全

訳:松本惟延

文庫-若松史料-282 １９１１年　佛國陸軍経理に関する切り抜き通信 其１ 訳:松本惟延

文庫-若松史料-283 １９１１年　佛國陸軍経理に関する切り抜き通信 其２ -

文庫-若松史料-284 １９１１年　佛國陸軍経理に関する切り抜き通信 其３ -

文庫-若松史料-285 １９１１年　佛國陸軍経理に関する切り抜き通信 其４ 訳:松本惟延

文庫-若松史料-286 佛國陸軍経理に関する切り抜き通信 其５ 訳:松本惟延

文庫-若松史料-287
１９１２年　佛、墺、英諸新聞に出でたる佛國陸軍経理関係事項摘
録

-

文庫-若松史料-288 佛國陸軍大学校教官ノニー主計正述　 野戦経理 （１９２５年） -

文庫-若松史料-289 １９１７年　繿縷(経済問題の解決)外一件 訳:松本惟延

文庫-若松史料-290 １９１７年　恩給及退役賜金 訳:平沢紫魂

文庫-若松史料-291_2 １９１１年　佛國支出計算 様式の部 訳:松本惟延



令和５年４月４日

文庫-若松史料-292_2 １９１１年　佛國支出計算 條文の部 訳:松本惟延

文庫-若松史料-293 佛軍俸給並に検査 総則第１部 訳:鈴木講師

文庫-若松史料-294 佛國陸軍副監督ア・アドリアン著　佛國軍隊会計検査法（謄写）上 -

文庫-若松史料-295_2 佛國陸軍副監督ア・アドリアン著　佛國軍隊会計検査法（謄写）下 -

文庫-若松史料-296 佛國陸軍々隊会計検査法 -

文庫-若松史料-297
佛國陸軍大学校経理学教官　陸軍監督ジ・ノエイ氏著　１９１８年
出版　野戦経理勤務 第１編其１

訳:坂東権作

文庫-若松史料-298
佛國陸軍大学校経理学教官　陸軍監督ジ・ノエイ氏著　１９１８年
出版　野戦経理勤務 第１編其２

訳:坂東権作

文庫-若松史料-299
佛國陸軍大学校経理学教官　陸軍監督ジ・ノエイ氏著　１９１８年
出版　野戦経理勤務 第２編其１

訳:坂東権作

文庫-若松史料-300
佛國陸軍大学校経理学教官　陸軍監督ジ・ノエイ氏著　１９１８年
出版　野戦経理勤務 第２編其２

訳:坂東権作

文庫-若松史料-301
佛國陸軍大学校経理学教官　陸軍監督ジ・ノエイ氏著　１９１８年
出版　野戦経理勤務 第３編

訳:坂東権作

文庫-若松史料-302_2 １９０９年　佛國野戦経理及戦時に於ける被服及馬具勤務 　全 訳:松本惟延

文庫-若松史料-303 佛國政府提出に係る１９０９年度陸軍費総予算案 上巻 -

文庫-若松史料-304 戦時軍隊給養歴史･戦時陸軍経理学講義記事 -

文庫-若松史料-305 １９１１年　露國経理大学校教則 訳:柳瀬兵之進

文庫-若松史料-306_2
１９１４年露國経理雑誌所載　露國軍服･靴･襯衣及寝具品現品給
与規則外４件

訳:柳瀬由利

文庫-若松史料-307 １９２２年３月１１日発行　軍隊炊事管理規定 訳:中尾啓太郎

文庫-若松史料-308_2
露國経理雑誌第１９１２年６月号所載　露國陸軍軍人及其家族に
対する新恩給令

訳:新武多見

文庫-若松史料-309 １９０６年 獨逸陸軍戦時給養令付録 戦時供給法施行細則 -

文庫-若松史料-310 １９２９年発行　赤軍野外教令 参謀本部

文庫-若松史料-311_2
１９１１年改正　露國陸軍法令集第１９冊の一部　露國軍隊給与令
舎宅給与、軍隊糧秣給与

訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-312
１８６９年陸軍法令集第２冊　軍管司令部条例の一部分　露國軍
管経理部規則

訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-313

露國陸軍経理局予算と国会 （１９０８年より１９１２年に至る）露國軍隊に対
する新給与 （１９１２年）露國経理界に対する希望  （１９１２年）露國陸軍官
衙官制抄録（１９１１年）露國陸軍経理官任用令（１９１１年）露國経理学校
（１９１１年）露國平時連隊規則抜粋（１９１０年）

訳:佐久間寅之助

文庫-若松史料-314 １９１１年　露國軍団及師団経理部条例 訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-315 １９２５年　赤軍鉄道輸送教令 参謀本部

文庫-若松史料-316 １８９９年制定　露國陸軍給養条例 （戦時） -

文庫-若松史料-317 １９０７年改正　露國軍管区司令部条例 訳:水野義三郎

文庫-若松史料-318 １８６９年　露國軍事条例集 -

文庫-若松史料-319 西伯利法規抄訳 -

文庫-若松史料-320 １９２９年発行　「ソウェート」基礎法規解説（其１） 訳:三浦主計正

文庫-若松史料-321_2 １９０７年出版　露國陸軍法令集 第１２巻経理官衙之部 -

文庫-若松史料-322
１８６９年制定　１９０７年１月１日第２版　陸軍法令集第１８巻　露
國陸軍部内の準備及建築規定

-

文庫-若松史料-323 露國陸軍提要 訳:参謀本部

文庫-若松史料-324
１９１３年　B.H.著　日露戦争後に於ける露國経理部の編成及軍隊
給養の改革　露國経理雑誌第６月号・第７月号掲載

訳:柳瀬由利

文庫-若松史料-325
平時に於ける軍隊経理部の新編成 軍団経理部の改正定員に就
いて　１９１１年露國経理雑誌所載

訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-326 佛國戦時経理勤務写真帳 其１ -
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文庫-若松史料-327 ガリポリ作戦の補給 訳:白井章平

文庫-若松史料-328 １９０１年出版　佛國団体経理略史 全 訳:松本惟延

文庫-若松史料-329 独乙　エミール・レーデラー原著　計画経済論 訳:堀

文庫-若松史料-330 欧州戦役間に於ける佛國陸軍公用書類抜粋書乙号目次 其３ -

文庫-若松史料-331 佛國陸軍成規類集 主として戦役間適用したる公用書類抜粋 -

文庫-若松史料-332_2
１９１４年　佛國陸軍大学校教授副監督G.Nony著　佛國野外監督
勤務 其１

訳:松本惟延

文庫-若松史料-333_2
１９１４年　佛國陸軍大学校教授副監督G.Nony著　佛國野外監督
勤務 其２

訳:松本惟延

文庫-若松史料-334_2
１９１４年　佛國陸軍大学校教授副監督G.Nony著　佛國野外監督
勤務 其３

訳:松本惟延

文庫-若松史料-335
佛國陸軍監督総監オーヂベール氏著　国家補給(領土内資源の
収集)

訳:藤定兼衛

文庫-若松史料-336 １９１９年３月・５月・６月　佛國軍事新聞抜粋 其２ 訳:松本惟延

文庫-若松史料-337 世界大戦概史付図 偕行社

文庫-若松史料-338
１９１７年　「リュシアン・ジニスチィ」著　佛國徴発(軍事及一般行政
上の)

訳:松本惟延

文庫-若松史料-339 大正１４年６月　世界大戦　陸軍省参事官コンラードラウ氏述 訳:升内 豊

文庫-若松史料-340
佛國陸軍大学校教官陸軍２等主計正ラポルト氏講述　自１９１４年
至１９１８年　大戦間経理部の資源収集問題

訳:藤定兼衛

文庫-若松史料-341 欧州戦役間に於ける佛蘭西國陸軍公用書類抜粋書　甲号 訳:斎藤肇

文庫-若松史料-342 欧州戦役間に於ける佛蘭西國陸軍公用書類抜粋書　乙号 -

文庫-若松史料-343
佛國経理学校教科書集・世界大戦後に於ける輸送に関する特別講義（１９
２０年出版）・採暖及照光勤務（１９２３年出版）・被服（１９２１年出版）・食品
化学（１９２０年出版）

-

文庫-若松史料-344_2
１９１５年出版　露国経理大学校教授マクシェエフ氏著露國陸軍経
理　第３巻ノ１

訳:新武多美

文庫-若松史料-345_2
１９１５年出版　露国経理大学校教授マクシェエフ氏著露國陸軍経
理　第３巻ノ２

訳:新武多美

文庫-若松史料-346_2
１９１５年出版　露国経理大学校教授マクシェエフ氏著露國陸軍経
理　第３巻ノ３

訳:新武多美

文庫-若松史料-347_2
１９１５年出版　露国経理大学校教授マクシェエフ氏著露國陸軍経
理　第３巻ノ４

訳:新武多美

文庫-若松史料-348
１９１３年出版　露國エフ・アー・マクシェエフ著　露國陸軍経理　第
２巻　緒論、第１編第１章

訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-349
１９１３年出版　露國エフ・アー・マクシェエフ著　露國陸軍経理　第
２巻ノ２　第１編第２章

訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-350_2
１９１３年出版　露國エフ・アー・マクシェエフ著　露國陸軍経理　第
２巻ノ３　第１編第３章乃至第６章

訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-351_2
１９１３年出版　露國エフ・アー・マクシェエフ著　露國陸軍経理　第
２巻ノ４　第２編及第３編

訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-352
１９１３年出版　露國エフ・アー・マクシェエフ著　露國陸軍経理　第
１巻及第２巻訂正

訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-353
１９１２年出版　露國エフ・アー・マクシェエフ著　露國陸軍経理
（露國陸軍経理大学校参考書）

訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-354
１８６９年（１９１０年出版）　露國軍事条令集第１９巻 軍隊給与 第
１巻

-

文庫-若松史料-355
１８６９年（１９１０年出版）　露國軍事条令集第１９巻 軍隊給与 第
２巻

-

文庫-若松史料-356
１８６９年（１９１０年出版）　露國軍事条令集第１９巻 軍隊給与 第
３巻

-

文庫-若松史料-357
１８６９年（１９１０年出版）　露國軍事条令集第１９巻 軍隊給与 第
４巻・付録

-

文庫-若松史料-358
１９１２年露國官報第２３９号付録　１９１３年度（暦年）露國歳計予
算案並其説明書（１）

-

文庫-若松史料-359
１９１２年露國官報第２３９号付録　１９１３年度（暦年）露國歳計予
算案並其説明書（２）

-

文庫-若松史料-360
デ・デウェリ氏原著　糧食及物品倉庫に於ける害虫並に臼歯動物駆除法
（露國経理雑誌１９１１年１２号及１９１２年１、２、３、４月号記載）

訳:新武多見

文庫-若松史料-361
１９１１年版　ドブロウォーリスキー著　平戦両時に於ける各種軍用
糧秣格納法

ﾄﾞﾌﾞﾛｳｵｰﾘｽｷｰ

文庫-若松史料-362
エール大学出版　１９３０年　欧州大戦間に於けるロシヤの食糧配
給 第１分冊

訳:遠藤武勝
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文庫-若松史料-363
エール大学出版　１９３０年　欧州大戦間に於けるロシヤの食糧配
給 第２分冊

訳:遠藤武勝

文庫-若松史料-364
エール大学出版　１９３０年　欧州大戦間に於けるロシヤの食糧配
給 第３分冊

訳:遠藤武勝

文庫-若松史料-365
バーエフ著　日露戦争に於ける軍隊の給養　露国軍事彙報１９０７
年第５巻所載

-

文庫-若松史料-366 ジ・オジベル著　露書 糧食の自給自足　１９２６年「モスクワ」発行 訳:三浦日出雄

文庫-若松史料-367
ア・エヌ・ドブロウォリスキィ氏編纂　戦時に於ける露國陸軍糧秣給
與　１９１１年第４版キエフ市

訳:佐久間寅之助

文庫-若松史料-368
べ・エル・ローブコ氏著　露國陸軍士官学校教程 軍政の編制　１９
０６年（第１６版）

-

文庫-若松史料-369_2
１８６９年露國陸軍法令集第２冊（１９０７年出版）軍管司令部条令
の一部分　露國軍管経理会議規則

訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-370
１９１６年発行　露國陸軍官報所載　経理部内に於ける任官及進
級規則

訳:石橋科四郎

文庫-若松史料-371
１９１６年発行　露國陸軍官報所載　戦時補欠将校及文官に関す
る規則外一件

訳:石橋科四郎

文庫-若松史料-372_2 １９１５年　露國陸軍燃料入札規則 訳:新武多美

文庫-若松史料-373_2 １９１５年　露國戦時費臨時検査委員規則 訳:新武多見

文庫-若松史料-374_2
１８６９年露國陸軍法令集第２冊軍管司令部条令の一部分　露國
軍管経理部規則

訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-375_2
１９１２年　露國陸軍官報中陸軍命令第２３９号露國戦時軍隊糧食
給與条例付則 食獣班規則

訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-376_2
１９０９年出版　マスロフ大佐著　輜重法令集の一部分（同年１月１
日迄改正の分）　露國軍隊輜重規則

訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-377_2 １９１５年　露國陸軍経理局予算請求手続及支出規則 訳:新武多美

文庫-若松史料-378
１９３３年発行　赤軍陸海軍人民委員部規定　赤軍現行法規第１７
巻第一部　赤軍金銭給與規則　其１

訳:三浦陽太郎

文庫-若松史料-379
１９３３年発行　赤軍陸海軍人民委員部規定　赤軍現行法規第１７
巻第一部　赤軍金銭給與規則　其２

訳:三浦陽太郎

文庫-若松史料-380
１９３３年発行　赤軍陸海軍人民委員部規定　赤軍現行法規第１７
巻第一部　赤軍金銭給與規則　其３

訳:三浦陽太郎

文庫-若松史料-381 １９１５年　露國陸軍自動車学校臨時規則 訳:新武多美

文庫-若松史料-382_2 露國経理雑誌１９１５年　月号所載　露國経理大学校規則 訳:柳瀬由利

文庫-若松史料-383 １９１１年　露國陸軍経理大学校教則 訳:柳瀬兵之進

文庫-若松史料-384
１９１２年　露國満洲軍経理部長アンドロ・デブュイ・ギングリャド氏
戦時軍隊経理私観

訳:石橋科四郎

文庫-若松史料-385 １９１３年度　露國陸軍省官房予算 訳:市川寅次郎

文庫-若松史料-386
１９２２年　露書　労農陸海軍金銭給與に関する指針 第１輯　陸軍
高等出版会議

訳:竹尾清澄

文庫-若松史料-387
１８６９年制定　１９０７年第２版　　露國陸軍法令集第２０巻 軍隊
内部ノ経理

-

文庫-若松史料-388
１９１１年出版　イザシチューク氏著　１８６９年軍法類集第２０巻条
例　露國歩兵騎兵及哥騎中隊の経理

訳:佐久間寅之助

文庫-若松史料-389
１９２９年制定　陸海軍人民委員長革命軍事会議議長ウンシリフト
著　労農赤軍部隊経理要領 総則及第１部

訳:井口巳熊

文庫-若松史料-390
１９２９年制定　陸海軍人民委員長革命軍事会議議長ウンシリフト
著　労農赤軍部隊経理要領 　第２部

訳:井口巳熊

文庫-若松史料-391_2 １９０７年　官用請負入札條令中　露国陸軍調達法の検査 訳:佐久間寅之助

文庫-若松史料-392_2 １９０７年出版　露国陸軍に於ける調達及工事 訳:佐久間寅之助

文庫-若松史料-393_2 １９１１年　露国経理官庁所管被服装具収納委員官制 訳：市川寅次郎

文庫-若松史料-394
将校並陸軍文官に対する支給金額問題（１９０１年８月兵事雑誌）
上

-

文庫-若松史料-395
将校並陸軍文官に対する支給金額問題（１９０１年８月兵事雑誌）
下

-

文庫-若松史料-396_2 １９０９年出版　露国陸軍法令集抜粋　将校給與 訳：-

文庫-若松史料-397_2 １９１１、１２年　露国陸軍官報中経理関係事項摘録 訳：市川寅次郎

文庫-若松史料-398_2
１９１４年露国陸軍官報所載　露国陸軍技術部及舎営部職員に対
する金銭給與変更の件外６件

訳：柳瀬由利
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文庫-若松史料-399 １９１０年出版　露国陸軍金銭給與 巻１ 訳：-

文庫-若松史料-400 １９１０年出版　露国陸軍金銭給與 巻２ 訳：-

文庫-若松史料-401 １９１０年出版　露国陸軍金銭給與 巻３ 訳：-

文庫-若松史料-402 １９１０年出版　露国陸軍金銭給與 巻４ 訳：-

文庫-若松史料-403_2 １９１４年　露国軍隊経理改革　露国経理雑誌所載 訳：柳瀬由利

文庫-若松史料-404
１９１６年　露国アルバートフ氏編纂　行軍間及行軍準備の際の経
理事務案内　１

訳：石橋科四郎

文庫-若松史料-405
１９１６年　露国アルバートフ氏編纂　行軍間及行軍準備の際の経
理事務案内　２

訳：石橋科四郎

文庫-若松史料-406
１９３０年　露国国営出版　ダンコフ原著　軍隊経理に関する隊長
の職責

訳：-

文庫-若松史料-407 １９２９年　赤軍陸軍大学校　ウ・イ・ポポフ著　軍隊経理 訳：田島  彰

文庫-若松史料-408
露国ヤクシケウィッチ少将著　露国戦時に於ける経理部の編成及
業務　自第１編至第３編

訳：-

文庫-若松史料-409
露国ヤクシケウィッチ少将著　露国戦時に於ける経理部の編成及
業務　自第4編至結論

訳：-

文庫-若松史料-410
露国ヤクシケウィッチ少将著　露国戦時に於ける経理部の編成及
業務　引照及但書並に付図

訳：-

文庫-若松史料-411_2 １９１３年出版　露国陸軍経理便覧 訳：市川寅次郎

文庫-若松史料-412 1913年　露国陸軍経理 第２巻 エフ・ア・マクシェエフ

文庫-若松史料-413 1915年　露国陸軍経理　第３巻 エフ・ア・マクシェエフ

文庫-若松史料-414 昭和１１年１２月　蘇邦に於ける最近の経済と工業（補遺） 陸軍技術本部

文庫-若松史料-415
ヤ・ア・ヨッフｴ編　ソヴィエト連邦と資本主義諸国（翻譯）　ソヴィエト連邦と
資本主義諸国の1913―1937年間　国民経済発展比較統計集

東亜研究所

文庫-若松史料-416 昭和１４年４月　蘇邦機械工場調書 陸軍技術本部

文庫-若松史料-417
露国経理大学教授エフ・ア・マクシェエフ氏著　革命前後の露国経
理界　露国経理雑誌１９１７年１、２、３、４月号所載

訳：石橋科四郎

文庫-若松史料-418 昭和１６年８月　極東ソ領占領後の通貨・経済工作案 陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-419 昭和１７年５月　ソ連農産資源の地理的分布の調査 陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-420 昭和１７年５月　蘇聯邦経済力調査 陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-421 昭和１７年３月　東部蘇聯に於ける緊急通貨工作案 陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-422
昭和１５年４月印刷　全聯邦共産党組織図　附　全聯邦共産党規
約（第１８回党大会採択）

東亞研究所

文庫-若松史料-423 １９２９年　ケ・ゴレツキー著　赤軍平時補給法 其１ 訳：三浦陽太郎

文庫-若松史料-424 １９２９年　ケ・ゴレツキー著　赤軍平時補給法 其２ 訳：三浦陽太郎

文庫-若松史料-425 １９２９年　ケ・ゴレツキー著　赤軍平時補給法 其３ 訳：三浦陽太郎

文庫-若松史料-426
１９２７年　ウ・イ・ポポフ著　赤軍後方施設並に補給に関する戦術
問題解説 （１）

訳：三浦日出雄

文庫-若松史料-427
１９２７年　ウ・イ・ポポフ著　赤軍後方施設並に補給に関する戦術
問題解説 （２）

訳：三浦日出雄

文庫-若松史料-428
１９２７年　ウ・イ・ポポフ著　赤軍後方施設並に補給に関する戦術
問題解説 （３）

訳：三浦日出雄

文庫-若松史料-429
１９２７年　ウ・イ・ポポフ著　赤軍後方施設並に補給に関する戦術
問題解説 （４）

訳：三浦日出雄

文庫-若松史料-430
露国エフ・マクシシェーフ著　開戦当時及其後の露国 其１　露国経
理雑誌連載（1914年8月号ー1915年１月号）

訳：柳瀬由利

文庫-若松史料-431
露国エフ・マクシシェーフ著　開戦当時及其後の露国 其２　露国経
理雑誌連載（1915年2月号―5月号）

訳：新武多見

文庫-若松史料-432
露国エフ・マクシシェーフ著　開戦当時及其後の露国 其３ 　露国
経理雑誌連載（1915年）

訳：新武多見

文庫-若松史料-433
露国エフ・マクシシェーフ著　開戦当時及其後の露国 其４ 　露国
経理雑誌連載（1915年）

訳：新武多見

文庫-若松史料-434
露国エフ・マクシシェーフ著　開戦当時及其後の露国 其５　露国経
理雑誌連載（1915年）

訳：新武多見
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文庫-若松史料-435
露国エフ・マクシシェーフ著　開戦当時及其後の露国 其６ 　露国
経理雑誌連載（1915年12月号―1916年1、2月号）

訳：新武多美

文庫-若松史料-436
１９１６年　戦時露国需要品の供給　１９１６年３月より１０月に至る
露国経理雑誌所載「開戦当時及其後の露国」中抜粋

訳：新武多美

文庫-若松史料-437
１９０７年　露国陸軍法令全書第８巻第２部第１冊　露国一般会計
法

訳：市川寅次郎

文庫-若松史料-438
１９１２年　ザシチューク氏著　露国陸軍内に於ける経理及服務に
対する要求

訳：柳瀬兵之進

文庫-若松史料-439
１９１２年１月１日まで改正の分 露国陸軍定員表中経理官衙定員
摘録

訳：市川寅次郎

文庫-若松史料-440
１９３１年　赤軍経理局編纂　民兵部隊幹部及予備役経理部幹部
の参考

訳：三浦日出雄

文庫-若松史料-441 昭和５年９月　支那の動乱と山東農村 満鉄調査課

文庫-若松史料-442
昭和１２年６月１２日　最近に於ける救国連合会の動向及宣言綱
領資料

在上海　中国通信社調査部

文庫-若松史料-443 昭和７年６月　佛領印度支那貨幣史 横浜正金銀行頭取席調査課

文庫-若松史料-444 昭和１３年１２月　「持久戦論」　毛澤東 中支経済研究所

文庫-若松史料-445 昭和１２年４月　準戦時体制下に於ける支那の資源統制 在上海　中国通信社調査部

文庫-若松史料-446 昭和１３年５月　戦後支那の金融及幣制 在上海　中国通信社調査部

文庫-若松史料-447 満州物価年報 康徳６年度 満州中央銀行調査課

文庫-若松史料-448
成吉思汗紀元７３４年度（附　成吉思汗紀元７３３年度）　蒙疆御買
物価年報

蒙疆銀行調査課

文庫-若松史料-449
昭和１７年３月　北方気象調査 気候表　オホーツク海沿岸カム
チャッカ地方

陸軍気象部

文庫-若松史料-450 裏から見た支那人 笠井  孝

文庫-若松史料-451 最近の支那貿易に映じた経済建設と列強の対支経済政策
南満州鉄道株式会社　総裁室
弘報課

文庫-若松史料-452 我が海外貿易と日支経済関係 安川雄之助、白岩龍平

文庫-若松史料-453 昭和１２年６月　上海に於ける赤･白露人情勢 在上海　中国通信社調査部

文庫-若松史料-454 昭和１７年３月　上海市場の再建方策 陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-455 昭和１７年３月　東部蘇聯に於ける緊急通貨工作案 陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-456 昭和１２年７月　準戦時下の支那アンチモニー専売 在上海　中国通信社調査部

文庫-若松史料-457 昭和１４年１月　上海華商銀行の構成と戦後の動向 在上海　中支経済研究所

文庫-若松史料-458 支那経済地理誌交通全編付図及付表 -

文庫-若松史料-459
明治３７年　農商務省商工局臨時報告 （孟買に於ける日本絹織物
概況・緬甸の外国貿易・南清並佛領印度に於ける硝子業）

農商務省商工局

文庫-若松史料-460 昭和７年１０月　満蒙経済事情視察報告書 大阪工業会満蒙経済視察団

文庫-若松史料-461 満州視察旅行配布書類 朝鮮陸軍主計分団

文庫-若松史料-462 英清　鴉片戦史　全 柏軒松井廣吉

文庫-若松史料-463 昭和１７年１１月　山西省概観 乙第三五〇〇部隊

文庫-若松史料-464 昭和９年３月　朝鮮軍経理事務指針 朝鮮軍経理部

文庫-若松史料-465 民国２４年４月　陸軍現行会計概要（下集） 軍需学校軍需特別訓練班

文庫-若松史料-466 清国軍需則例 上 -

文庫-若松史料-467 清国常備軍調査 -

文庫-若松史料-468 法制経済に関する講演集 陸軍経理学校

文庫-若松史料-469 明治４５年７月　葡萄牙国軍要覧 参謀本部

文庫-若松史料-470 昭和３年４月　北支那地方に於ける列国勢力の概要 参謀本部
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文庫-若松史料-471 明治４４年９月　列国陸軍 陸軍省

文庫-若松史料-472 昭和１３年１０月　陸軍地金仮規格 陸軍省

文庫-若松史料-473 糧食に関する研究 陸軍主計団記事発行部

文庫-若松史料-474 外国に於ける新聞（下巻） 外務省情報部

文庫-若松史料-475 昭和１２年１月　外国為替管理法に基く大蔵省令の改正に就て 上山英三

文庫-若松史料-476 大正１０年７月　職業紹介法関係諸規程 中央職業紹介局

文庫-若松史料-477 北海道工業年表 川島専三

文庫-若松史料-478 大正１５年　財務通報 第３巻 自第１号至第１２号 大蔵省財務通報部

文庫-若松史料-479 大正１５年　財務通報 第３巻 自第１３号至第２４号 大蔵省財務通報部

文庫-若松史料-480 昭和４年　財務通報　第６巻　自第１３号至第２４号 大蔵省財務通報部

文庫-若松史料-481 昭和６年　財務通報 第７巻 自第１号至第９号 大蔵省財務通報部

文庫-若松史料-482 企業集中論 小島精一

文庫-若松史料-483 獨逸戦時金銭給養条例 第１巻 訳：-

文庫-若松史料-484 獨逸戦時金銭給養条例 第２巻 訳：-

文庫-若松史料-485_2 １９０９年７月１５日　獨逸俸給給與条例 訳：陸軍経理学校

文庫-若松史料-486_2 １９１３年　獨逸衛戍経理条例 第１巻の上 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-487_2 １９１３年　獨逸衛戍経理条例 第１巻の中 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-488_2 １９１３年　獨逸衛戍経理条例 第１巻の下 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-489_2 １９１３年　獨逸衛戍経理条例 第２巻 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-490_2 １９１３年　獨逸衛戍経理条例 第３巻 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-491_2 １９０７年　獨逸輜重廠条例 上 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-492_2 １９０７年　獨逸輜重廠条例 下 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-493 １９１１年　獨逸軍隊検閲条例 訳：稲坂秀松

文庫-若松史料-494 帝国留学（獨逸国陸軍）遠藤３等軍吏報告書 上 遠藤三等軍吏

文庫-若松史料-495 帝国留学（獨逸国陸軍）遠藤３等軍吏報告書 定倉・衛魯編　下 遠藤三等軍吏

文庫-若松史料-496 帝国留学（獨逸国陸軍）遠藤３等軍吏報告書 下 帙 下 遠藤三等軍吏

文庫-若松史料-497 帝国留学（獨逸国陸軍）遠藤３等軍吏報告書 上 帙 下 遠藤三等軍吏

文庫-若松史料-498 １９２７年　ドクトル・ア・ギーゼ氏著「独逸政治学」国民経済要綱 陸軍経理学校獨語班教材

文庫-若松史料-499
独逸陸軍参謀本部部員兼陸軍大学校教官　バルク氏著　欧州列
国軍之情態　戦術、編制、武器、装具等

訳：-

文庫-若松史料-500 昭和９年６月　獨逸に於ける石炭鉱業統制に関する調査 国家経済研究所

文庫-若松史料-501
昭和１６年３月　ヂョーヂ・ウオルワース著　平戦時に於ける食糧
問題

訳：陸軍教授　宮内秀雄

文庫-若松史料-502 イギリスの印度統治―其経済諸政策の研究― 東亜経済調査局

文庫-若松史料-503
抗戦力判断資料第４号（其１）　第１編　物的資源力より見たる英
国の抗戦力

陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-504
抗戦力判断資料第４号（其３）　第３編　資本力より見たる英国の
抗戦力

陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-505
抗戦力判断資料第４号（其４）　第４編　生産機構より見たる英国
の抗戦力

陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-506
抗戦力判断資料第４号（其５）　第５編　貿易及び配給機構より見
たる英国の抗戦力

陸軍省主計課別班
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文庫-若松史料-507
抗戦力判断資料第４号（其６）　第６編　交通機構より見たる英国
の抗戦力

陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-508
抗戦力判断資料第５号（其１）　第１編　物的資源力より見たる米
国の抗戦力

陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-509
抗戦力判断資料第５号（其２）　第２編　人的資源より見たる米国
の抗戦力

陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-510 １９１２年　ペーツ博士、デーン氏共著　英国の制覇 訳：日満財政経済研究会

文庫-若松史料-511 第１各交戦国戦費及財源要覧 -

文庫-若松史料-512
米国に於けるレイヨン関係業取引取締規則と織物内容表示問題
「紐育海外生糸市場調査事務所調査」

農林省蚕糸局

文庫-若松史料-513 アメリカの新経済政策と金融統制 東京商工会議所調査部

文庫-若松史料-514 我国の内閣制以前に於ける官吏の給與 陸軍経理学校　笹田教官

文庫-若松史料-515 昭和５年台湾霧社事件給養史 台湾軍経理部

文庫-若松史料-516 給養史要(外国の部)
陸軍経理学校　三等主計正　森
武夫

文庫-若松史料-517 明治３７、８年戦役追送糧秣統計表 陸軍糧秣廠

文庫-若松史料-518
給養史講授録 第２巻　第２部最近世に於ける軍隊給養（第１編日
清戦役に於ける給養、第２編清国事変に於ける給養）

陸軍経理学校　三等主計正　森
武夫

文庫-若松史料-519
給養史講授録 第３巻　第２部最近世に於ける軍隊給養（第３編日
露戦役に於ける給養、第１章総説）

陸軍経理学校　三等主計正　森
武夫

文庫-若松史料-520
給養史講授録 第４巻　第２部最近世に於ける軍隊給養（第３編日露戦役
に於ける給養、第２章中央部及其隷属機関の施設、第３章韓国内行動間
に於ける給養、第４章遼東半島南部の作戦間に於ける給養）

陸軍経理学校　三等主計正　森
武夫

文庫-若松史料-521

給養史講授録 第５巻　第２部最近世に於ける軍隊給養（第３編日露戦役
に於ける給養、第５章遼陽に向う行動間に於ける給養、第６章遼陽付近の
会戦並駐留間に於ける給養、第７章沙河付近の会戦並対陣間に於ける給
養）

陸軍経理学校　三等主計正　森
武夫

文庫-若松史料-522
給養史講授録 第７巻　第２部最近世に於ける軍隊給養（第３編日露戦役
に於ける給養、第１１章遼東兵站の給養、第１２章樺太占領間に於ける給
養、第１３章露軍の給養）

陸軍経理学校　三等主計正　森
武夫

文庫-若松史料-523
給養史講授録 第８巻　第２部最近世に於ける軍隊給養（第４編世
界戦争に於ける給養（上））

陸軍経理学校　三等主計正　森
武夫

文庫-若松史料-524
給養史講授録 第９巻　第２部最近世に於ける軍隊給養（第４編世
界戦争に於ける給養（下））

陸軍経理学校　三等主計正　森
武夫

文庫-若松史料-525
給養史講授録 第１０巻　第２部最近世に於ける軍隊給養（第５編
日独戦役に於ける給養）

陸軍経理学校　三等主計正　森
武夫

文庫-若松史料-526
給養史講授録 第１２巻　第２部最近世に於ける軍隊給養（第４編
世界戦争に於ける給養）

陸軍経理学校　三等主計正　森
武夫

文庫-若松史料-527
給養史講授録 第１３巻　第２部最近世に於ける軍隊給養（第４編
世界戦争に於ける給養（下））

陸軍経理学校　三等主計正　森
武夫

文庫-若松史料-528
給養史講授録 第１４巻　第２部最近世に於ける軍隊給養（第５編日独戦役
に於ける給養、第６編西比利出兵間の給養、第７編奉郭戦の給養）

陸軍経理学校　三等主計正　森
武夫

文庫-若松史料-529 明治４２年５月　学生教科　給養史講授録 第１編 陸軍経理学校

文庫-若松史料-530 明治４３年３月　学生教科　給養史講授録 第２編 陸軍経理学校

文庫-若松史料-531 明治４３年３月　学生教科　給養史講授録 第２編付録 陸軍経理学校

文庫-若松史料-532 普通科経理術練習生用　金銭会計教科書 海軍経理学校

文庫-若松史料-533
１９０７年１月１日第３版　１８６９年陸軍法令集第１巻の下　陸軍省
及陸軍特別高等官衙　聖彼得堡国立活版所

訳：-

文庫-若松史料-534 金銭経理　列国比較経理官制度
陸軍経理学校第二期員外学生
陸軍二等主計　木下通敏

文庫-若松史料-535
自明治１９、４　至同２２、６（陸軍省令及陸達）　陸軍給与概則其
他

陸軍経理学校

文庫-若松史料-536 陸軍旅費規則改正要領 陸軍経理学校

文庫-若松史料-537 昭和１７年１月　陸軍戦時給与規則同細則の研究 陸軍経理学校

文庫-若松史料-538 外国監督部編制抜粋 訳：-

文庫-若松史料-539 金銭経理　列国比較経理機関ﾉ編制
陸軍経理学校第二期員外学生
陸軍二等主計　木下通敏

文庫-若松史料-540 大正１４年　財務通報　第２巻 自第１号至第１２号 大蔵省財務通報部
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文庫-若松史料-541 大正１４年　財務通報　第２巻 自第１３号至第２４号 大蔵省財務通報部

文庫-若松史料-542 昭和5年　財務通報　第７巻　自第１０号至第１８号 大蔵省財務通報部

文庫-若松史料-543 清酒醸造法実験説 第１巻 小野藤介

文庫-若松史料-544 清酒醸造法実験説 第２巻 小野藤介

文庫-若松史料-545 清酒醸造法実験説 第３巻 小野藤介

文庫-若松史料-546 清酒醸造法実験説 第４巻 小野藤介

文庫-若松史料-547 清酒醸造法実験説 第５巻 小野藤介

文庫-若松史料-548 統計学汎論(2) 森田優三

文庫-若松史料-549 統計学汎論(3) 森田優三

文庫-若松史料-550 日本財政論　税制改革と国民生活 大谷政敬

文庫-若松史料-551 昭和１７年６月　永久凍土と之に伴う建設事情 東亜研究所

文庫-若松史料-552
昭和９年４月　南阿聯邦の国情と本邦との経済関係　首藤商務書
記官講演並調査報告

日本経済連盟会

文庫-若松史料-553 大正７年１１月　輸出貿易の趨勢 日本銀行調査局

文庫-若松史料-554 大正１３年２月　工業調査彙報 第壹巻 第５号 農商務省工務局

文庫-若松史料-555
昭和８年８月　日本資本主義発達史講座（第３部帝国主義日本の
現状）　最近に於ける国際情勢

鈴木小兵衛

文庫-若松史料-556 大正９年３月　海峡植民地最近経済事情 横浜正金銀行

文庫-若松史料-557 外国に於ける新聞(上巻) 外務省情報部

文庫-若松史料-558 明治４４年５月　陸軍経理学校沿革略史　附　陸軍経理学校一覧 陸軍経理学校

文庫-若松史料-559 大正１１年４月　一般会計所属国有財産現在額報告書 -

文庫-若松史料-560 放浪漫記 大谷光瑞

文庫-若松史料-561 熊本鎮台会計部従縦征中日誌 第六師管主計分団

文庫-若松史料-562 鹿児島征討従軍私記 乾 陸軍会計軍吏正　野田豁通

文庫-若松史料-563 鹿児島征討従軍私記　坤 陸軍会計軍吏正　野田豁通

文庫-若松史料-564 大正１５年７月　主要諸国予算監督制度略表説明 会計検査院

文庫-若松史料-565 昭和３年８月　職工生計並に賃金に関する実際的研究
広島陸軍被服支廠　陸軍三等
主計正　花水猛

文庫-若松史料-566 大正３年３月　営繕経理第３編　営繕事務
陸軍経理学校員外学生　陸軍
一等主計　吉田弁二

文庫-若松史料-567 営繕経理講授録 渡邊主計正

文庫-若松史料-568 大正２年９月　営繕経理　営繕経理機関
陸軍経理学校員外学生　陸軍
一等主計　吉田弁二

文庫-若松史料-569 営繕経理 其１ 予算特に陸軍建造物永年維持の研究
第八期員外学生　陸軍一等主
計　稲葉章

文庫-若松史料-570
営繕経理 其２ 営繕機関特に中央機関と地方機関との連繋に関す
る研究

第八期員外学生　陸軍一等主
計　稲葉章

文庫-若松史料-571
営繕経理 其３　新営工事を年度開始と同時に実施するに就いて
の研究

第八期員外学生　陸軍一等主
計　稲葉章

文庫-若松史料-572
大正５年１２月　営繕経理第１編 営繕経理に関する一般的研究並
所見

第四期員外学生　陸軍二等主
計　西原貢

文庫-若松史料-573
自大正９年２月２０日至大正９年３月２９日　国庫金制度改正に就
いての研究

第六期員外学生　陸軍一等主
計　山本茂吉

文庫-若松史料-574 金銭経理　前期員外学生作業に関する所見
陸軍経理学校　第三期員外学
生　陸軍二等主計　大内球三郎

文庫-若松史料-575 営繕経理　修繕経理の所見断片
第三期員外学生　陸軍二等主
計　山本瑛一

文庫-若松史料-576 営繕経理　官有財産管理
第三期員外学生　陸軍二等主
計　山本瑛一



令和５年４月４日

文庫-若松史料-577 大正５年３月　財政経済上の戦備動員並に作戦（動員の部）
金銭経理専攻　員外学生　陸軍
二等主計　大内球三郎

文庫-若松史料-578
第壹号　財政経済上の戦備動員並に作戦（戦争と財政経済との関
係及戦備の部）

金銭経理専攻　第三期員外学
生　陸軍二等主計　大内球三郎

文庫-若松史料-579
第一期員外学生作業国軍経費及財務制度並経理監督編中所見
事項に関する意見並補遣

陸軍経理学校第二期員外学生
陸軍二等主計　木下通敏

文庫-若松史料-580 伊太利ファシスト政府の経済政策 東亜経済調査局

文庫-若松史料-581 大正４年　青島経営に関する獨國の諸法令 青島軍政署

文庫-若松史料-582
１９０６年　獨逸帝国陸海軍及帝国守備隊の下士卒恩給法 巻之
一

-

文庫-若松史料-583 １８７１、７４、８６、８７年　獨逸國軍人恩給法 -

文庫-若松史料-584_2 １９０９年　獨逸平時戦時軍制　全 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-585 獨乙軍隊制度書 ２ 訳：松見斧次郎

文庫-若松史料-586 獨乙軍隊制度書 ３ 訳：松見斧次郎

文庫-若松史料-587 獨乙軍隊制度書 ４ 訳：松見斧次郎

文庫-若松史料-588 獨逸軍隊配布一覧図解 訳：田原  規

文庫-若松史料-589 獨逸兵政要領　第１編　行政編制 訳：遠藤慎司

文庫-若松史料-590 獨逸兵政要領　第２編　定額金櫃決算 訳：遠藤慎司

文庫-若松史料-591 獨逸兵政要領　第３編　需用調達法 訳：遠藤慎司

文庫-若松史料-592 獨逸兵政要領　第４編　金銭給養 訳：遠藤慎司

文庫-若松史料-593 獨逸兵政要領　第５編　糧秣給養 訳：遠藤慎司

文庫-若松史料-594 獨逸兵政要領　第６編　被服装具 訳：遠藤慎司

文庫-若松史料-595 獨逸兵政要領　第７及第８編　原野具　武器及弾薬 訳：遠藤慎司

文庫-若松史料-596
エル、ド、ルホンム、ド、コルビｴー著　獨逸兵政要領 （第１編～第
３編）

訳：遠藤慎司

文庫-若松史料-597
エル、ド、ルホンム、ド、ユルビｴー著　獨逸兵政要領 （第７編～第
１１編）

訳：遠藤慎司

文庫-若松史料-598 獨逸軍政全書 上帙 首巻 訳：松見斧次郎

文庫-若松史料-599 獨逸軍政全書　上帙　自第１巻至第３巻 訳：松見斧次郎

文庫-若松史料-600 獨逸軍政全書　上帙　自第４巻至第５巻 訳：松見斧次郎

文庫-若松史料-601 獨逸軍政全書　上帙　自第６巻至第７巻　尾 訳：松見斧次郎

文庫-若松史料-602 獨逸軍政全書　下帙　自第１巻至第２巻 訳：松見斧次郎

文庫-若松史料-603 獨逸軍政全書　下帙　自第７巻至第８巻 訳：松見斧次郎

文庫-若松史料-604 獨逸軍政全書　下帙　自第９巻至第１０巻 訳：松見斧次郎

文庫-若松史料-605 獨逸軍政全書　下帙　自第１１巻至第１２巻 訳：松見斧次郎

文庫-若松史料-606 １８７１年　作戦の目的に係る輜重交通給養論　第１巻　第１編 -

文庫-若松史料-607 １８７１年　作戦の目的に係る輜重交通給養論　第２巻　第２編 -

文庫-若松史料-608 １８７１年　作戦の目的に係る輜重交通給養論  第３巻　第３編 -

文庫-若松史料-609 １８７１年　作戦の目的に係る輜重交通給養論　第４巻　第４編　上 -

文庫-若松史料-610 １８７１年　作戦の目的に係る輜重交通給養論　第５巻　第４編　下 -

文庫-若松史料-611 １８７１年　作戦の目的に係る輜重交通給養論　第６巻　第５編　上 -

文庫-若松史料-612 １８７１年　作戦の目的に係る輜重交通給養論　第７巻　第５編　下 -



令和５年４月４日

文庫-若松史料-613 昭和９年８月　獨逸官廰経済規則（第一分冊） 訳：須藤譲二

文庫-若松史料-614 昭和１０年３月　獨逸金庫規則註釈及獨逸の金庫制度 訳：須藤譲二

文庫-若松史料-615 独乙衛戍経理規則 -

文庫-若松史料-616_2 １８８９年　獨逸競賣規則 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-617 平時獨逸陸軍倉庫経理勤務規則 第１巻 -

文庫-若松史料-618 平時獨逸陸軍倉庫経理勤務規則 第２巻 -

文庫-若松史料-619 平時獨逸陸軍倉庫経理勤務規則 第３巻 -

文庫-若松史料-620 平時獨逸陸軍倉庫経理勤務規則 第４巻 -

文庫-若松史料-621 平時獨逸陸軍倉庫経理勤務規則 第５巻 -

文庫-若松史料-622 獨逸監督学期教程　平時獨逸倉庫勤務規則 付録 -

文庫-若松史料-623 獨逸戦時倉庫経理勤務規則　３冊の内１ -

文庫-若松史料-624_2 獨逸戦時倉庫経理勤務規則　３冊の内２ -

文庫-若松史料-625_2 獨逸戦時倉庫経理勤務規則　３冊の内３ -

文庫-若松史料-626 １８８８年　獨乙戦時俸給令　附戦時俸給定額及平時俸給定額 -

文庫-若松史料-627 １９０６年　ジーベル氏　独乙下士卒恩給令 続稿　巻の２ -

文庫-若松史料-628 １９０６年　シーベル氏　独乙下士卒恩給令 続稿　巻の３ -

文庫-若松史料-629_2 １９０９年　獨逸戦時給養令 -

文庫-若松史料-630_2 １９０３年　獨逸集積場に於ける貨物廠の勤務令 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-631 １８８７年　獨逸軍用鐵道令 -

文庫-若松史料-632 １９０８年　獨國行李弾薬縦列及輜重勤務令 訳：日本陸軍省

文庫-若松史料-633_2 普國野戦倉庫勤務令 訳：大津教授

文庫-若松史料-634_2 １９１１年　普國平時陸軍給與令 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-635 １８８１年　平時軍隊経理検査事務條例 -

文庫-若松史料-636_2 １９１２年　新造か改造か、　ステーゲマン陸軍経理革論 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-637 １９１２年中独逸新聞に出てたる経理関係事項摘録 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-638
１９１２年　１月乃至４月　独文新聞雑誌所載　軍隊と国民経済　外
５種

訳：稻坂秀松･鹿野博史

文庫-若松史料-639 １８８７千八百八十七年発布　獨逸國軍隊戦時給養規則 -

文庫-若松史料-640 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第１巻之１ -

文庫-若松史料-641 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第１巻之２ -

文庫-若松史料-642 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第１巻之３ -

文庫-若松史料-643 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第１巻之４ -

文庫-若松史料-644 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第１巻之５ -

文庫-若松史料-645 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第２巻之１ -

文庫-若松史料-646 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第２巻之２ -

文庫-若松史料-647 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第２巻之３ -

文庫-若松史料-648 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第２巻之４ -
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文庫-若松史料-649 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第２巻之５ -

文庫-若松史料-650 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第２巻之６ -

文庫-若松史料-651 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第２巻之７ -

文庫-若松史料-652 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第３巻之壱 -

文庫-若松史料-653 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第３巻之弐 -

文庫-若松史料-654 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第３巻之３ -

文庫-若松史料-655 １８６３年　獨逸野戦軍給養論 第３巻之４ -

文庫-若松史料-656_2 １８７０年及１８７１年戦役に於ける獨逸軍給養状況の観察 -

文庫-若松史料-657 クンツ著　戦時給養官(独語) 訳：津田秀榮

文庫-若松史料-658 獨逸兵政要領　首巻　孛國兵政沿革史略 -

文庫-若松史料-659
普國工事請負及物品供給契約に関する細則、戦時に於ける獨逸
國の給養の独立、平時獨逸陸軍給養品経理

訳：中村  潔

文庫-若松史料-660 １９０２年　普王國平時陸軍給養 -

文庫-若松史料-661_2 ジークマン懐中暦（１９１１年）抄譯　普王國陸軍旅費規則 訳：中村  潔

文庫-若松史料-662 １９０２年　普國軍平時給養規則 巻之１ 訳：長川禄三郎

文庫-若松史料-663 １９０２年　普國軍平時給養規則 巻之２ 訳：長川禄三郎

文庫-若松史料-664
１９０２年　普國軍平時給養規則 付録一（従附録第一　至附録第
四）

訳：長川禄三郎

文庫-若松史料-665
１９０２年　普國軍平時給養規則 付録二（従附録第五　至附録第
三十三）

訳：長川禄三郎

文庫-若松史料-666 １９０２年　普國平時給養規則　本文　全 -

文庫-若松史料-667
１９０２年　普國平時給養規則　附則（上巻）　自附則第一　至附則
第三

-

文庫-若松史料-668
１９０２年　普國平時給養規則　附則（下巻）　自附則第四　至附則
第三十三

-

文庫-若松史料-669 １９０９年　普國士官學校軍制學教授指鍼 -

文庫-若松史料-670 １８８１年　独逸兵営設置及備付規則 -

文庫-若松史料-671
巴里西南軍隊運働一覧図　（十一月十五日より十二月五日に至
る）

-

文庫-若松史料-672 アミエン及ハル・ウエ戦ノ図 -

文庫-若松史料-673 エルツエン暦付懐中日記　一 訳：堀  亀雄

文庫-若松史料-674 エルツエン暦付懐中日記　二 訳：堀  亀雄

文庫-若松史料-675 １９０９年　陸軍経理官用懐中日記簿 第１巻 上編 -

文庫-若松史料-676 １９０９年　陸軍経理官用懐中日記簿 第一巻 下編 -

文庫-若松史料-677 １９０９年　陸軍経理官用懐中日記簿 第二巻 上編 -

文庫-若松史料-678 １９０９年　陸軍経理官用懐中日記簿 第２巻 下編 -

文庫-若松史料-679 １８８６年　第十軍團監督部日記 第三部 -

文庫-若松史料-680
１９１４年出版　独逸フォン・マルチン・シナイデル氏著　動員後の
饑饉

訳：津田秀栄

文庫-若松史料-681
英國「バーカー」氏所説　「フレデリック」大王と「ウィリヤム」二世
治國策の啓示と其教訓、獨逸の潜勢力

-

文庫-若松史料-682 陸軍大學校講本　獨逸戦時兵站規則　全
訳：陸軍軍史学舎教官　陸軍教
授　生田尭則、閲：陸軍大学校
教官　陸軍一等監督　川口武定

文庫-若松史料-683
七十年戦に於ける獨逸兵站司令官回顧録　支拂取引の原則外四
項

訳：横井周蔵

文庫-若松史料-684 １９２３年　独乙　フェスト著　大戦中に於ける弾薬縦列及輜重 其１ 訳：横田安二
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文庫-若松史料-685 １９２３年　独乙　フェスト著　大戦中に於ける弾薬縦列及輜重 其２ 訳：横田安二

文庫-若松史料-686 １９２３年　独乙　フェスト著　大戦中に於ける弾薬縦列及輜重 其３ 訳：横田安二

文庫-若松史料-687 １９２３年　独乙　フェスト著　大戦中に於ける弾薬縦列及輜重 其４ 訳：横田安二

文庫-若松史料-688
１８７２年　獨佛戦争の軍費始末書　學士ゲヲルグ、ヒルト氏編纂
獨逸帝國立法行政年鑑抄譯

-

文庫-若松史料-689 獨逸工学士　ハンス・ショースベルゲル原著　防空建築 訳：中尾冨士雄

文庫-若松史料-690 獨逸工学士　ハンス・ショースベルゲル原著　防空建築　（追補） 訳：中尾冨士雄

文庫-若松史料-691
１９１３_１４及１９２５_２６　両会計年度に於ける獨逸國の行政の支
出及収入

訳：横田憲喜

文庫-若松史料-692
１８９４年　墺國 作戦関係に於ける給養、輜重及交通方法研究論 第１部
墺國経理學校教官兼給養官學校教官参謀大佐オットー・マイクスナー著

-

文庫-若松史料-693
１８９４年　墺國 作戦関係に於ける給養、輜重及交通方法研究論 第２部
墺國経理學校教官兼給養官學校教官参謀大佐オットー・マイクスナー著

-

文庫-若松史料-694_2 墺國陸軍監督部官吏教育法 -

文庫-若松史料-695
１９０７年　ルードウィッヒ・トラペク氏著　墺匈國　軍隊給養機関に
対する袖珍書　第壱

-

文庫-若松史料-696
１９０７年　ルードウィッヒ・トラペク氏著　墺匈國　軍隊給養機関に
対する袖珍書　第貳

-

文庫-若松史料-697 墺匈帝国陸軍給養規則 １ -

文庫-若松史料-698 墺匈帝国陸軍給養規則 ２ -

文庫-若松史料-699 墺匈帝国陸軍給養規則 ３ -

文庫-若松史料-700 墺匈帝国陸軍給養規則 ４ -

文庫-若松史料-701 墺匈帝国陸軍給養規則 ５ -

文庫-若松史料-702 墺匈帝国陸軍給養規則 ６ -

文庫-若松史料-703 墺匈帝国陸軍給養規則 ７ -

文庫-若松史料-704 墺匈帝国陸軍給養規則 ８ -

文庫-若松史料-705 墺匈帝国陸軍給養規則 ９ -

文庫-若松史料-706 １８８２年　維納出版　野戦軍に於ける酒保者の採用及勤務規則 -

文庫-若松史料-707_2 １９０９年　墺匈國陸軍給與規則 第２巻第１ 訳：稲坂秀松

文庫-若松史料-708_2 １８７８年　墺匈國陸軍給與規則 第１巻第１ 訳：中村  潔

文庫-若松史料-709 １９０７年　墺匈國陸軍雇員傭人扶助局臨時規則 訳：稲坂秀松

文庫-若松史料-710 １８９５年　墺匈國陸軍給與規則　第１編平時給與　第２巻第２ 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-711 １８９５年　墺匈國陸軍給與規則　第１編平時給與　第２巻第３ 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-712
１８８５年　墺匈國軍隊會計官及會計助手に對する編制規定及勤
務令

訳：津田秀榮

文庫-若松史料-713_2
１８８６年　墺匈國陸軍金庫及陸軍支拂所の編制規定及同陸軍金
庫官吏の勤務令

訳：津田秀榮

文庫-若松史料-714
１９０５年　墺國軍隊会計官及会計助手に對する編制規定及勤務
令

-

文庫-若松史料-715_2 １９０９年　墺匈國陸軍給與令 動員間の給與 第２巻 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-716_2
１８９５年　墺匈國陸軍給與令　第１部平時給與　第１巻第２現金
及現品給與

訳：津田秀栄

文庫-若松史料-717_2
墺匈國　陸軍計算検査部編制規定（１８９２年）陸軍計算検査官勤務令（１
８９１年）陸軍計算議官に昇進せんことを志望せる陸軍計算准士官及軍隊
會計官の試験審問に関する條令（１８９５年）

訳：津田秀榮

文庫-若松史料-718 １９１４年　墺國戦時法律及訓令外１件中の一節社會的保護外１件 訳：津田秀榮

文庫-若松史料-719_2 １８９２年　墺國陸軍給養官吏勤務條例 訳：津田秀榮

文庫-若松史料-720 １８８８年　墺匈軍隊野戦軍に於ける酒保者の採用及勤務條例 訳：
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文庫-若松史料-721 澳匈帝王國陸軍監督勤務條例 訳：

文庫-若松史料-722 １８８２年　墺国軍検閲條例 訳：長川禄三郎

文庫-若松史料-723 １９０７年　墺國陸軍經理學校編成 訳：長川禄三郎

文庫-若松史料-724_2 １９０７年　墺國陸軍経理専門學校編成 訳：笠原正樹

文庫-若松史料-725 １９０９年　墺匈國軍制學抜粋 訳：津田秀栄

文庫-若松史料-726 １９０７年　旧墺匈国陸軍経理學校の組織 訳：花刑芳門

文庫-若松史料-727 １９０８年　経理官エトウアルド・ペシエーク著　行軍厨庖に就て 訳：笠原正樹

文庫-若松史料-728
１９１４年発行　墺匈國監督雑誌　独逸軍吏月報　独逸新聞切抜
通信　重要記事摘譯集

訳：津田秀栄

文庫-若松史料-729 １９１２年　時報原槁　墺匈國陸軍用頭被帽外七種 -

文庫-若松史料-730 墺國陸軍監督勤務 -

文庫-若松史料-731
１９１３年　墺匈國監督雑誌外一二雑誌所載　独、佛、露、伊の１９
１３年度軍事豫算外７件

訳：津田秀栄

文庫-若松史料-732 墺國陸軍扶助事務　全 -

文庫-若松史料-733 墺國上等監督来費氏講義摘要 -

文庫-若松史料-734 墺國上等監督来費氏講義摘要  １ -

文庫-若松史料-735 墺國上等監督来費氏講義摘要  ２ -

文庫-若松史料-736 墺國上等監督来費氏講義摘要  ３ -

文庫-若松史料-737 墺國上等監督来費氏講義摘要  ４ -

文庫-若松史料-738 墺國上等監督来費氏講義摘要  ５ -

文庫-若松史料-739 墺國上等監督来費氏講義摘要  ６ -

文庫-若松史料-740 墺國上等監督来費氏講義摘要  ７ -

文庫-若松史料-741 墺國上等監督来費氏講義摘要  ８ -

文庫-若松史料-742
１９０４年　マイクスナー氏　野戦給養史附図　９冊の内１　（奈翁の
戦役　独佛伊の一般図）

-

文庫-若松史料-743
１９０４年　マイクスナー氏　野戦給養史附図　９冊の内２　（仏帝奈
翁のモスコー進撃）

-

文庫-若松史料-744
１９０４年　マイクスナー氏　野戦給養史附図　９冊の内３　（欧、土
耳古）

-

文庫-若松史料-745
１９０４年　マイクスナー氏　野戦給養史附図　９冊の内４　（伊墺戦
伊太利）

-

文庫-若松史料-746
１９０４年　マイクスナー氏　野戦給養史附図　９冊の内５　（上部墺
國）

-

文庫-若松史料-747
１９０４年　マイクスナー氏　野戦給養史附図　９冊の内６　（仏蘭
西）

-

文庫-若松史料-748
１９０４年　マイクスナー氏　野戦給養史附図　９冊の内７　（普佛戦
佛國メッツ付近図）

-

文庫-若松史料-749
１９０４年　マイクスナー氏　野戦給養史附図　９冊の内８　（佛國
Chalon野営地）

-

文庫-若松史料-750
１９０４年　マイクスナー氏　野戦給養史附図　９冊の内９ (上部伊
太利）

-

文庫-若松史料-751
墺匈國監督雑誌１９１６年１、２月号所載　乾燥野菜豫備品ﾉ製作
外６件

訳：山田端夫

文庫-若松史料-752
１９１０年　墺匈國部隊長の負担軽減の為にする計算将校及計算
下士の採用　外　短稿１４種

訳：中村  潔

文庫-若松史料-753
１９０９年　メーレンに於ける墺匈國機動演習に於ける給養　其他４
種

訳：中村  潔

文庫-若松史料-754 １９０４年　マックスナー氏　墺國給養史鑑　巻之２ 訳：長川禄三郎

文庫-若松史料-755
１９０８年　墺國陸軍少将オットー・マイクスネル著　野戦軍給養沿
革 第５巻

訳：山田端夫

文庫-若松史料-756
１９０８年　墺國陸軍少将オットー・マイクスネル著　野戦軍給養沿
革 第５巻其１

訳：山田端夫
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文庫-若松史料-757
１９０８年　墺國陸軍少将オットー・マイクスネル著　野戦軍給養沿
革 第５巻其２

訳：山田端夫

文庫-若松史料-758
１９０８年　墺國陸軍少将オットー・マイクスネル著　野戦軍給養沿
革 第６巻其１、２

訳：山田端夫

文庫-若松史料-759 １９１５年　露國ドン軍隊将校經濟團規則 訳：新武多見

文庫-若松史料-760 １８９９年　英國供給、輸送、陣営事務規則 訳：竹園馨

文庫-若松史料-761 １９３０年　英國軍補給運輸及兵営勤務規則　全 訳：山本義孝

文庫-若松史料-762 １９２２年　英國陸軍給與任命進級及恩給に関する勅令 訳：不明

文庫-若松史料-763 １９０３年　英國陸軍會計に関する金銭取扱假教令 訳：不明

文庫-若松史料-764_2 １９０９年　英國陸軍給與補職進級令 第１巻 訳：東譲三郎

文庫-若松史料-765_2 １９０９年　英國陸軍給與補職進級令 第２巻 訳：東譲三郎

文庫-若松史料-766_2 １９０９年　英國陸軍給與補職進級令 第３巻 訳：東譲三郎

文庫-若松史料-767_2
１９００年　英國工兵勤務條例 第２編平時の部　自第１章至第１０
章

訳：水野義三郎

文庫-若松史料-768_2 １９００年　英國工兵勤務條例 第２編平時の部　自第１１章至結尾 訳：水野義三郎

文庫-若松史料-769 １９２３年　英國陣中勤務令 第１編　編制及行政抜萃 訳：八木光三

文庫-若松史料-770 １９１９年９月１３日勅令　英國新給與令 上下　全 訳：森武夫

文庫-若松史料-771 １９０５年　英国陸軍戦時定員 訳：不明

文庫-若松史料-772
１９００年　英國陸軍法令　第１冊　（給與､任官､進級､在郷軍人給
與）

訳：不明

文庫-若松史料-773 １９００年　英國陸軍法令　第２冊　（一名給與令、下士卒文官） 訳：不明

文庫-若松史料-774 １９００年　英國陸軍法令 索引 訳：不明

文庫-若松史料-775_2 １９１２年　英國陸軍編制及装備　自第１章至第２０章 訳：水野義三郎

文庫-若松史料-776_2 １９１２年　英國陸軍編制及装備 自第２１章至結尾 訳：水野義三郎

文庫-若松史料-777
１９０９年１０月英國陸海軍協會雜誌所載　１９０８年に於ける日本
陸軍、澳地利匈牙利

訳：不明

文庫-若松史料-778 １９２６年　英国陸海軍雑誌其他より　軍備の定義　外８篇 訳：竹中英治

文庫-若松史料-779 １９２８年　ビヴァリッヂ著　英國戦時の食糧統制　第１分冊 訳：小山末男

文庫-若松史料-780 １９２８年　ビヴァリッヂ著　英國戦時の食糧統制　第２分冊 訳：小山末男

文庫-若松史料-781 １９２８年　ビヴァリッヂ著　英國戦時の食糧統制　第３分冊　完 訳：小山末男

文庫-若松史料-782 世界食糧の資源 訳：古藤猪一

文庫-若松史料-783 １９３０年　ア・ローベルグ著　軍隊の給水 訳：不明

文庫-若松史料-784_2 １９１２年　英國動員規則 訳：水野義三郎

文庫-若松史料-785 １９１２年　英国陸軍兵器勤務務則 訳：水野義三郎

文庫-若松史料-786 １９１２年　英国陸軍兵器勤務務則　續 訳：水野義三郎

文庫-若松史料-787_2 １９０９年　英國陸軍戦時給養教程 訳：高瀬俊郎

文庫-若松史料-788 英國陸軍會計規則 第８節戦地勤務 訳：水野義三郎

文庫-若松史料-789_2 １９１０年　英國陸軍會計規則 訳：不明

文庫-若松史料-790 １９０３年　英國陸軍會計規則 訳：不明

文庫-若松史料-791 １９００年　英國軍隊給與規則 訳：不明

文庫-若松史料-792 １９１０年　英國陸軍給與規則　１ 訳：高瀬俊郎
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文庫-若松史料-793 １９１０年　英國陸軍給與規則　２ 訳：高瀬俊郎

文庫-若松史料-794 １９１０年　英國陸軍給與規則 訳：高瀬俊郎

文庫-若松史料-795 １９０３年　英國陸軍諸給規則　１ 訳：不明

文庫-若松史料-796 １９０３年　英國陸軍諸給規則　３ 訳：不明

文庫-若松史料-797 英國駐在員　陸軍１等主計　谷林徳太郎報告　英國陸軍編制 谷村徳太郎

文庫-若松史料-798
１９１３年　１９０８年式英國歩兵織物製装具　１９１０年　英國軍隊
輸送并軍用輸送券發行規則

訳：水野義三郎

文庫-若松史料-799 １９２４年　英國平時工兵勤務規則 上巻 訳：石川安之助

文庫-若松史料-800 １９２４年　英國平時工兵勤務規則 下巻 訳：高橋素

文庫-若松史料-801_2 １９０６年　英國陸軍装備品規則　索引　第１編 訳：不明

文庫-若松史料-802_2 １９０６年　英國陸軍装備品規則　付録　第１編 訳：不明

文庫-若松史料-803 １８９９年　英國供給輸送陣營事務規則 訳：竹園馨

文庫-若松史料-804 １８９９年　英國供給輸送陣營事務規則　附録 訳：竹園馨

文庫-若松史料-805_2 １９０４年　英国陸軍省（改革）委員會の報告 訳：笹田･矢野･新庄

文庫-若松史料-806
１９１７年　英國工業動員　巻１（総説、鉄道、軍需品及労働、石
炭）

訳：野田信夫

文庫-若松史料-807
１９１７年　英國工業動員　巻２（羊毛及羊毛製品、皮革類、海運
業）

訳：野田信夫

文庫-若松史料-808 １９１７年　英國工業動員　巻３（食糧、農業） 訳：野田信夫

文庫-若松史料-809 １９１７年　英國工業動員　巻４（比較及結論） 訳：野田信夫

文庫-若松史料-810 １９１３年　１９０８年式（織物製）英國歩兵装具 訳：水野義三郎

文庫-若松史料-811 １９２６年　國防費の削減　外２篇 訳：熊谷尚志

文庫-若松史料-812
１９１０年　英國陸海軍協會雑誌摘譯　１、「スキー」用法并に其練
習　２、職業としての軍人　３、ペルシヤ軍人

訳：不明

文庫-若松史料-813 英国戦地必携 訳：不明

文庫-若松史料-814 １９１８年　アイザｱク・エフ・マルコッソン原著　英國軍戦時業務 訳：森武夫

文庫-若松史料-815 １９２７年　ジョンソン・ハグッド著　補給勤務 （大戦回想録） 訳：林亮一

文庫-若松史料-816 １９２８年　ノルマン・エフ・ハアリマン原著　科學購買の原理 訳：平井豊一

文庫-若松史料-817 １９２９年　米國ラッセル・フォーブス原著　官廰購買 訳：中尾富士雄

文庫-若松史料-818 １９２７年　英國エリック・エヌ・シモンス原著　購買の秘訣 訳：中尾冨士雄

文庫-若松史料-819 米國アーサー・ジー・トーマス著　官廰購買の原理　全 訳：森武夫

文庫-若松史料-820 将校支拂任務 訳：水野義三郎

文庫-若松史料-821 英國陸軍契約の原則及手續 訳：澤本四郎

文庫-若松史料-822 １９２４―１９２５年度　英國陸軍豫算書に対する陸軍大臣説明書 訳：小山末男

文庫-若松史料-823 英国戦時兵站線の組織及経理　１　自第１章至第３章 訳：不明

文庫-若松史料-824 英国戦時兵站線の組織及経理　２　自第４章至第５章 訳：竹園馨

文庫-若松史料-825 英国戦時兵站線の組織及経理　３　自第６章至第１０章 訳：不明

文庫-若松史料-826 英国戦時兵站線の組織及経理　４　自第１１章至第１５章 訳：不明

文庫-若松史料-827 英国戦時兵站線の組織及経理　５　自第１６章至第２０章 訳：不明

文庫-若松史料-828 １９１１、１２年　英國補給兵團季報所載　経理関係事項摘禄 訳：高瀬俊郎
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文庫-若松史料-829 １９２４年　ヘッドリック著　食糧供給經濟學 訳：古藤猪一

文庫-若松史料-830 ルイレー著　食品と其の偽造　「緒言」 訳：高橋数馬

文庫-若松史料-831 ウイント氏　植物性食品の顯微鏡的檢査 訳：吉田敏

文庫-若松史料-832 ドクトル・ブロイエル著　食料調辨法 訳：津田秀榮

文庫-若松史料-833 １９１６年　酒保管理規則 訳：水野義三郎

文庫-若松史料-834 陣中經理に関する講義 訳：齊藤肇

文庫-若松史料-835 經濟地圖序文 訳：畠山恒

文庫-若松史料-836 食譜大全 訳：野村潔己

文庫-若松史料-837
レンダ・ホールウアンド著　今日の主婦　其１　調理出し方、調理の
仕方

訳：吉田敏

文庫-若松史料-838 米國經理團雑誌　補給号　抄譯 訳：堀家信雄

文庫-若松史料-839
１９２０年　「シェレー」氏　米國官廰契約法第５編　米國官廰契約
手續法摘要

訳：八木光三

文庫-若松史料-840 １９２８年　グシュー、ボーフヱイ共著　科學的購買法 訳：伊藤助一

文庫-若松史料-841
１９２７年度　米國下院軍事委員會豫算聴書の１部　（補給団所管
豫算案に関する部分の抜萃）　其の１

訳：岸本誠二郎

文庫-若松史料-842
１９２７年度　米國下院軍事委員會豫算聴書の１部　（補給団所管
豫算案に関する部分の抜萃）　其の２　附録

訳：岸本誠二郎

文庫-若松史料-843 １９２０年度　米國陸軍総決算 訳：森武夫

文庫-若松史料-844 米國陸軍經理學校校則　附録同校教育科目表 訳：小山末男

文庫-若松史料-845 １９２３年　米國陸軍規則摘譯 訳：竹中英治

文庫-若松史料-846_2 １９１０年　米國陸軍規則摘譯 訳：水野義三郎

文庫-若松史料-847 １９２０年　現行米國陸軍規則　經理之部 其１ 訳：市村善蔵

文庫-若松史料-848 １９２０年　現行米國陸軍規則　經理之部 其２ 訳：市村善蔵

文庫-若松史料-849 １９２０年　現行米國陸軍規則　經理之部 其３ 訳：市村善蔵

文庫-若松史料-850_2 １９０８年度　米國陸軍成規類聚 訳：山﨑壽春

文庫-若松史料-851_2 １９１０年　米國陸軍糧食部勤務令 訳：竹園格

文庫-若松史料-852_2 １９１０年　米國金櫃部勤務令 訳：竹園格

文庫-若松史料-853_2 １９０４年　米國陸軍經理部勤務令　上 訳：水野義三郎

文庫-若松史料-854_2 １９０４年　米國陸軍經理部勤務令　下 訳：水野義三郎

文庫-若松史料-855
１９２０年　「シヱレー」氏著　米國官廰契約法附録　米國政府ノ契
約に関する條例集

訳：笹田文雄

文庫-若松史料-856 １９１４年版　米國陣中要務令 行政部抜萃 訳：八木光三

文庫-若松史料-857 １９２６年度　米國陸軍省所管豫算法案 訳：山上新一郎

文庫-若松史料-858 明治４４年　陸軍經理制度沿革
陸軍省一等主計　伊集院俊彦　陸軍三等主計正
貝森房治　陸軍三等主計正　武田鋭丸

文庫-若松史料-859 明治４４年　陸軍經理制度沿革附録 甲號
陸軍省一等主計　伊集院俊彦　陸軍三等主計正
貝森房治　陸軍三等主計正　武田鋭丸

文庫-若松史料-860 明治４４年　陸軍經理制度沿革附録 乙號
陸軍省一等主計　伊集院俊彦　陸軍三等主計正
貝森房治　陸軍三等主計正　武田鋭丸

文庫-若松史料-861 明治４４年　陸軍經理制度沿革附録 丙號
陸軍省一等主計　伊集院俊彦　陸軍三等主計正
貝森房治　陸軍三等主計正　武田鋭丸

文庫-若松史料-862 明治４４年　陸軍經理制度沿革附録 丁號
陸軍省一等主計　伊集院俊彦　陸軍三等主計正
貝森房治　陸軍三等主計正　武田鋭丸

文庫-若松史料-863 明治４４年　陸軍經理制度沿革附録 戊號
陸軍省一等主計　伊集院俊彦　陸軍三等主計正
貝森房治　陸軍三等主計正　武田鋭丸

文庫-若松史料-864 １９３６年　野戦に於ける經理組織に關する訓令 第２巻 訳：山下芳一



令和５年４月４日

文庫-若松史料-865 軍制汎論 ８ 訳：不明

文庫-若松史料-866 大正３年４月　營繕經理第４編　　土地建造物維持保存
陸軍経理學校員外学生　陸軍
一等主計　吉田辨二

文庫-若松史料-867 營繕經理　工事請負業の観察
第三期員外学生　陸軍二等主
計　山本瑛一

文庫-若松史料-868
１９１５年　ゲー・ビルマン大尉著述　瑞西軍の給養及經理勤務の
發達

訳：津田秀榮

文庫-若松史料-869
伊太利　陸軍士官学校教官　ヌーマモンタニャーニ少佐　陸軍経
理監督提要　内　総説

訳：杉山秋夫

文庫-若松史料-870 １９１１年　伊太利陸軍省編纂　伊太利陸軍経理勤務令 第１巻 訳：藤定兼衛

文庫-若松史料-871 １９１１年　伊國軍制　平時　戦時　全 訳：津田秀榮

文庫-若松史料-872
昭和８年　正保４年長崎に渡來の葡國使節を載せたる南蠻船に關
する肥前大村家文書　附　筑後柳河文書並に繪圖

武藤長藏

文庫-若松史料-873 昭和１５年　太平洋２６００年史補遣　東亜の１部　中南米之部 財團法人　海軍有終會

文庫-若松史料-874 北京近傍１覧表（明治１７、２４、２７、２８年製版） 大日本帝國陸地測量部

文庫-若松史料-875 大正７年　印度雜記 神坂靜太郎

文庫-若松史料-876 昭和６年　緬甸對外貿易事情 外務省通商局

文庫-若松史料-877 外國貿易總論 油本豊吉

文庫-若松史料-878 昭和１５年　黄河を中心とした交通經濟其２(山東省) 東亜研究所

文庫-若松史料-879 ヤクーチャに於ける氣象觀測資料（1926年度） 滿鐵産業部

文庫-若松史料-880 昭和４年　支那最近の工業竝に財政 臺灣總督官房調査課

文庫-若松史料-881 昭和１１年　地理學講座　地理學序論 小川琢治

文庫-若松史料-882
抗戰力判斷資料第５號（其６）　第６編　交通機構より見たる米國
の抗戰力

陸軍省主計課別班

文庫-若松史料-883 商業政策(1) 谷口吉彦

文庫-若松史料-884 商業政策(2)完 谷口吉彦

文庫-若松史料-885 商工經營論(2) 增地庸治郎

文庫-若松史料-886 商業計算論 久武雅夫

文庫-若松史料-887 大正１３年　北滿洲の特産物
南滿洲鐵道株式會社 哈爾賓事
務所調査課

文庫-若松史料-888
滿洲國産業開發５ケ年計畫の資料的調査研究―資金部門―（昭
和１４年度報告）

東亜研究所

文庫-若松史料-889 大正４年　在バタビヤ帝國領事館調査報告　蘭領東印度之産業 南洋郵船株式會社

文庫-若松史料-890 満州國産業概觀　康徳６年度版 産業部大臣官房資料科

文庫-若松史料-891
國語科學講座　Ⅰ　言語學　・言語學史（小林淳男）　・言語社會學（田邊
壽利）　・比較言語學（福島直四郎）　・言語美學（金原省吾）

明治書院

文庫-若松史料-892
國語科學講座　Ⅱ 音聲學　・音聲學概説（佐久間鼎）　・音聲心理學（佐久
間鼎）　・國語音聲學（神保格）　・應用音聲學（大西雅雄）　・音聲生理學
（岡田和一郎）　・音聲學史（大西雅雄）

明治書院

文庫-若松史料-893
國語科學講座　Ⅲ　國語學　・漢語と國語（岡井愼吾）　・國語位相論（菊澤季生）　・國語學書目解題
（龜田次郎）　・アイヌ語と國語（金田一京助）　・朝鮮語と日本語（小倉進平）　・漢文訓讀と國文法
（山田孝雄）　・國語學史（重松信弘）

明治書院

文庫-若松史料-894
國語科學講座　Ⅴ　國語史學　・中古の國語（安田喜代門）　・上古の國語
（佐伯梅友）　・近古の國語（土井忠生）　・日本文章史（吉澤義則）

明治書院

文庫-若松史料-895
國語科學講座　Ⅵ　國語法　・文語法精説（木枝增一）　・日本文法史（小
林好日）　・文法の原理（小林英夫）　・國語法要説（橋本進吉）

明治書院

文庫-若松史料-896
國語科學講座　Ⅶ　國語方言學　・アクセントと方言（服部四郎）　・琉球の方言（伊波普猷）　・九州
の方言（吉町義雄）　・方言學概説（東條操）　・本州東部の方言（橘正一・東條操）　・新語論（柳田國
雄）　・本州西部の方言（東條操）

明治書院

文庫-若松史料-897 國語科學講座　Ⅷ　文字學　・文字學概説（後藤朝太郎）　・漢字の研究（岡井愼吾）　・萬葉假名の
研究（遠藤嘉基）　・ローマ字の研究（日下部重太郎）　・片假名の研究（春日政治） 明治書院

文庫-若松史料-898
國語科學講座　Ⅸ　國語表現學　・國語文章論（波多野完治）　・兒童語の
表現（松本金壽）

明治書院

文庫-若松史料-899
國語科學講座　Ⅹ　國語解釋學　・近世解釋學（佐藤鶴吉）　・中世解釋學
（能勢朝次・小野直）　・近世解釋學（飛田隆）

明治書院



令和５年４月４日

文庫-若松史料-900
國語科學講座　XI　國語教育學　・讀方教育論（西尾實）　・國語教育科學
史（飛田隆）　・國語教材の變遷（佐々木一二）　・國語の學力測定（田中實
一・丸山良二）

明治書院

文庫-若松史料-901
國語科學講座　XII　國語問題　・標準語の問題（石黒魯平）　・國語純化と
基本語（土居光知）　・假名遣の研究（三宅武郎）　・國字問題（日下部重太
郎）

明治書院

文庫-若松史料-902 昭和１１年　地理學講座　氣候 岡田武松

文庫-若松史料-903
昭和１５年　揚子江水系　中揚子江・下揚子江・安慶迄　洞座湖・?
陽湖及び漢水の水理に關する調査附圖

参謀本部

文庫-若松史料-904 民國２４年　陸軍現行會計概要（上集） 軍需學校軍需特別訓練班

文庫-若松史料-905 昭和１５年　支那水利史 興亞院

文庫-若松史料-906 昭和２年　南北滿洲の主要海港河港
南滿洲鐵道株式會社庶務部調
査課

文庫-若松史料-907 昭和１４年　蘇聨の自動車及トラクター工場竝に其の下請工場 陸軍技術本部

文庫-若松史料-908 昭和１７年　北洋航路並に極北河川の水路設備(飜譯) 東亜研究所

文庫-若松史料-909 昭和１５年　極東｢ソ｣領自動車｢トラクター｣調査書 關東軍参謀部

文庫-若松史料-910 昭和１７年　重慶政權の鐵路建設の現況 東亜研究所

文庫-若松史料-911 昭和１５年　列國の在支航空權益（未定稿） 東亜研究所

文庫-若松史料-912 昭和１６年　抗戰支那の交通建設(飜譯) 東亜研究所

文庫-若松史料-913
昭和１６年　支那交通及公用事業統計の概觀(中華民國統計提要
所載『引言』飜譯の４)

東亜研究所

文庫-若松史料-914 昭和１３年　戰後に於ける上海金融状態の解剖 在上海　中國通信社調査部

文庫-若松史料-915 大正１２年　朝鮮金融事項参考書 朝鮮總督府財務局調査

文庫-若松史料-916 民國２４年　兵站勤務作業 軍需學校軍需特別訓練班

文庫-若松史料-917 明治３７.８年戰時財政始末報告　全 大藏省

文庫-若松史料-918 明治３７.８年戰時財政始末報告　全 大藏省

文庫-若松史料-919 明治３７.８年戰時財政始末報告（明治３８年６月まで） 大藏省

文庫-若松史料-920 昭和１５年　日本の對支借款 東亜研究所

文庫-若松史料-921 大正１３年　財務通報　第１巻 大藏省財務通報部

文庫-若松史料-922 昭和７年　財務通報 第９巻 大藏省財務通報部

文庫-若松史料-923 昭和８年　財務通報　第１０巻 大藏省財務通報部

文庫-若松史料-924 昭和９年　財務通報　第１１巻 大藏省財務通報部

文庫-若松史料-925 日本財政史（１） 吉川秀造

文庫-若松史料-926 日本財政史（２）完 吉川秀造

文庫-若松史料-927 分配論（２）完 山田雄三

文庫-若松史料-928 昭和３年　國有財産法講話 太田嘉太郎

文庫-若松史料-929 明治４１年　宮中３殿并に祝祭日解説　完 皇典講究所編纂

文庫-若松史料-930 米　ウヰロビー著　財務行政論 訳：伊知地軍司

文庫-若松史料-931 昭和１２年改訂　建築學教程　（全）
内田祥三（編纂）、加藤賢（改
訂）

文庫-若松史料-932 大正２年出版　佛國會計法 大藏省主計局

文庫-若松史料-933 明治２０年出版　佛國會計法 大藏省報告課

文庫-若松史料-934 昭和１４年　ソ聨邦の發電業(中間報告) 不明

文庫-若松史料-935 統計學汎論（４）完 森田優三



令和５年４月４日

文庫-若松史料-936 中國社會史料叢鈔 甲集上冊 瞿宣頴纂輯

文庫-若松史料-937 中國社會史料叢鈔  甲集中冊 瞿宣頴纂輯

文庫-若松史料-938 昭和５年　日印貿易便覽 外務省通商局

文庫-若松史料-939 昭和１２年　比律賓經濟事情 高雄州商工奨勵館

文庫-若松史料-940 昭和８年　最近日本及英帝國經濟關係の經過 日本經濟聨盟會調査課

文庫-若松史料-941 昭和５年　巴爾幹諸国經濟事情 通商局第二課

文庫-若松史料-942 昭和２年　豆滿江流域經濟事情 朝鮮總督府鐵道局營業課

文庫-若松史料-943 昭和７年　農安、扶餘、大賚地方の經濟事情 長春商工會議所

文庫-若松史料-944 明治４５年　獨逸に於ける殖民地經濟と本國産業 生産調査會

文庫-若松史料-945 大正１４年度　東京帝國大學講義　經濟學　完 河津博士述

文庫-若松史料-946 昭和１９年　經理地誌資料　アリウシャン列島 陸軍經理學校

文庫-若松史料-947 昭和１６年　給養地理資料　泰國 陸軍經理學校研究部

文庫-若松史料-948 昭和１６年　給養地理資料　佛領印度支那 陸軍經理學校研究部

文庫-若松史料-949 昭和１７年　給養地理資料　印度 陸軍經理學校

文庫-若松史料-950 昭和１９年　經理地誌資料　内南洋群島 陸軍經理學校

文庫-若松史料-951 昭和１７年　給養地理資料　濠洲 陸軍經理學校

文庫-若松史料-952 昭和１７年　給養地理資料　南阿弗利加聯邦 陸軍經理學校

文庫-若松史料-953 昭和１７年　給養地理資料　ニユージーランド 陸軍經理學校

文庫-若松史料-954 昭和１３年　工部局行政機構の檢討 在上海　中國通信社調査部

文庫-若松史料-955 昭和１２年　外務省公表集 第１６輯　（支那事變關係を除く） 外務省

文庫-若松史料-956 昭和７年　重要なる支那國の條約違反と右に關する日支間の交渉
國際聨盟支那調査外務省準備
委員會

文庫-若松史料-957 康徳７年３月末現在　満洲炭鑛株式會社　.圖書室藏書目録 満炭文書課文書係　.圖書室

文庫-若松史料-958 昭和１５年　大西郷詩選 渡邊盛衛編

文庫-若松史料-959 昭和１３年　維新政府諸機關の行政機構 在上海　中國通信社調査部

文庫-若松史料-960 明治３３、４年北清駐屯列國軍隊視察報告 参謀本部

文庫-松木史料-1 昭和２年度　業務日誌　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-2 昭和３年度　業務日誌　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-3 昭和４年度分　業務日誌　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-4 昭和５年度　業務日誌　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-5 昭和６年日誌　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-6 昭和７年日誌　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-7 感想録　Ⅰ　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-8 TAGE　BUCH　Ⅰ　上海及び満洲事変従軍日誌　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-9 TAGE　BUCH　Ⅱ　上海及び満洲事変従軍日誌　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-10 宿所控　昭和１３年７月　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-11 日誌　Vol. 1　MAI １９３３　松木直亮 松木直亮



令和５年４月４日

文庫-松木史料-12 日誌　自 昭和８年９月　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-13 日誌　昭和９年１月以降　Ⅰ　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-14 日誌　昭和９年９月以降　Ⅱ　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-15 日誌　昭和１０年１月より　Ⅰ　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-16 日誌　昭和１０年５月より　Ⅱ　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-17 日誌　自 昭和１０年１１月　Ⅲ　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-18 日誌　自 昭和１１年１月　Ⅰ　松木直亮 松木直亮

文庫-松木史料-19 第１４師団満洲事変作戦誌　第１巻 第１４師団

文庫-松木史料-20 第１４師団満洲事変作戦誌　第２巻 第１４師団

文庫-松木史料-21 第１４師団満洲事変作戦誌　第３巻 第１４師団

文庫-松木史料-22 第１４師団満洲事変作戦誌　第４巻 第１４師団

文庫-松木史料-23 第１４師団長松木直亮 状況報告
第１４師団長
松木直亮

文庫-松木史料-24 馬軍討滅戦断片録 歩兵第１５連隊

文庫-松木史料-25 歩兵第１５連隊補充隊連絡月報　昭和７年６月 歩兵第１５連隊補充隊

文庫-松木史料-26 死守 歩兵第５９連隊第１１中隊

文庫-松木史料-27 昭和７年１１月以降　西方作戦ニ関スル書類 第１４師団

文庫-松木史料-28
東北民衆救国軍前敵総指揮部参謀処陣中日記　中華民国２１年
１０月１３日

第１４師団

文庫-松木史料-29 馬占山追撃戦美談集綴 第１４師団隷下諸部隊

文庫-松木史料-30 歩兵第５０連隊河北作戦戦闘詳報 歩兵第５０連隊

文庫-松木史料-31 西伯利亜派遣軍記念写真帖 帝国軍事写真会

文庫-松木史料-32 山東動乱派遣軍記念写真帖　昭和３年 青雲堂

文庫-松木史料-33 参謀総長宮・海軍軍令部長宮令旨 第１４師団司令部

文庫-松木史料-34 筑前琵琶　潰滅 臼田寛三

文庫-松木史料-35 戦地のつはものから内地の小さく可愛らしい皆様へ 不詳

文庫-松木史料-36 第十四師団還送遺骨者名簿　昭和７年１１月２６日 第１４師団

文庫-松木史料-37 札蘭屯方面の情況 第１４師団隷下部隊

文庫-松木史料-38 興安省経略方案 関東軍参謀部

文庫-松木史料-39 第十四師団黒河攻略計画 第十四師団参謀部

文庫-松木史料-40 泰安戦蹟現地講話大要（泰安鎮梗概） 西村大尉（泰安守備隊長）

文庫-松木史料-41 腰庫勒付近の戦闘
岡原寛（歩兵第５０聯隊長、大
佐）

文庫-松木史料-42 日満軍隊竝警務機関会同席上ニ於ケル師団参謀長口演要旨 第十四師団司令部

文庫-松木史料-43 訓示 第十四師団長松木直亮

文庫-松木史料-44 団隊長会議書類　昭和８年１月 第十四師団司令部

文庫-松木史料-45 還送遺骨名簿 第十四師団司令部

文庫-松木史料-46 第９号　平賀支隊河北作戦戦闘詳報 歩兵第二十八旅団司令部

文庫-松木史料-47 第９号　平賀支隊河北作戦戦闘詳報附録 歩兵第二十八旅団司令部



令和５年４月４日

文庫-松木史料-48 Ｄｉｅ　ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｃｈｉｒｕｒｇｉｅ　ｉｍ　Ｗｅｌｔｋｒｉｅｇ　１９１４　ｂｉｓ　１９１８
Ａｕｇｕｓｔ　Ｂｏｒｃｈａｒｄ，　Ｖｉｃｔｏｒ
Ｓｃｈｍｉｅｄｅｎ

文庫-松木史料-49 満州事変第１４師団陣中美談集　昭和７年２月～９年２月 第１４師団司令部

文庫-松木史料-50 上奏 陸軍中将　松木直亮

文庫-松木史料-51 平賀支隊河北省作戦記念　昭和８年５月 歩兵第２８旅団

文庫-松木史料-52 第１４師団関連アルバム　昭和７年２月～８年１月 陸軍中将　松木直亮

文庫-松木史料-53 欧州戦争写真帖 臨時軍事調査委員

文庫-松木史料-54 鹵獲独逸飛行機　台覧記念写真帖 大正１０年３月 陸軍省

文庫-松木史料-55 大正１４年８月５日航空兵科創設祝典記念写真帖 陸軍航空本部

文庫-松木史料-56 松木直亮関連アルバム（一） 松木直亮

文庫-松木史料-57 松木直亮関連アルバム（二） 松木直亮

文庫-松木史料-58 松木直亮関連アルバム（三） 松木直亮

文庫-松木史料-59 大礼観兵式写真帖大正４年１２月 陸軍省

文庫-松木史料-60 上海事件記念写真帖　自昭和７年２月 至同年６月 上海派遣軍司令部

文庫-松木史料-61 松木直亮関連アルバム（四） 松木直亮

文庫-松木史料-62 第１４師団戦歴一覧表 他 第１４師団司令部

文庫-松木史料-63 白国海岸臨時要塞写真帖 築城部本部

文庫-松木史料-64 大礼諸儀及大礼観兵式写真帖　昭和３年 大礼使調度部写真係

文庫-松木史料-65 特別大演習写真帖　昭和４年 参謀本部

文庫-松木史料-66 昭和７年満洲事変　上海派遣軍記念写真帖 陸軍恤兵部

文庫-松木史料-67 上海事変記念写真帖　昭和７年 第３艦隊司令部

文庫-松木史料-68 満洲事変　第１４師団記念写真帖 第１４師団

文庫-松木史料-69 昭和６年満洲事変　第１４師団記念写真帖 陸軍恤兵部

文庫-松木史料-70 伝統 陸軍士官学校

文庫-松木史料-71
第１４師団主要疾病月別部隊別患者発生表　自昭和７年５月　至
昭和７年１１月

第１４師団

文庫-松木史料-72 聖旨令旨及び奉答文言上文 第１４師団

文庫-松木史料-73 我国対外通商陣容に就て　昭和１０年３月１５日　日本外交協会 松本蒸治

文庫-松木史料-74 兵権政権の分界運用に就て　昭和１０年３月　日本外交協会 林彌三吉

文庫-松木史料-75
国防の観点から対支政策を語る　昭和１０年３月２９日　日本外交
協会

磯谷廉介

文庫-松木史料-76 北支那情勢と最近の実情　昭和１０年５月６日　日本外交協会 酒井　隆

文庫-松木史料-77
北満採金事業状況と其将来に就て　昭和１０年５月８日　日本外交
協会

草間秀雄

文庫-松木史料-78 最近の日支関係　昭和１０年５月　日本外交協会 有吉　明

文庫-松木史料-79 満州国治外法権撤廃問題　昭和１０年６月２５日　日本外交協会 谷　正之

文庫-松木史料-80 蘇連邦最近の実相　昭和１０年７月　日本外交協会 川谷幸左衛門

文庫-松木史料-81 南、中、北支を一巡して　昭和１０年７月１６日　日本外交協会 松本忠雄

文庫-松木史料-82 北支の現状に就て　昭和１０年８月　日本外交協会 高木陸郎

文庫-松木史料-83 満州国視察所感　昭和１０年９月１３日　日本外交協会 鈴木孝雄



令和５年４月４日

文庫-松木史料-84
中支に於ける英米の政治経済関係　昭和１０年９月１３日　日本外
交協会

波多　博

文庫-松木史料-85
最近支那の経済及財政事情　昭和１０年１０月４日　日本外交協
会

遠藤武勝

文庫-松木史料-86 満州国を視察して　昭和１０年１０月１８日　日本外交協会 川越丈雄

文庫-松木史料-87
満州国の治安に就て　東亜各国の巡閲所感　昭和１０年１０月　日
本外交協会

佐藤三郎　松村　肇

文庫-松木史料-88
１．目覚しい支那公路網の発展　日本外交協会「調」　昭和１０年１
０月２１日　日本外交協会

北平晨報

文庫-松木史料-89
日支の経済関係に就て　昭和１０年１１月　日本外交協会調査局
日本外交協会

桑島主計

文庫-松木史料-90 満州移民の展望　昭和１０年１１月　日本外交協会 鈴木文治

文庫-松木史料-91 中南米に使ひして　昭和１０年１２月　日本外交協会 堀口九万一

文庫-松木史料-92
国際連盟の将来と日本との関係　昭和１１年５月２７日　日本外交
協会

横山正幸

文庫-松木史料-93
本年８月米国加州ヨセミテに開かるゝ第６回太平洋会議に就て　昭
和１１年７月　日本外交協会

田村幸策

文庫-松木史料-94 最近の日支関係に就て　日本外交協会 石射猪太郎

文庫-松木史料-95 日米関係に就て　昭和１１年９月　日本外交協会 澤田廉三

文庫-松木史料-96
海外通商に於ける日本の立場　蘭領印度事情　日埃会商とエジプ
ト　昭和１１年８月　日本外交協会

越田佐一郎　笠間杲雄

文庫-松木史料-97 最近に於ける「ソ」連の現状　昭和１１年７月　日本外交協会 秦彦三郎

文庫-松木史料-98 革命後のシヤムの国勢　昭和１１年７月　日本外交協会 矢田部保吉

文庫-松木史料-99 シヤムに使ひして　昭和１１年７月　日本外交協会 安川雄之助

文庫-松木史料-100
貨幣問題を中心とする欧米の財政経済事情　昭和１１年６月２日
日本外交協会

富田勇太朗

文庫-松木史料-101
鉄道を中心として見たる満州国の産業開発１班　昭和１１年５月
日本外交協会

大村卓一

文庫-松木史料-102 エチオピアの最後　昭和１１年５月　日本外交協会 重安穐之助

文庫-松木史料-103 日埃会商を通じて見るエジプト政補　日本外交協会 笠間杲雄

文庫-松木史料-104 中・南支視察談　昭和１１年４月　日本外交協会 松井石根

文庫-松木史料-105 南・北支那の内容を視る　昭和１１年３月　日本外交協会 根元博

文庫-松木史料-106
隣国としての支那　附　再び文武の職分に就て　昭和１１年２月
日本外交協会

林彌三吉

文庫-松木史料-107 最近の日支折衝の真相　昭和１１年２月２１日　日本外交協会 堀内干城

文庫-松木史料-108 一外交家述　最近の欧州事情　昭和１１年１０月　日本外交協会 不詳

文庫-松木史料-109
冀東・冀察の現状　附　熱河の承徳寺瞥見　昭和１１年１１月　日
本外交協会

大山卯次郎

文庫-松木史料-110
満州国の幣制と経済界に就て　昭和１１年２月１７日　日本外交協
会

山成喬六

文庫-松木史料-111
本年度予算及財政の前途に関する検討　昭和１１年３月　日本外
交協会

大口喜六

文庫-松木史料-112 日支関係の本質的考察　昭和１１年１月２４日　日本外交協会 杉森孝次朗

文庫-松木史料-113 淵雲載筆 満洲国政府

文庫-松木史料-114 ヒトラーは日本民族に就て語る 不詳

文庫-松木史料-115 第一次世界大戦期ドイツのポスター 不詳

文庫-松木史料-116
Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｋｕｌｔｕｒｓｃｈａｕ　１３．　Ｊｕｎｉ　１９３８　Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｋｕｌ
ｔｕｒｓｃｈａｕ　１０．　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　１９４１

独逸文化週報社

文庫-松木史料-117 北支事変の経過　昭和１２年７月～１０月 陸軍省新聞班等

文庫-松木史料-118 日支事変に関する参考資料　昭和１２年～１３年 小林三子等

文庫-松木史料-119 松木直亮写真（１） 江口写真館



令和５年４月４日

文庫-松木史料-120 松木直亮写真（２） S. WADA Photo Studio

文庫-松木史料-121 松木直亮、東條英機等集合写真 松本写真館

文庫-松木史料-122 戦艦陸奥大正９年５月３１日進水式の実写 横須賀海軍工廠

文庫-松木史料-123 伊藤博文公爵等集合写真 不詳

文庫-松木史料-124 松木直亮関連アルバム（５） 松木直亮

文庫-松木史料-125 乃木大将夫妻写真 秋尾写真館

文庫-松木史料-126 松木直亮写真（３） 豊島写真館

文庫-松木史料-127 松木直亮関連アルバム（６） 松木直亮

文庫-松木史料-128 松木直亮関連アルバム（７） 松木直亮

文庫-阿武史料-1 西南戦争関係書類 山県有朋　三好重臣など

文庫-阿武史料-2 陸軍中佐阿武素行の西南戦争論功行賞　明治１１年１月３１日 太政官

文庫-阿武史料-3 軍務官通行手形 軍務官

文庫-阿武史料-4 歩兵第３連隊第１大隊上下士官名簿 歩兵第３連隊第１大隊

文庫-阿武史料-5
新潟県令永山盛輝あて山形県令三島通庸書簡（歩兵第３連隊第
２大隊罫紙）明治１０年３月１５日

三島通庸

文庫-阿武史料-6
元陸軍少将阿武素行あて第４師団参謀長大迫尚道書簡　明治３３
年５月

大迫尚道

文庫-阿武史料-7 留守第4師団日誌　明治27年12月30日～29年1月25日 留守第4師団

文庫-阿武史料-8 阿武素行日記　明治37年1～8月 阿武素行

文庫-阿武史料-9 阿武素行日記　明治37年8月～12月 阿武素行

文庫-阿武史料-10 阿武素行日記　明治38年1月～7月 阿武素行

文庫-阿武史料-11 阿武素行日記　明治38年7月～12月 阿武素行

文庫-阿武史料-12 戦法汎論　5　第一種 週一学社本局

文庫-阿武史料-13 戦法汎論　6　第一種 週一学社本局

文庫-阿武史料-14 戦法汎論　7　第一種 週一学社本局

文庫-阿武史料-15 戦法汎論　8　第一種 週一学社本局

文庫-阿武史料-16 戦法汎論　10　第一種 週一学社本局

文庫-阿武史料-17 戦法汎論　11　第一種 週一学社本局

文庫-阿武史料-18 戦法汎論　21 週一学社本局

文庫-阿武史料-19 戦法汎論　巻之1 週一学社本局

文庫-阿武史料-20 戦法汎論　巻之2 週一学社本局

文庫-阿武史料-21 戦法汎論　巻之6 週一学社本局

文庫-阿武史料-22 戸山学校行軍演習日記第1号 曾我?準

文庫-阿武史料-23 兵家集説陣中軌典　明治11年4月 週一学社

文庫-阿武史料-24 撤退戦法後編 週一学社

文庫-阿武史料-25 戦理略論　5 週一学社本局

文庫-阿武史料-26 改訂鎮台条例　明治6年7月 東京鎮台

文庫-阿武史料-27 戦理実学　戦闘術続 不詳



令和５年４月４日

文庫-阿武史料-28 戦略論 週一学社本局（推定）

文庫-阿武史料-29 「那波翁」戦史 週一学社本局

文庫-阿武史料-30 仏蘭西兵隊内務　参　（１） 阿武素行

文庫-阿武史料-31 仏蘭西兵隊内務　参　（２） 阿武素行

文庫-阿武史料-32
法朗西号令詞　全（歩程号詞　兵式令　自生兵小隊　至大隊　明
治三庚午早春官許）

阿武素行

文庫-阿武史料-33 法朗西歩兵隊内務一二 阿武素行による抜粋（推定）

文庫-阿武史料-34 仏蘭西答屈智幾　巻之一　達理堂蔵版 村上英俊訳

文庫-阿武史料-35 表忠帖 横巻茂雄

文庫-阿武史料-36 大阪陸軍地方幼年学校生徒集合写真 守田昌司

文庫-阿武史料-37 大阪陸軍地方幼年学校第一期生卒業写真 「独立軒」若林耕

文庫-阿武史料-38 大阪陸軍地方幼年学校生徒開校式集合写真 明治31年12月 不詳

文庫-阿武史料-39 近衛将校集合写真 東京浅草公園地江崎製

文庫-阿武史料-40 陸軍中将乃木希典ら集合写真 武林写真館

文庫-阿武史料-41 陸軍将校等集合写真 武林写真館

文庫-阿武史料-42 第1期大阪陸軍地方幼年学校第1年生徒前期考科列序表　他 大阪陸軍地方幼年学校

文庫-阿武史料-43 教育参考手薄 阿武二郎

文庫-阿武史料-44 開戦25周年記念将校団記事第150号日露戦役回顧談集 京都連隊区将校団

文庫-阿武史料-45 大正5年11月1日 本朝鮮師団創設紀念号 朝鮮写真通信社

文庫-阿武史料-46
攻玉社尋常中学校規則　明治30年8月改正 日比谷中学校規則
明治32年7月

攻玉社尋常中学校／日比谷中
学校

文庫-阿武史料-47 長野の教育絵ほどき　我等の軍隊生活 荒井一壽

文庫-阿武史料-48 兵法中学　明治４年４月 陸軍兵学寮

文庫-阿武史料-49 明治27年製　陸地測量部　地図　長崎等11箇所 陸地測量部

文庫-阿武史料-50 大阪　地図 不詳

文庫-阿武史料-51 第4軍管　京都及び大阪　地図　明治19年輯製製版 参謀本部陸地測量部

文庫-阿武史料-52 豊前国仲津郡豊津近傍之図 不詳

文庫-阿武史料-53 九州全図（ローマ字表記） 不詳

文庫-阿武史料-54 仲津地図（ローマ字表記） 吉田、福島、浅岡

文庫-阿武史料-55 飯塚地図（ローマ字表記） 吉田、福島、浅岡

文庫-阿武史料-56 添田地図（ローマ字表記） 吉田、福島、浅岡

文庫-阿武史料-57 鐘崎地図（ローマ字表記） 松本、石原、堀越

文庫-阿武史料-58 相模湾地図（ローマ字表記） 参謀本部測量局

文庫-東條史料-1 東條英機宣誓供述書関係ファイル 東條英機

文庫-東條史料-2 東條英機書類入れ（東京裁判） 東條英機

文庫-東條史料-3 東條英機宣誓供述書 東條英機

文庫-東條史料-4 東條英機宣誓供述書　英文 東條英機

文庫-東條史料-5 米国議会連合委員会の真珠港攻撃調査報告（抜粋） 米国議会連合委員会



令和５年４月４日

文庫-東條史料-6 大本営陸軍統帥記録 不詳

文庫-東條史料-7 東條英機所有の留魂録 柿村峻（福岡高等学校教授）

文庫-東條史料-8 東條英機部門冒頭陳述 清瀬一郎（東條英機弁護人）

文庫-東條史料-9 俘虜取扱に関する答弁要領（第２案） 不詳

文庫-東條史料-10
極東国際法廷の合法性を争ふ為米本国裁判所に別訴を提訴せん
とする提案

東條英機

文庫-東條史料-11 東京裁判日本側弁護人研究資料
高柳賢三（外務省嘱託・鈴木貞
一弁護人）

文庫-東條史料-12 東條英機弁護方針一覧（１） 清瀬一郎

文庫-東條史料-13 東條英機弁護方針一覧（２） 清瀬一郎

文庫-東條史料-14 東條英機弁護方針一覧（３） 清瀬一郎

文庫-東條史料-15 東條英機弁護方針一覧（４） 清瀬一郎

文庫-東條史料-16 東條英機弁護方針一覧（５） 清瀬一郎

文庫-東條史料-17 東條英機弁護方針一覧（６） 清瀬一郎

文庫-東條史料-18 東條英機弁護方針一覧（７） 清瀬一郎

文庫-東條史料-19 東條英機参考資料「木戸侯爵日記」 木戸幸一

文庫-東條史料-20 東條英機参考資料「日華基本条約」 不詳

文庫-東條史料-21 東條英機参考資料「大本営陸軍統帥記録」　昭和２１年１１月 第１復員局

文庫-東條史料-22
東條英機参考資料「南方作戦に伴う占領地行政の概要」　昭和２
１年７月

第１復員局

文庫-東條史料-23 大東亜会議議事速記録　昭和18年11月 大東亜省

文庫-東條史料-24 ソ連フェーズ劈頭陳述案（第２案）　昭和22年2月4日 清瀬一郎

文庫-東條史料-25 ソ連に関する劈頭陳述　昭和22年2月7日 清瀬一郎

文庫-東條史料-26 東條英機参考資料　別冊其の2　「マライ」軍政の概要　ほか 不詳

文庫-東條史料-27 東條英機参考資料　日本における対外国策の動向概説 日本人弁護人

文庫-東條史料-28 東條英機参考資料　「新国策遂行方針の決定」 不詳

文庫-東條史料-29 判決破棄の申立　昭和23年11月19日
清瀬一郎　ジョージ・フランシス・
ブリウェット

文庫-東條史料-30 東條英機宣誓供述書　英文 東條英機

文庫-東條史料-31 極東国際軍事裁判速記録　第342～349号 極東国際軍事裁判所

文庫-東條史料-32
歴代天皇御製に拝する御信仰　日本教学研究所研究報告　第八
輯

石田瑞麿

文庫-東條史料-33 筆疇並?談 松陰学舎

文庫-東條史料-34 句集　巣鴨 企画編纂委員

文庫-東條史料-35 歌集　巣鴨 企画編纂委員

文庫-東條史料-36 写真週報　大東亜戦争一周年　昭和17年　第249号 内閣情報局編集

文庫-東條史料-37 東京地図　20万分の1 －

文庫-今村史料-1 今村均写真帖（第5師団長時代①） 今村均

文庫-今村史料-2 今村均写真帖（第5師団長時代②） 今村均

文庫-今村史料-3 今村均写真帖（第5師団長時代③） 今村均

文庫-今村史料-4 今村均写真帖（ジャワ島時代） 今村均



令和５年４月４日

文庫-今村史料-5 秘　賓陽作戦一覧図 波集団（第21軍）司令部調製

文庫-今村史料-6 オランダ領東インド地図帳 オランダ王立地理学協会

文庫-今村史料-7 ジャワ島軍政管轄図 不詳

文庫-今村史料-8 ラバウル測量図 第8方面軍測量印刷班

文庫-今村史料-9 終戦後の第8方面軍司令官　今村均の訓示 今村均

文庫-今村史料-10 ジャワ島地図 不詳

文庫-今村史料-11 ニューブリテン島要図　昭和18年10月製版 参謀本部


