
令和５年４月４日

登録番号 史料名 部署等

⑦教育-全般-1 帝国海軍の教育制度について 防衛研修所戦史室

⑦教育-全般-2 帝国海軍の教育制度について 防衛研修所戦史室

⑦教育-全般-3 帝国海軍の教育制度について 防衛研修所戦史室

⑦教育-全般-4
帝国海軍人事制度概説(帝国海軍における海軍予備員制度及び
召集制度概説）

防衛研修所戦史室

⑦教育-全般-5
帝国海軍人事制度概説(帝国海軍における海軍予備員制度及び
召集制度概説）

防衛研修所戦史室

⑦教育-全般-6
帝国海軍人事制度概説(帝国海軍における海軍予備員制度及び
召集制度概説）

防衛研修所戦史室

⑦教育-全般-7 帝国海軍教育並に機構の概要 防衛研修所戦史室

⑦教育-全般-8 帝国海軍教育並に機構の概要 防衛研修所戦史室

⑦教育-全般-9 帝国海軍教育並に機構の概要 防衛研修所戦史室

⑦教育-全般-10 日本海軍の教育制度 末国　正雄

⑦教育-全般-11 旧陸海軍教育関係 防研戦史部所員　熊谷光久

⑦教育-全般-12 日本海軍の砲術教育 末国　正雄

⑦教育-全般-13 旧蔵教育参考関係綴　其の１ 機関大佐　日高新郎

⑦教育-全般-14 旧蔵教育参考関係綴　其の２ 機関大佐　日高新郎

⑦教育-全般-15 旧蔵教育参考関係綴　其の３ 機関大佐　日高新郎

⑦教育-全般-16 日高新郎氏参考綴 機関大佐　日高新郎

⑦教育-全般-17 教育関係綴 二復史料

⑦教育-全般-18 部外教育便覧 海軍省教育局

⑦教育-全般-19 部外教育便覧 海軍省教育局

⑦教育-全般-20 軍人精神関係綴　昭和８．１１ 海軍中佐　藤田利三郎

⑦教育-全般-21 青年士官の部下統率術 海軍中佐　福田貞三郎

⑦教育-全般-22 兵学修習読書要訳 海軍中将　堀内三郎

⑦教育-全般-23 陸戦術（戦闘の原則） -

⑦教育-全般-24 海戦術（戦闘） -

⑦教育-全般-25 戦略参考資料　其の１～其の６ 海軍大学校

⑦教育-全般-26 体育に就いて(体育指針）昭和１６．８ 海軍中佐　鬼束鐵夫

⑦教育-全般-27 砲術士諸参考綴　昭和１７年頃 -

⑦教育-全般-32 今後の心得並に参考事項に就て　昭和２０．９ 海軍兵学校　海軍経理学校

⑦教育-全般-33 教育者とは何ぞや（軍隊教育と学問）大正１４～１５ 海軍大佐　廣瀬豊

⑦教育-全般-34 海軍戦闘教範草按　全　明治２５年３月制定 -

⑦教育-全般-35 掌電信兵志願者特殊適性検査実施　要領書 海軍省教育局

⑦教育-全般-36 講話日暦 海軍大佐　大島良之助

⑦教育-全般-37 講演参考資料　昭和１０．５ 佐世保海兵団　海軍少佐　鬼束

⑦教育-全般-38 海戦の勝敗と主将　大正１５．１１．２６　講演
呉鎮守府司令長官男爵　安保
清種

⑦教育-全般-39 昭和１１年における米国事情講話　遠航教育資料 矢牧中佐・寺崎少佐



令和５年４月４日

⑦教育-全般-40 軍事学（警備）講義案　昭和６．９ 海軍中将　伊藤整一

⑦教育-全般-41 山梨大将講話集 海上自衛隊　幹部学校　編

⑦教育-全般-42 山梨大将講話集 海上自衛隊　幹部学校　編

⑦教育-全般-43 昭和１８年９月採用初級士官教育　関係綴　昭和１９年度 総務部職員　人事係

⑦教育-全般-44 徳永栄少将（８Ｂｇ司令官）講述　占領地統治と国体 -

⑦教育-全般-45 日本海軍．陸海の体質とその教育 末国　正雄

⑦教育-全般-46
軍事教育図書目録（普の部）(備品．消耗品．貸与品）昭和１４年８
月３１日

海軍省

⑦教育-全般-47
課題答申　新兵教育に当り将校として注意すべき要件　その方法
大正１３年９月

海軍中尉　坂本伊久太

⑦教育-全般-48 第３７期海軍機関少尉候補生　訓話録　昭和３年３月 軍艦　出雲

⑦教育-全般-49 帝国海軍の教育制度について 末国　正雄

⑦教育-全般-50
帝国海軍と海上自衛隊の指揮統率　及び教育について　昭和５６
年２月１５日

中村　悌次

⑦教育-全般-51 海軍用語（運用術の部）大正１１年達　第１００号 -

⑦教育-全般-52 団内案内記(呉海兵団）大正１１年 -

⑦教育-全般-53 海国民　大正１２年５月 海軍兵曹長　中村豊作　述

⑦教育-全般-54 講演．講話（於　海軍兵学校）其の１　自大正１４年　至昭和２年 -

⑦教育-全般-55 講演．講話（於　海軍兵学校）其の２　自大正１４年　至昭和２年 -

⑦教育-全般-56 講演．講話（於　海軍兵学校）其の３　自大正１４年　至昭和２年 -

⑦教育-全般-57
富士研究資料　運用術練習艦　大正１５年～昭和３年　春日　昭
和２年～３年　航海会

-

⑦教育-全般-58 昭和５年度掌的関係綴 -

⑦教育-全般-59 現時に於ける国際法問題　昭和６年３月 榎本書記官　述

⑦教育-全般-60 軍艦金剛浮標撃留作業　昭和７年２月 -

⑦教育-全般-61 佐世保海兵団初任下士官教育参考　昭和８年１１月 -

⑦教育-全般-62 海軍沿革大要 横須賀海兵団

⑦教育-全般-63 マハン海軍戦略論（摘訳） -

⑦教育-全般-64 思想問題に関する常識 -

⑦教育-全般-65 艦橋標語 -

⑦教育-全般-66 陸軍軍隊符号 -

⑦教育-全般-67 海戦要義 -

⑦教育-全般-68 教育実施計画　第４０期運用術練習生 運用術練習艦

⑦教育-全般-69 国民判断の資料 -

⑦教育-全般-70 海国用兵論（摘訳） コルベット著

⑦教育-全般-71 海軍の現在と将来
バーナードアクウオース著　第３
１期海大甲種学生　共訳

⑦教育-全般-72 戦術作業摘録 -

⑦教育-全般-73 欧米視察談 海軍少将　加藤寛治　他

⑦教育-全般-74 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７年１２月 -

⑦教育-全般-75
我が国に於ける燃料の現況概要(機関術　整備術）連合教育資料
昭和１１年３月　於佐鎮

佐海軍需部第２課長　海軍機関
大佐　黒原退蔵



令和５年４月４日

⑦教育-全般-76 聖郷美々津 永石正孝資料

⑦教育-全般-77 国史教育資料 軍艦　周防

⑦教育-全般-78 山鹿素行の教育 広瀬　豊

⑦教育-全般-79 副長虎の巻 -

⑦教育-全般-80
現代戦争観．戦争哲学序説(アドルフラッソン戦争哲学批判）大正
１４年

海軍大佐　広瀬豊

⑦教育-全般-81 初級士官教育計画　昭和５年度 軍艦　陸奥

⑦教育-全般-82
特務士官．准士官教育査閲（口頭詰問）課題及解答　昭和９年５
月

第３艦隊司令部

⑦教育-全般-83 下士官の地位と其の職責　昭和１０年５月 軍艦　金剛

⑦教育-全般-84 教育参考資料　将器　昭和１８年７月 新竹海軍航空隊

⑦教育-全般-85 初級将校勤務心得 -

⑦教育-全般-86 海軍兵須知提要　昭和１３年１０月 海軍省教育局

⑦教育-全般-87 精神教育参考資料（前編）昭和１９年３月１日 松山海軍航空隊

⑦教育-全般-88 精神教育参考資料（後編）昭和１９年３月１日 松山海軍航空隊

⑦教育-全般-89 海軍用語　砲術の部　大正１１年６月１０日 海軍教育本部

⑦教育-全般-90 教育関係綴　昭和２０年８月 堀局員

⑦教育-全般-91 教授法　並に教授心得　昭和１９年８月１０日 海軍省教育局

⑦教育-全般-92 帝国海軍教育史　巻６ 海軍教育本部

⑦教育-全般-93 精神教育訓話資料 -

⑦教育-全般-94 精神教育資料　大正８～昭和７ -

⑦教育-全般-95 帝国海軍の教育制度について　昭和４７年１２月 防衛研修所　戦史室

⑦教育-全般-96 帝国海軍人事制度概説　昭和４７年１２月 防衛研修所　戦史室

⑦教育-全般-97 帝国海軍人事制度概説　昭和４７年１２月 防衛研修所戦史室

⑦教育-全般-98 帝国海軍教育並に機構の概要　１９７３年 防衛研修所　戦史室

⑦教育-全般-99 帝国海軍教育並に機構の概要　１９７３年 防衛研修所　戦史室

⑦教育-全般-100 帝国海軍教育並に機構の概要　１９７３年 防衛研修所戦史室

⑦教育-全般-101 帝国海軍教育並に機構の概要　１９７３年 防衛研修所戦史室

⑦教育-全般-102 帝国海軍教育並に機構の概要　１９７３年 防衛研修所戦史室

⑦教育-全般-103 海軍統帥論　米海軍兵学校編　昭和２年８月１日 海軍省教育局

⑦教育-全般-104 公文書取扱上の心得　昭和１０年　初春 呉海軍工廠造船部

⑦教育-全般-105 座右銘　昭和１７年４月２０日 連合艦隊司令部

⑦教育-全般-106 海軍特別警察隊教育資料　昭和１７年７月 第２南遣艦隊　司令部

⑦教育-全般-107 海軍統帥論　米海軍兵学校資料　昭和２年８月１日 海軍省教育局

⑦教育-全般-108 我が国海運に関する参考書　昭和１９年３月１０日 海軍省教育局

⑦教育-全般-109 米英軍用機識別参考　昭和１９年９月 海軍省教育局

⑦教育-全般-110
飛行専修予備学生．生徒用一般勤務　参考書　昭和１９年９月１
日

海軍練習連合総隊

⑦教育-全般-111
飛行専修予備学生．生徒用　分隊士勤務参考　昭和１９年９月１
日

海軍練習連空総隊



令和５年４月４日

⑦教育-全般-112
飛行専修予備学生．生徒用　当直勤務参考書　昭和１９年９月１
日

海軍練習連空総隊

⑦教育-全般-113 飛行専修予備学生．生徒用　衛兵副司令　甲板士官　勤務参考書 海軍練習連空総隊

⑦教育-全般-114 海軍兵学校　機関学校　経理学校　現状　昭和１９年１月 海軍省教育局

⑦教育-全般-116 執務参考書　昭和１７年５月１日 -

⑦教育-全般-117 分隊士人事取扱参考　昭和１９年１２月 館山海軍砲術学校

⑦教育-全般-118
高等科学生用　電機術参考書　直流発電機　及　直流電動機　昭
和１３年３月

海軍通信学校

⑦教育-全般-119
高等科学生用　電機術参考書　無線用発動発電機　ＴＭ軽便発電
機　取扱法大要　昭和１３年３月

海軍通信学校

⑦教育-全般-120
電機術参考書　高等科学生用　交流発電機　交流電動機　変圧器
昭和１３年３月

海軍通信学校

⑦教育-全般-121 電磁気学 海軍通信学校

⑦教育-全般-122 軍事参考資料分類表 海軍大学校

⑦教育-全般-123 精神教育参考　昭和１７．１０ 海軍省教育局

⑦教育-全般-124 隊列中軍艦運用心得　艦隊投錨心得　明治４４．６ 学務掛

⑦教育-全般-125 勝て兜の緒を締めよ -

⑦教育-全般-126 増補　仏文海軍実用文例 -

⑦教育-全般-127 送仮字法　付句読法及記註法付表附図　大正８．４ 海軍軍令部．戦史編纂

⑦教育-全般-128 軍人勅諭述義原論 海軍省教育局

⑦教育-全般-129 百雄魂 長島　萬里

⑦教育-全般-130 勅論衍義　上 近藤　眞琴

⑦教育-全般-131 海軍一般　昭和３．３ 横須賀海軍人事部

⑦教育-全般-132 思想調査資料　第８集　昭和５．１１ 文部省学生部

⑦教育-全般-133 国防常識（海軍中将　末次信正講演）昭和６．５ 舞鶴要港部

⑦教育-全般-134 楠公精神の顯揚(文学博士　中村孝也） 海軍省教育局

⑦教育-全般-135 闘戦経　全 海軍省教育局

⑦教育-全般-136 東郷元帥の偉業　昭和１０．４ 海軍省

⑦教育-全般-137 軍人小訓 横須賀鎮守府

⑦教育-全般-138 リットン報告書（英文．和文） 中央公論別冊

⑦教育-全般-139 精神教育参考資料　昭和１１．７ 横須賀海軍航空隊

⑦教育-全般-140 精神教育参考資料　続編 -

⑦教育-全般-141 高等科整備術練習生用　精神教育参考書　昭和１４．６ 横須賀海軍航空隊

⑦教育-全般-142
分隊士勤務参考　下士官兵身上取扱法　分隊書類整備法　海軍
刑法懲罰令　短艇指揮法

海軍省教育局

⑦教育-全般-143 海軍機関．工作関係用語 学友会

⑦教育-全般-144 海軍統帥論 海軍省教育局

⑦教育-全般-145 帝国在郷軍人会　第５回講習会講義録 帝国在郷軍人会本部

⑦教育-全般-146 山本伯実歴談　海軍参考資料 海軍大臣官房

⑦教育-全般-147 常用単位と略字 横須賀海軍工廠造兵部

⑦教育-全般-148 海軍機関　関係用語　昭和１４．３．３０ 軍事教育図書



令和５年４月４日

⑦教育-全般-149 気象学 -

⑦教育-全般-150 国防常識(海軍中将　末次信正講演） 舞鶴要港部

⑦教育-全般-151 揚子江と其実的諸連鎖(甲種学生講話覚）大正１５．３ -

⑦教育-全般-152 支那国情(甲種学生講義覚）大正１５．６ 久保田中佐述

⑦教育-全般-153 支那国情(甲種学生講義覚）大正１５．６ 久保田中佐述

⑦教育-全般-154 第２遣外艦隊　警備講習講義案 -

⑦教育-全般-155 海軍機関科将校　制度教育問題綴Ｎｏ６　昭和１０ -

⑦教育-全般-156 海軍機関科将校　制度教育問題綴Ｎｏ１　大正１３ -

⑦教育-全般-157 海軍機関科将校　制度教育問題綴Ｎｏ２　大正１３ -

⑦教育-全般-158 海軍機関科将校　制度教育問題綴Ｎｏ３　大正１３ -

⑦教育-全般-159 海軍機関科将校　制度教育問題綴Ｎｏ４　大正１５ -

⑦教育-全般-160 海軍機関科将校　制度教育問題綴Ｎｏ５　大正１５ -

⑦教育-全般-161 国家戦略 フロスト少佐

⑦教育-全般-162 化学兵器参考資料　昭和６ -

⑦教育-全般-163 機関科将校問題　昭和１０．４ -

⑦教育-全般-164 文例．用字例等　昭和１４．４ 海軍大臣官房

⑦教育-全般-165 海軍電気関係用語　昭和１５．６ 海軍機関学会

⑦教育-全般-166 米国海戦史参考　第１次世界大戦経過概暦　昭和１８．２ 海軍大佐　竹内馨

⑦教育-全般-167 往古に於ける印度人及びポリネシア人と海洋との関係、ほか 海軍中将　中島資朋

⑦教育-全般-168 予量参考資料　昭和１７ 横廠造機部

⑦教育-全般-169 常識としての礼儀作法 学友会

⑦教育-全般-170 思想研究資料　合本　其の１　昭和７～１０ 海軍省教育局

⑦教育-全般-171 思想研究資料　合本　其の２　昭和１０ 海軍省教育局

⑦教育-全般-172 思想研究資料　合本　其の３　昭和１１ 海軍省教育局

⑦教育-全般-173
雑誌「創造」合本　昭和８年４月．５月．８月号　昭和８年満洲国再
認識号　４冊

創造社

⑦教育-全般-174 雑誌「興国」２冊合本　昭和８年６月号　９月号 興国社

⑦教育-全般-175 内閣情報局編集　週報合本　昭和１３年～１９年の間のもの１４冊 -

⑦教育-全般-176 現地報告　特集　日米危機に備える　昭和１６．２ 文芸春秋社

⑦教育-全般-177 精神教育関連資料綴９件 -

⑦教育-全般-178 海軍功績調査の常識 海軍功績調査部

⑦教育-全般-179 思想研究資料　其１　自第２６号～至第３５号 海軍省教育局

⑦教育-全般-180 思想研究資料　其２　自第３６号～至第５０号 海軍省教育局

⑦教育-全般-181 思想研究資料　其３　自第５１号～至第６５号 海軍省教育局

⑦教育-全般-182 思想研究資料　其４　自第６７号～至第８０号 海軍省教育局

⑦教育-全般-183 思想研究資料　其５　自第８１号～至第９５号 海軍省教育局

⑦教育-全般-184 思想研究資料　其６　自第９６号～至第１０５号 海軍省教育局
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⑦教育-全般-185 思想研究資料　其７　自第１０６号～至第１１５号 海軍省教育局

⑦教育-全般-186 思想研究資料　其８　自第１１６号～至第１２８号 海軍省教育局

⑦教育-全般-187 思想研究資料　其９　自第１２９号～至第１４０号 海軍省教育局

⑦教育-全般-188 思想研究資料　其１０　自第１４１号～至第１５１号 海軍省教育局

⑦教育-全般-189 百題短話 海軍大佐　福地嘉太郎述

⑦教育-全般-190 トラファルガーの海戦 関根郡平述

⑦教育-全般-191 海岸防禦論
仏国海軍大尉　アルベールク
ラッセイ著

⑦教育-全般-192 戦略論（付録第１）
米海大佐ジョージメイヤース著
海大研究部訳註

⑦教育-全般-193 戦略論（付録第２）
米海軍大佐ジョージメイヤース
著　海大研究部訳註

⑦教育-全般-194 戦略論 米国海軍大佐マイヤー著

⑦教育-全般-195 各種思想の批判及日本精神 海軍省教育局

⑦教育-全般-196 聖上陛下の御聖徳に就て　昭和１２．１ 呉海軍工廠

⑦教育-全般-197 秘　米国海戦史料雑録其２ 海軍大学校戦史科

⑦教育-全般-198 秘　米国の極東政策　摘録　昭和１４．１１
海軍大学校教官　海軍中佐　竹
内馨述

⑦教育-全般-199 新統合組織綴（海洋団体）昭和２０．６ 海軍省教育局３課長

⑦教育-全般-200 欧州戦の経験に基く戦術の趨勢　第１巻　大正１０．１１ 偕行社

⑦教育-全般-201 欧州戦の経験に基く戦術の趨勢　第２巻　大正１０．１１ 偕行社

⑦教育-全般-202 欧州戦の経験に基く戦術の趨勢　第３巻　大正１０．１１ 偕行社

⑦教育-全般-203 軍隊教育と宗教付　軍隊教育学の趨勢　大正１１．１２ 海軍中佐　広瀬豊

⑦教育-全般-204 戦争の意義　大正１２．３ 海軍中佐　広瀬豊

⑦教育-全般-205 軍隊成立の基礎　大正１２．４ 海軍中佐　広瀬豊

⑦教育-全般-206 軍隊結合の基礎　大正１２．４ 海軍中佐　広瀬豊

⑦教育-全般-207 軍人性欲の研究　大正１２．６ 海軍中佐　広瀬豊

⑦教育-全般-208 軍隊教育と社会教育　大正１２．１０ 海軍中佐　広瀬豊

⑦教育-全般-209 軍隊教育と社会教育　大正１２．１０ 海軍中佐　広瀬豊

⑦教育-全般-210 思想研究資料第２５号　歴代御戦選集 海軍省教育局

⑦教育-全般-211 思想研究資料第３６号　日本精神(文学博士）平泉澄　執筆 海軍省教育局

⑦教育-全般-212 思想研究資料第３７号　礼と日本精神（安岡正篤氏講演） 海軍省教育局

⑦教育-全般-213 思想研究資料第３８号　仁義忠考(文学博士）紀平正義執筆 海軍省教育局

⑦教育-全般-214
思想研究科第５０号　尊王思想の発達(文学博士）中村考也氏講
演

海軍省教育局

⑦教育-全般-215 偕行社記事第５７２号付録　思想問題に関する一部の研究 呉海兵団練習部

⑦教育-全般-216 偕行社記事第５８１号付録　心理学講話　大正１２．１ 呉海兵団練習部

⑦教育-全般-217 軍事教育学の基礎としての戦争哲学　上巻 海軍中佐　広瀬豊述

⑦教育-全般-218 勅諭下賜５０年記念　昭和７．１．４ 海軍省教育局

⑦教育-全般-219 命令服従と其の責任　昭和１２．１２．１５ 海軍少将　中島権吉

⑦教育-全般-220 文例．用字例等　昭和１４．４ 海軍大臣官房
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⑦教育-全般-221 武経要略　全　昭和１３．１０ 海軍兵学校　教育参考館

⑦教育-全般-222 海軍宣伝大意 富田教官

⑦教育-全般-223 雑誌「世界の艦船」記載論文　大西洋の戦い 青木　栄一

⑦教育-全般-224 誠忠録 海軍省　海軍軍事普及部

⑦教育-全般-225 海戦術講義摘要 山口海軍大佐

⑦教育-全般-226 詔勅及令旨集 -

⑦教育-全般-227 米国艦隊関係　事項講義案　昭和１６．１ 海軍航空本部

⑦教育-全般-228 在比島第７６３航空隊　副長講話等資料　昭和２０．１～同年．８ 海軍中佐　田中次郎

⑦教育-全般-229 思想研究資料第５３号　統帥の精神 海軍省教育局

⑦教育-全般-230 海軍戦略講義草案　第１編　第２編 海軍大佐　松村龍雄

⑦教育-全般-231 英文実用例　昭和１１ 練習艦隊司令部

⑦教育-全般-232 趣味の暗号 海軍省教育局

⑦教育-全般-233 初級戦術講授手簿　全 -

⑦教育-全般-234 戦史交話会綴

⑦教育-全般-235 軍人勅諭述義原論 海軍省教育局

⑦教育-全般-236 海軍戦略講義草案　第３編～第４編 海軍大佐　松村龍雄講述

⑦教育-全般-237 海軍戦略　第５編～第７編 海軍大佐　松村龍雄講述

⑦教育-全般-238 清国地名箋　明治４３．３ 海軍軍令部

⑦教育-全般-239 明治３８．５．１３～３８．１０．１６に陸海軍に賜はりたる勅論．勅語 -

⑦教育-全般-240 盲蛇（上巻）明治４３．９ 水交社学務掛

⑦教育-全般-241 盲蛇（下巻）明治４３．９ 水交社学務掛

⑦教育-全般-242 文部省嘱託英語顧問　パーマ氏講演筆記　大正１２．１０ 海軍教授　三島和介

⑦教育-全般-243 海軍統帥論　昭和２．８．１ 海軍省教育局

⑦教育-全般-244 嚶鳴館遺稿叙 -

⑦教育-全般-245
九州帝国大学教授理学博士　河村幹雄講演　日米不戦論　昭和
２．５．１８

-

⑦教育-全般-246 将校教育資料　英国海軍史　１　明治３３．１０．１０ 海軍教育本部

⑦教育-全般-247 軍隊心理の研究　大正１０．９．１０ 海軍中佐　広瀬豊

⑦教育-全般-248 軍人勅諭徹底解説 里見　岸雄

⑦教育-全般-249 統帥の精神　昭和６．２ 海軍省教育局

⑦教育-全般-250 群衆の心理と倫理　昭和７．６ 海軍省教育局

⑦教育-全般-251 聖上陛下御日常の一端に関する謹話　昭和１２．４ 出光海軍兵学校長

⑦教育-全般-252 詔勅及各種参考資料 -

⑦教育-全般-253 海軍陸戦隊史料 -

⑦教育-全般-254 群衆心理と指導原理 海軍省教育局

⑦教育-全般-255 工学便覧 佐世保海軍工廠

⑦教育-全般-256 勅諭写　明治１５．１．４ 海軍省
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⑦教育-全般-257 勅諭写　大正１．７．３１ 海軍省

⑦教育-全般-258 普通軍事教育図書定数簿　備品．消耗品．貸与品　昭和１６．１１ 海軍省教育局

⑦教育-全般-259 普通軍事教育図書定数簿　備品．消耗品．貸与品　昭和１６．１１ 海軍省教育局

⑦教育-全般-260 普通軍事教育図書定数簿　備品．消耗品．貸与品　昭和１６．１１ 海軍省教育局

⑦教育-全般-261 帝国海軍人事制度概説 -

⑦教育-全般-262 帝国海軍の教育制度について -

⑦教育-全般-263 軍政学改正　指導方針案　昭和１５．７．７ -

⑦教育-全般-264 南清方面警備参考書 -

⑦教育-全般-265 海軍砲員心得　航海士勤務心得 -

⑦教育-全般-266 甲板士官．分隊士心得 -

⑦教育-全般-267 士官候補生訓練手引（訳）明治４３．９ 舞鶴水雷団長

⑦教育-全般-268 艦政班戦跡視察予定表 独逸駐在武官

⑦教育-全般-269 航海．通信．砲戦術　兵棋演習　合冊 -

⑦教育-全般-270 一般勤務参考　准士官学生参考書　昭和１８．９ -

⑦教育-全般-271 海軍括要　１ -

⑦教育-全般-272 海軍図識地 村田文夫訳

⑦教育-全般-273 英国．航海規則　明治２年 -

⑦教育-全般-274 英国．航海規則　２ -

⑦教育-全般-275 上陸要訳
セイロールス．ポッケット．ブック
抄訳　海軍少尉　山内万寿次訳

⑦教育-全般-276 思想研究資料目次　第１～７２号　昭和４年～６．１１ 海軍省教育局

⑦教育-全般-277 思想研究資料　第１～３号 海軍省教育局

⑦教育-全般-278 思想研究資料　第１５．１６．１９～２５号　昭和４．９～１２月 海軍省教育局

⑦教育-全般-279 思想研究資料　第１１～２０号　昭和４．７～１０月 海軍省教育局

⑦教育-全般-280 思想研究資料　第２１～３０号　昭和４．１０～５．２ 海軍省教育局

⑦教育-全般-281 思想研究資料　第３１～４０号　昭和５．２～７月 海軍省教育局

⑦教育-全般-282 思想研究資料　第４１～５０号　昭和５．７～６．１ 海軍省教育局

⑦教育-全般-283 思想研究資料　第５１～６０号　昭和６．１～６．５ 海軍省教育局

⑦教育-全般-284 思想研究資料　第６１～７０号　昭和６．６～６．１１ 海軍省教育局

⑦教育-全般-285 思想研究資料　第７１～８０号　昭和６．１１～７．４ 海軍省教育局

⑦教育-全般-286 思想研究資料　第８１～９０号　昭和７．４～７．９ 海軍省教育局

⑦教育-全般-287 思想研究資料　第９１～１００号　昭和７．９～８．５ 海軍省教育局

⑦教育-全般-288 思想研究資料　第１０１～１０３．１０５．１０６号　昭和８．５～１０月 海軍省教育局

⑦教育-全般-289 思想研究資料　第１３４．１３６～１４０号　昭和１０．１０～１１．１ 海軍省教育局

⑦教育-全般-290 初級将校之友 -

⑦教育-全般-291 潜水工上昇時及び休憩時間　比較表　大正１５年 -

⑦教育-全般-292 工場従業員教育に関する研究　昭和１１．１ 呉海軍工廠砲熕部
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⑦教育-全般-293 国防と日本精神 海軍教育局

⑦教育-全般-294 明治聖訓 -

⑦教育-全般-295 海軍各学校　採用に関する件　昭和１９．２０年 -

⑦教育-全般-296 人的準備(７５期以降）昭和１９年 -

⑦教育-全般-297
講話資料(合冊）・海軍記念日講演資料　・日本海海戦記念日講演
資料　・海軍兵学校概要

-

⑦教育-全般-298 部外教育便覧　昭和１８年１０月１日 海軍省教育局

⑦教育-全般-299 海軍省教育訓練関係史料綴　昭和１２年～昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-全般-300
思想研究資料第１１４号　犯罪人の心理(高島平三氏　講述）昭和
９年

海軍省教育局

⑦教育-全般-301 海軍兵須知提要　昭和１５年３月 海軍省教育局

⑦教育-全般-302 軍隊教育規則　施設関係軍人教育実施規程　鈔録 -

⑦教育-全般-303 設営隊準備並勤務要綱　昭和１９年４月１０日 海軍施設本部

⑦教育-全般-304 施設機械の整備取扱と之が愛護　昭和１９年４月１０日 海軍施設本部

⑦教育-全般-305 施設機械化に関する心構えと実践　昭和１９年４月２０日 海軍施設本部

⑦教育-全般-306 本部長訓示集　昭和１９年４月２０日 海軍施設本部

⑦教育-全般-307 設営隊技術科士官を対象とする精神教育　昭和１９年５月２０日 海軍施設本部

⑦教育-全般-308 公文書並に用語例　昭和１９年７月１日 海軍施設本部

⑦教育-全般-309 公文書並に用語例　昭和１９年７月１日 海軍施設本部

⑦教育-全般-310
緊急戦備に従事する特設設営隊及施設部部隊勤務要綱　昭和１
９年９月７日

海軍施設本部

⑦教育-全般-311 施設自主性と業務遂行上の反省　昭和１９年１０月２５日 海軍施設本部

⑦教育-全般-312 躾要綱　昭和２０年３月２０日 海軍施設本部

⑦教育-全般-313
海軍施設各部機能の積極化と青年士官の地位　昭和２０年３月２
０日

海軍施設本部

⑦教育-全般-314 軍歌集　昭和２０年８月１日 海軍施設本部

⑦教育-全般-315 海軍兵須知提要　昭和１８年１２月 海軍省教育局

⑦教育-全般-316 海軍喇叭譜草案　昭和１５年 -

⑦教育-全般-317 海軍喇叭譜草案　昭和１５年 -

⑦教育-全般-318
技術関係海軍大学校選科学生の必要及之が教育実習並に待遇
に関する件　昭和３年１２月

海軍中将　波多野貞夫

⑦教育-全般-319 海軍兵須知提要　昭和１７年８月 海軍省教育局

⑦教育-全般-320 海軍４等兵衛生参考書　昭和１７年８月 海軍省教育局

⑦教育-全般-321 研究実験成績報告　艦船艤装上の心理学的考察 海軍技術研究所

⑦教育-全般-322 海軍．兵学校．機関学校．経理学校　現状　昭和１７年４月 -

⑦教育-全般-323 海軍志願兵読本　昭和１９年 海軍省人事局

⑦教育-全般-324 海軍読本巻６乙級用下 -

⑦教育-全般-324_2 海軍読本附録語句解釈 霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-全般-325 建国の理想と国家の使命 海軍中将加藤寛治

⑦教育-全般-326 副島少佐統帥参考 -

⑦教育-全般-327 躾要綱次室士官心得 海軍施設本部



令和５年４月４日

⑦教育-全般-328 教育上より見たる内容充実に関する所見 海軍少将　後藤　章

⑦教育-全般-329 海軍一般 呉海軍人事部

⑦教育-全般-330 青年訓練参考書 海軍省

⑦教育-全般-331 世界戦争ニ於ケル独逸海軍戦略
ウォルフガング・ウェゲナー(校
閲；海軍大佐佐藤脩、訳述；海
軍大尉高瀬五郎）

⑦教育-全般-332 昭和十年度海軍記念日 講演官心得 海軍軍事普及部

⑦教育-全般-333 昭和六年ニ発生スル満洲事変ノ梗概 第一艦隊司令部

⑦教育-全般-334 思想研究資料号外戦勝と心的諸要素（海軍大佐 園田滋執筆） 海軍省教育局

⑦教育-全般-335 昭和１３年３月　初任下士官特別教育参考書 海軍省教育局

⑦教育-全般-336 機関実習参考書 海軍兵学校（推定）

⑦教育-全般-337 信号処理上心得置くべき艦内編制の概要 不詳

⑦教育-全般-338 電測査閲問題（電測指揮官用・下士官兵用） 不詳

⑦教育-全般-339 軍極秘　無線方位測定 不詳

⑦教育-全般-340 思想研究資料号外　海軍訓話逸話選 海軍省教育局

⑦教育-兵術-1 一般参考資料　第１集 -

⑦教育-兵術-2 一般参考資料　第２集 -

⑦教育-兵術-3 一般参考資料　第３集 -

⑦教育-兵術-4 兵術研究参考資料集録　其の１ -

⑦教育-兵術-5 兵術研究参考資料集録　其の２ -

⑦教育-兵術-6
憲法上の統帥権に就て　帷幄大権に関する思想の変遷と誤謬の
原因

金子堅太郎　中島権吉

⑦教育-兵術-7 兵術研究資料　其の１ -

⑦教育-兵術-8 兵術研究資料　其の２ -

⑦教育-兵術-9 兵術研究資料　統帥 -

⑦教育-兵術-10 兵術問題解決法(情況判断と決心）昭和８年７月１４日 -

⑦教育-兵術-11 兵術作業解答範例 -

⑦教育-兵術-12 兵術雑録
堀内三郎海軍中将　今村修海
軍中将

⑦教育-兵術-13_2 海戦要義 海軍中将　佐藤鉄太郎

⑦教育-兵術-14 海戦要義　２／２ 佐藤鉄太郎中将

⑦教育-兵術-15
佐世保鎮守府　第２回兵術連合教育　昭和１２年１月１９日～１２
年３月２０日

-

⑦教育-兵術-16 珊瑚海海戦に関する米海軍大学校の戦略的戦術的分析 -

⑦教育-兵術-17 艦砲操式改定案（大中口径覚）大正１０年３月 海軍砲術学校

⑦教育-兵術-18 機関銃戦例集　大正６年７月 陸軍歩兵学校

⑦教育-兵術-19 教育参考資料（対潜）第１号護衛艦長心得　昭和１９年４月２０日 海軍省教育局

⑦教育-兵術-20
９５式水上偵察機に依る垂直旋回中及後上方に対する旋回銃射
撃の研究　昭和１１年７月

横須賀海軍航空隊

⑦教育-兵術-21 宙返り追従中の９５式水偵固定銃射撃法の研究　昭和１３年４月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-兵術-22
独空軍に於ける電波探信機の妨信法に就いて　昭和１９年２月２９
日

海軍技術研究所　電波研究所

⑦教育-兵術-23 英国航空母艦に対する攻撃法 横須賀海軍航空隊



令和５年４月４日

⑦教育-兵術-24 軍艦鬼怒応急計画要表　昭和１３年１２月１５日 -

⑦教育-兵術-25 第７改正　艦隊運動程式　昭和９年１月１５日 海軍省教育局

⑦教育-兵術-26 ジャットランド海戦より採りたる砲戦術問題集　昭和１６．２．１７ 海軍省教育局

⑦教育-兵術-27
昭和１５年連合艦隊晝間２種戦闘　射撃に対する砲術学校所見
昭和１６．２

海軍省教育局

⑦教育-兵術-28
昭和１６年連合艦隊晝間甲種戦闘　射撃に対する砲術学校所見
昭和１６．５

海軍省教育局

⑦教育-兵術-29 連合艦隊戦闘射撃に対する砲術学校所見　昭和１６ 海軍省教育局

⑦教育-兵術-30 爆撃　回避の狙い所　昭和１８．４．３０ 海軍省教育局

⑦教育-兵術-31 ９９式　２０粍１号固定機銃２型　改１操法草案 多賀城海軍工廠

⑦教育-兵術-32 運動用図を使用する占位運動の研究
沢風駆逐艦長　海軍少佐　石井
永

⑦教育-兵術-33 陸戦操式草案 -

⑦教育-兵術-34 陸戦操式改変　概要抜粋 -

⑦教育-兵術-35 陸上砲戦戦闘 -

⑦教育-兵術-36 投射操式　昭和１６．１０．１５ 海軍省教育局

⑦教育-兵術-37 水際障碍物の研究　昭和１６．１１ -

⑦教育-兵術-38 機銃射撃指揮法参考書　昭和１８．９ 軍艦筑摩

⑦教育-兵術-39 戦時商船航海術参考書　昭和１８．１１．１５ 海軍省教育局

⑦教育-兵術-40 見張要訣　航空機識別　参考書　昭和１９．４ 第５６警備隊

⑦教育-兵術-41 方位角判定の参考　昭和１４．１０ -

⑦教育-兵術-42 陸上砲台砲戦の参考資料　昭和１６．６ 呉　鎮守府

⑦教育-兵術-43 航海運用資料　大正１３．１０～昭和１８．１ -

⑦教育-兵術-44 陸戦関係資料 -

⑦教育-兵術-45 陸戦参考資料　昭和３～７ -

⑦教育-兵術-46 敵軍戦法早わかり(米国の上陸作戦） -

⑦教育-兵術-47
兵術参考　准士官学生用　船体兵器機関進歩の現状　航空術一
般　潜水艦の概要

海軍省教育局

⑦教育-兵術-48 兵術要論及兵術精髄 畑中蔵書

⑦教育-兵術-49 航海計画 -

⑦教育-兵術-50 艦砲操式　其の１ 斉藤　一水

⑦教育-兵術-51 海軍兵器説明　付　帝国軍艦一覧 上野　義八郎

⑦教育-兵術-52 艦隊運動軌範　明治１２．１０出般 海軍軍務局

⑦教育-兵術-53 掌水雷執務便覧　全　明治３６．１１ 海軍水雷術練習所

⑦教育-兵術-54 海軍砲術問答　全　明治４１．４ -

⑦教育-兵術-55 海軍銃隊操式　全 -

⑦教育-兵術-56 海軍兵須知提要　大正９．１１ 海軍教育本部

⑦教育-兵術-57 海軍４等水兵運用術　教科書　大正１０．１２ 海軍教育本部

⑦教育-兵術-58 海軍４等船匠兵船　匠術教科書　大正１０．２ 海軍教育本部

⑦教育-兵術-59 海軍軍歌　大正１１．１ 海軍教育本部



令和５年４月４日

⑦教育-兵術-60 海軍４等船匠兵　運用術．砲術．教育書 -

⑦教育-兵術-61 海軍航海術　第４編　海洋気象学　大正１２ -

⑦教育-兵術-62 普通科信号術練習生　信号術教科書　大正１２．１ 海軍教育本部

⑦教育-兵術-63 陸戦教範　大正１４．１１．２８ 海軍大臣　財部彪

⑦教育-兵術-64 陸戦操式　大正１４．１１．２８ 海軍大臣　財部彪

⑦教育-兵術-65 海軍４等水兵砲術　水雷術．航空術．教科書　大正１５．９ 海軍省教育局

⑦教育-兵術-66 陸戦操式　昭和５．７．２６ 海軍大臣　財部彪

⑦教育-兵術-67 特命検閲覚書　昭和１０．４ 横須賀鎮守府

⑦教育-兵術-68 海戦史話　前編　昭和１１．８ 呉警備戦隊司令部

⑦教育-兵術-69 海戦史話　後編　昭和１１．１０ 呉警備戦隊司令部

⑦教育-兵術-70 陸戦参考書　昭和１１．１２ 海軍砲術学校

⑦教育-兵術-71
一般勤務参考　公文書取扱法．兵備品取扱法　造修手続保存整
備　帝国海軍制度組織　昭和１９．６

海軍省教育局

⑦教育-兵術-72 砲熕射撃成績表　二止 -

⑦教育-兵術-73 短艇運用術 -

⑦教育-兵術-74 艦隊航海術　第２編　艦隊の運動法　大正１０．１ 連合艦隊

⑦教育-兵術-75 照準盤に関する記録　明治３５ 海軍大尉　竹内重利考案

⑦教育-兵術-76 楠公兵術集 -

⑦教育-兵術-77 陸戦々務．哨兵．教授参考書 -

⑦教育-兵術-78 陸戦々務　斥候　伝令　連絡兵　教授参考書 -

⑦教育-兵術-79 海軍戦術 -

⑦教育-兵術-80 大日本海軍　艦隊運動程式　第２版　明治２１年 -

⑦教育-兵術-81 大日本海軍　艦隊運動程式　第３版 -

⑦教育-兵術-82 ４隻同時射撃側方観測法 堀江比叡砲術長

⑦教育-兵術-84 基本戦術講義摘要　大正１５年８月 坂本海軍中佐

⑦教育-兵術-85 海戦術　第４．５編　大正２年９月 齋藤海軍中佐

⑦教育-兵術-86 海戦術(第２．第３編．付録を含む）大正２年４月 齋藤海軍中佐

⑦教育-兵術-87 艦隊運動指引　明治１４年 海軍軍務局

⑦教育-兵術-88 艦隊運動軌範　明治１２年 海軍軍務局

⑦教育-兵術-89 艦隊運動軌範　続編　明治１５年 海軍軍務局

⑦教育-兵術-90 水雷艇隊概則 -

⑦教育-兵術-91 築城施設参考書　其の１　「築城兵術概論」　昭和１９年１月１５日 海軍施設本部

⑦教育-兵術-92 設営隊準備並勤務要綱　昭和１９年６月１日 海軍施設本部

⑦教育-兵術-93 防空砲台施設計画並に実施要領　昭和２０年５月１０日 海軍施設本部

⑦教育-兵術-94 設営隊の指揮統率　昭和２０年４月５日 海軍施設本部

⑦教育-兵術-95 上陸掩護研究射撃書類　昭和２年度
上陸掩護研究射撃　海軍委員
長用

⑦教育-兵術-96 駆逐隊砲戦術　石川信吾少将関連史資料 石川信吾



令和５年４月４日

⑦教育-兵術-97 海戦術　１ 斎藤海軍中佐

⑦教育-兵術-98 航空機ト海戦 海軍軍令部

⑦教育-兵術-99
昭和２年７月　海軍少佐奥田喜久司述
術科講習員用
海軍航空戦術軍制参考書

霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-兵術-100
昭和４年２月　海軍少佐奥田喜久司述
（第1改正　将校学生用）
海軍航空戦術軍政参考書

霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-兵術-101
昭和４年２月　海軍少佐奥田喜久司述
（第1改正）
海軍基本戦術参考書

霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-演習訓練-1 陸海軍連合大演習記事　付図　明治２３年実施の演習 -

⑦教育-演習訓練-2 海軍大演習記　明治２５年 海軍軍令部

⑦教育-演習訓練-3 大正末　昭和初期演習関係等綴 -

⑦教育-演習訓練-5 兵棋　及　図上演習規則　明治末期 海軍大学校

⑦教育-演習訓練-6 海軍図上演習規則　昭和初期 海軍大学校

⑦教育-演習訓練-7 海軍兵棋演習規則　旧版．昭和初期 海軍大学校

⑦教育-演習訓練-8 海軍兵棋演習規則　図上演習規則　大正３年３月　改定 海軍大学校

⑦教育-演習訓練-9 海軍兵棋演習規則　付録別冊　大正１４．５　改定 海軍大学校

⑦教育-演習訓練-10 海軍兵棋演習規則　付録別冊 -

⑦教育-演習訓練-11 ＧＦ第１回図演赤軍特別方略　一般方略 杉田　敏三

⑦教育-演習訓練-12 佐世保鎮守府連合特別陸戦隊　図上演習　昭和１７ -

⑦教育-演習訓練-13 特別大演習関係表　昭１１ -

⑦教育-演習訓練-14 海軍特別大演習観艦式記録　昭和５ 兵庫県

⑦教育-演習訓練-15 特別大演習観艦式関係　昭和５ 海軍省

⑦教育-演習訓練-16
特別大演習観艦式関係(写真員．記者．新聞発表．勅語取扱．外
国武官）昭和１１

海軍省

⑦教育-演習訓練-17 観艦式関係綴（紀元２６００年）昭和１４～１５ 海軍省

⑦教育-演習訓練-18 帝国軍艦遠洋航海一覧表　明治４～昭和１２ -

⑦教育-演習訓練-19 練習艦隊記事　大正７ -

⑦教育-演習訓練-20 堪察加警備報告　巻１　大正１３ 第１８駆逐隊

⑦教育-演習訓練-21 堪察加警備報告　巻２　大正１３ 第１８駆逐隊

⑦教育-演習訓練-22 練習艦隊記事　昭和２年度 練習艦隊司令部

⑦教育-演習訓練-23 練習艦隊記事　昭和４年度 練習艦隊司令部

⑦教育-演習訓練-24 練習艦隊記事　昭和５．６年度 練習艦隊司令部

⑦教育-演習訓練-25 練習艦隊記事　昭和８．９年度 練習艦隊司令部

⑦教育-演習訓練-25_2 昭和８．９年度練習艦隊記事(軍艦磐手．浅間） 練習艦隊司令部

⑦教育-演習訓練-26 練習艦隊記事　昭和３年度 練習艦隊司令部

⑦教育-演習訓練-27 練習艦隊記事　昭和９．１０年度 練習艦隊司令部

⑦教育-演習訓練-28 練習艦隊記事　昭和１５年度 練習艦隊司令部

⑦教育-演習訓練-29 遠洋航海訪問国参考資料　昭和４２年度 海上幕僚監部　調査部

⑦教育-演習訓練-30 練習航海中諸勤務等綴　昭和１１ 軍艦　八雲

⑦教育-演習訓練-31 第１０戦隊出動訓練実施要領　昭和１９．１ 第１０戦隊
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⑦教育-演習訓練-32 練習艦隊関係記事 -

⑦教育-演習訓練-33 遊泳術指導堤要　昭和１８年６月 三重航空隊

⑦教育-演習訓練-34 体操説明図 -

⑦教育-演習訓練-35 体術（柔道）第１過程案　昭和１８年１０月 美保海軍航空隊

⑦教育-演習訓練-36 第１水雷戦隊戦策　昭和２年度 第１水雷戦隊　司令部

⑦教育-演習訓練-37 砲隊教範草案　昭和１８年７月 海軍省教育局

⑦教育-演習訓練-38 １２糎高角砲（Ｃ型砲架）操法案　４５口径　１０年式　昭和１９年 -

⑦教育-演習訓練-39 体育研究所概要　昭和２年２月２５日 体育研究所

⑦教育-演習訓練-40
艦船部隊における体育主任参考資料　体育概説　昭和１８年１月
２０日

海軍省教育局

⑦教育-演習訓練-41 ６吋砲　３吋砲　教練射撃実施計画　大正５年６月２０日 扶桑艦長　向井弥一

⑦教育-演習訓練-42 演習指導綴　昭和５年度 太田少佐

⑦教育-演習訓練-43
長江警備砲艦乗員の健康保持　並に増進に就いて　昭和１６年１
２月２５日

海軍省教育局

⑦教育-演習訓練-44 海軍喇叭譜草案　昭和１６年１２月 海軍省教育局

⑦教育-演習訓練-45 陸戦隊関係 -

⑦教育-演習訓練-46 第５回野外演習実施要領　大正１５年度 指揮官　大川内伝七

⑦教育-演習訓練-47 発令所長服務参考事項摘録　昭和２年３月 海軍少佐　秋山門造

⑦教育-演習訓練-48 海岸要塞に就いて　昭和２年１０月 大島砲兵中佐

⑦教育-演習訓練-49 特別大演習参考諸表　昭和８年 特別大演習　統監部

⑦教育-演習訓練-50 戦闘範令　昭和１０年 八角史料

⑦教育-演習訓練-51 佐世保鎮守府　基本演習　連合野外演習報告　大正５年１０月 野村　房次郎

⑦教育-演習訓練-52 軍艦鳳翔教育計画　昭和６年 -

⑦教育-演習訓練-53 明治３３年度後半期水雷発射　成績表　明治３５年４月 海軍教育本部

⑦教育-演習訓練-54 軍艦常磐練習艦隊中に於ける錨作業　大正８．９年 -

⑦教育-演習訓練-55 射撃幹部員測的員探照灯員　訓練法　大正１３年 軍艦扶桑

⑦教育-演習訓練-56 大演習機関に関する実施事項並所見　大正１３年１０月 第３水雷戦隊

⑦教育-演習訓練-58 揚陸並陸上演習指導要領　昭和３年６月１８日 演習指導官

⑦教育-演習訓練-59 新３等機関兵特別教育実施計画　昭和５年５月 軍艦妙高

⑦教育-演習訓練-60 陸戦操式草案抜粋(綱領分隊．小隊戦闘の部） -

⑦教育-演習訓練-61 砲台訓練着眼事項（１２糎砲） -

⑦教育-演習訓練-62 ４５口径　１０年式　１２糎高角砲（Ｃ型砲架）操法案 -

⑦教育-演習訓練-63 陸戦参考資料（号令．命令例集）昭和１８年５月２６日 -

⑦教育-演習訓練-64 陸上防空砲台指揮官講習録　昭和１８年７月 呉警備隊砲術科

⑦教育-演習訓練-65
練習艦隊　軍艦浅間　各科少尉候補生　実務練習計画　昭和８～
９年

浅間艦長　太田泰治

⑦教育-演習訓練-66 練習艦隊遠洋航海記事　明治４３年度 -

⑦教育-演習訓練-67 海兵５０期　海機３１期　海主１１期　候補生実務報告 軍艦出雲

⑦教育-演習訓練-68 要書綴　大正１１．５ 横山一郎少尉
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⑦教育-演習訓練-69 甲板士官服務参考資料　大正１１．１２ 軍艦出雲

⑦教育-演習訓練-70 大演習記　全　明治２２．３ 海軍参謀部

⑦教育-演習訓練-71 演習関係　大正１４～昭和６ 内田大佐

⑦教育-演習訓練-72 昭和９年海軍大演習　主計科事務報告　昭和９．１０ 第３航空隊

⑦教育-演習訓練-73
教育参考資料（砲）第１２号　対空砲戦図上演習記事　昭和１６．
８．１１

海軍省教育局

⑦教育-演習訓練-74
浅間．吾妻　練習艦隊報告(新世界．日米．桑港にて発行切抜）大
正３．８．２

小牧練習艦隊参謀

⑦教育-演習訓練-75 発射実施計画変遷摘要（Ｔ１０～１４） -

⑦教育-演習訓練-76 長田野演習実施計画　昭和１８．９入団（志） -

⑦教育-演習訓練-77 海軍特別大演習　観艦式記録　昭和５ 兵庫県

⑦教育-演習訓練-78 第４９期普通科学生　辻堂演習記事　大正１５．９ -

⑦教育-演習訓練-79 第４９期普通科学生　辻堂演習記事　大正１５．９ -

⑦教育-演習訓練-80 第５０期普通科学生　辻堂演習記事　昭和２．３ 海軍砲術学校陸戦科

⑦教育-演習訓練-81 連合陸上演習経過報告　昭和６．１２．１２ 横須賀海兵団

⑦教育-演習訓練-82 昭和１１年特別大演習　観艦式参列軍艦便乗許可澄 写真班．記者用控

⑦教育-演習訓練-83 第３８期少尉候補生に対する訓示　明治４４．３
八代練習艦隊司令官　田中浅
間艦長

⑦教育-演習訓練-84 昭和大礼事務関係書類(官房用）１ -

⑦教育-演習訓練-85 大礼特別観艦式関係書類(官房用）３ -

⑦教育-演習訓練-86 大礼関係海軍公報　官報(抜粋）官房用４ -

⑦教育-演習訓練-87 波声録　昭和３ 練習艦隊出雲

⑦教育-演習訓練-88 舞鶴要塞司令部　幹部演習見学雑録　明治４２．４ -

⑦教育-演習訓練-89 第２艦隊南洋巡航報告　昭和５年 -

⑦教育-演習訓練-90 遠洋航海記録 -

⑦教育-演習訓練-91 観艦式と海軍　昭和３年 海軍省

⑦教育-演習訓練-92 浅間遠洋航海記事　明治４３年７月～明治４４年３月 海軍文庫

⑦教育-演習訓練-93 軍艦金剛回航記　大正１年１２月２０日～大正２年１１月５日 海軍文庫

⑦教育-演習訓練-94 特別大演習　観艦式記録　昭和１１年 海軍文庫

⑦教育-演習訓練-95 遠航記念　磐手新聞　昭和１２年度 海軍文庫

⑦教育-演習訓練-95_2 磐手新聞　昭和１２年度 海防艦「磐手」乗員

⑦教育-演習訓練-96 高松宮殿下　御遠航記草案　昭和３年 -

⑦教育-演習訓練-97 観艦式の栞　昭和５年１０月 海軍省

⑦教育-演習訓練-98 連合艦隊教育訓練関係綴　昭和９年 朝倉参謀

⑦教育-演習訓練-99 香取の思い出　昭和１５年 香取第６８期級友会

⑦教育-演習訓練-100 海軍連合演習参考　昭和４年度 朝倉少佐

⑦教育-演習訓練-101 大演習関係綴　昭和１０年 砲術参謀

⑦教育-演習訓練-102 第２艦隊　特別巡航関係　昭和５年度 朝倉少佐

⑦教育-演習訓練-103 観艦式パンフレット　昭和５年 -
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⑦教育-演習訓練-104 観艦式パンフレット　昭和８年８月 -

⑦教育-演習訓練-105
太平洋航跡図　明３４年　浅間　大１３～１４年　石廊　昭２～３年
隠戸

-

⑦教育-演習訓練-106 練習艦隊記事　大正１２年度 -

⑦教育-演習訓練-106_2
大正12年度　練習艦隊記事　第51期海軍少尉候補生　第32期海
軍機関少尉候補生　第12期海軍主計少尉候補生

練習艦隊司令部

⑦教育-演習訓練-107 観艦式の栞　昭和５年 海軍省

⑦教育-演習訓練-108 築城及一般施設演習規程 海軍施設本部

⑦教育-演習訓練-109 昭和２年海軍特別大演習関係史料綴　昭和２年１０月 連合艦隊

⑦教育-演習訓練-110 神戸港　観艦式区域及艦隊碇泊位置図　明治３６年 -

⑦教育-演習訓練-111 横浜沖　凱旋観艦式　艦隊配列図　明治３８年１０月 -

⑦教育-演習訓練-112 昭和１２年度遠洋航海記念寄港地案内 練習艦隊

⑦教育-演習訓練-113 昭和９年度軍艦日向教育計画 澤本　頼雄

⑦教育-演習訓練-114
昭和13年度艦隊訓練の実績に鑑み巡洋艦戦隊の各術科(総合訓
練を含む）訓練に関する所見

澤本　頼雄

⑦教育-演習訓練-115 銃隊教練ノ参考（審議案） 横須賀海軍砲術学校陸戦部

⑦教育-演習訓練-116 鵬程二萬里 軍艦「常磐」野元光康

⑦教育-演習訓練-117 昭和１４年度　遠洋航海記念　磐手新聞 海防艦「磐手」乗員

⑦教育-演習訓練-118 初代軍艦龍驤記録及び其の航海日誌 -

⑦教育-演習訓練-119 次室士官心得 練習艦隊

⑦教育-演習訓練-120 草案　博義王殿下御参加遠洋航海の記事（実吉敏郎）
実吉敏郎（伏見宮博義王の御付
武官）

⑦教育-演習訓練-121
博義王参加の遠洋航海日記と博義王「御勤務概要」等（実吉敏
郎）

実吉敏郎（伏見宮博義王の御付
武官）

⑦教育-演習訓練-122 実務練習部隊軍艦「龍田」関係史料　昭和18年9月 軍艦「龍田」

⑦教育-演習訓練-123 大正１０年度練習艦隊記事 練習艦隊司令部

⑦教育-演習訓練-124 昭和６、７年度練習艦隊記事 練習艦隊司令部

⑦教育-演習訓練-125 昭和８、９年度練習艦隊記事 練習艦隊司令部

⑦教育-演習訓練-126 昭和14年度遠洋航海記念　磐手新聞 練習艦隊軍艦「磐手」乗員

⑦教育-演習訓練-127 昭和13年度遠洋航海記念　磐手新聞 練習艦隊軍艦「磐手」乗員

⑦教育-航空教範-1 ９０式水上練習機操縦術　教科書　昭和１４年１２月 第１１連合航空隊

⑦教育-航空教範-2 空中戦闘教範　昭和１９年１月３０日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-3 航空教範　第１編　昭和１４年３月２８日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-4 空中戦闘教範草案　海軍教普第２２９号　昭和４年１月１０日 -

⑦教育-航空教範-5 臨時海軍空中航法講習録　昭和５年４月７日　昭和５年６月３０日 海軍航空本部

⑦教育-航空教範-6 急降下爆撃教育訓練法　昭和１１年１２月 横海航空隊

⑦教育-航空教範-7 飛行要務参考書　昭和１２年９月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-8 編隊爆撃の理論的研究　昭和１２年１１月 横海航空隊

⑦教育-航空教範-9 砲戦観測法講義案　昭和１５年３月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-10 飛行学生用　機上作業参考書　昭和１６年１月１０日 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-11 空中射撃術　旋回銃参考書 横須賀海軍航空隊
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⑦教育-航空教範-12 爆撃教育指導要領　昭和１７年１０月 新竹海軍航空隊

⑦教育-航空教範-13 操縦術地上準備教育指導要領(９６陸攻の部）昭和１７年１１月 新竹海軍航空隊

⑦教育-航空教範-14 機上作業教範資料(降下爆撃の部）昭和１７年１１月１日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-15 機上作業教範資料（固定銃射撃の部）昭和１７年１１月４日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-16 機上作業教範資料（写真偵察の部）昭和１７年１１月９日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-17 機上作業教範資料（水平爆撃の部）昭和１７年１１月１７日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-18 機上作業教範資料（航法の部）昭和１７年１１月３０日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-19 機上作業教範資料（空戦の部）昭和１７年１２月１０日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-20 機上作業教範資料（雷撃の部）昭和１７年１２月１４日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-21 機上作業教範資料(旋回銃射撃の部）昭和１７年１２月１９日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-22 飛行術練習生に告ぐ　昭和１８年１２月 海軍練習連合　航空総隊

⑦教育-航空教範-23 普通科整備術練習生用　図学参考書　昭和１８年１月３１日 追浜海軍航空隊

⑦教育-航空教範-24
高等科飛行機整備術練習生用　整備術（機体）教科書　昭和１８
年８月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-25
高等科飛行機整備術練習生用　整備術（機体）教科書　昭和１８
年８月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-26
高等科飛行機整備術練習生用　整備術（発動機）教科書　昭和１
８年８月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-27
高等科飛行機整備術練習生用　整備術（電機）教科書　昭和１８
年８月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-28 発動機検査要具取扱参考書　昭和１８年８月１日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-29 航空工学（プロペラ）参考書　昭和１８年８月１日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-30 航空工学（プロペラ）参考書　恒速（プロペラ）付図 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-31 飛行機運搬法　解説 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-32 工用数学参考書及び対数教科書　付図 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-33
整備練習生用　航空工学（プロペラ）参考書　別冊恒速（プロペラ）
付図

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-34 飛行機整備学生用　整備術（電気）教科書　昭和１７年１１月１日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-35
高等科飛行機整備術練習生用　理化学教科書　昭和１８年２月１
日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-36
飛行機整備術練習生用　航空工学（プロペラ）参考書　昭和１８年
８月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-37 飛行機救難法参考書　昭和１８年８月１日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-38
高等科飛行機整備術練習生用　整備術（電気装置）教科書　昭和
１８年８月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-39 普通科整備練習生用　図学参考書　昭和１８年８月１日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-40 普通科飛行機整備術練習生用　普通学（工用数学）教科書 -

⑦教育-航空教範-41
高等科飛行機整備術練習生用　燃料潤滑油教科書　昭和１８年８
月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-42
高等科飛行機整備術練習生用　燃料潤滑油教科　昭和１８年８月
１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-43
高等科飛行機整備術練習生用　プロペラ参考書　別冊恒速プロペ
ラ　付図　昭和１８年８月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-44
飛行機整備術練習生用（恒速プロペラ）航空工学（プロペラ）参考
書．別冊　昭和１８年８月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-45
高等科飛行機整備術練習生用　整備術（プロペラ）教科書　昭和１
８年８月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-46 高等科整備練習生用　非金属材料教科書　昭和１８年８月１日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-47 高等科飛行機整備術練習生用　対数教科書　昭和１８年８月１日 海軍練習連合航空総隊
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⑦教育-航空教範-48 高等科整備練習生用　製図参考書　昭和１８年８月１日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-49 飛行機整備術練習生用　落下傘整備参考書　昭和１８年８月１日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-50 高等科整備練習生用　金属材料教科書　昭和１８年８月１日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-51
高等科飛行機整備術練習生用　工用数学教科書　昭和１８年８月
１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-52
高等科整備練習生用　修補（非金属材料）教科書　昭和１８年８月
１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-53
普通科飛行機整備術練習生用　整備術（機体．発動機．計器．燃
料．潤滑油．要務）教科書

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-54
普通科飛行機整備術練習生用　整備術（電気）教科書　昭和１８
年１２月

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-55
海軍２等兵（水兵以外）運用術　陸戦術　教科書　昭和１９年１月２
０日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-56
予備学生　予備生徒　基礎教程用　整備術教科書　巻之１(飛行機
の構造作動）昭和１９年５月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-57
普通科兵器整備術練習生用　電気磁気教科書　昭和１９年６月１
日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-58
兵器整備術練習生用　３式　空６号　無線電信機４型教科書　昭
和１９年６月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-59
海軍２等整備兵（運用術．砲術．水雷術．機関術）教科書　昭和１
７年１２月

海軍省教育局

⑦教育-航空教範-60 燃料噴射装置取扱説明書 第２１海空廠　飛行機部

⑦教育-航空教範-61 水上偵察機を以てする局地対潜哨戒法　昭和１９．３．１０ 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-62 航空教範　第１編（前編）昭和１４年３月２８日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-63 航空教範　第１編（前編）昭和１４年３月２８日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-64 １式陸攻操縦参考書　昭和１７年１月 第１航空隊

⑦教育-航空教範-65 零式艦戦操縦須知　昭和１７年５月 第６海軍航空隊

⑦教育-航空教範-66 零式艦戦操縦須知　昭和１７年５月 第６海軍航空隊

⑦教育-航空教範-67 零式２号艦上戦闘機兵装参考書　昭和１７年７月 第６航空隊

⑦教育-航空教範-68 零式１号艦上戦闘機試飛行　実施要領　昭和１７年７月２１日 第６航空隊

⑦教育-航空教範-69
海軍２等兵（水兵以外）教科書(諸兵器概要．衛生参考）昭和１９年
１月１０日

海軍省教育局

⑦教育-航空教範-70 仮称零式２号艦載戦操縦　参考書 第６航空隊

⑦教育-航空教範-71 飛行機隊運動教範草案　昭和３年６月９日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-72 ９６式陸上攻撃機　機上作業　操式草案　昭和１３年８月２５日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-73 夜間飛行偵察に関する研究　昭和１６年 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-74 海軍４等整備兵　整備術教科書　昭和１７年８月 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-75
高等科整備術練習生用　整備術（発動機）教科書　昭和１８年８月
１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-76 海軍２等整備兵　整備術教科書　昭和１９年２月 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-77 航空戦教範草案　昭和１９年４月１０日 -

⑦教育-航空教範-78 戦艦搭載２座水偵搭乗員教育　訓練法　昭和１６年１２月２５日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-79 高等科練習生用　整備術（発動機）教科書　昭和１７年４月 追浜海軍航空隊

⑦教育-航空教範-80
艦上攻撃機分隊として主務訓練　急速向上策　昭和１７年１２月２
５日

海軍省教育局

⑦教育-航空教範-81 光発動機１型取扱参考書　昭和１８年１月１日 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-82 飛行機整備練習生用　飛行機救難法参考書　昭和１８年８月１日 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-83
高等科整備練習生用　要務（経理検査）参考書　昭和１８年８月１
日

海軍練習連空総隊
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⑦教育-航空教範-84 光３型発動機取扱参考書　昭和１８年８月１日 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-85 金星発動機５０型取扱参考書　昭和１８年１２月１日 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-86 金星発動機４１型取扱参考書　昭和１９年５月１日 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-87 １式陸攻取扱参考書（電気装置） 第２学生科　追浜海軍航空隊

⑦教育-航空教範-88 横空偵察特殊教育参考資料　第２号　局地偵察法 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-89 兵器参考書(９６式爆撃機照準器２型）昭和１４年１２月
横須賀海軍航空隊　兵器練習
部

⑦教育-航空教範-90 飛行機隊内修補参考書(木工の部）昭和１５年３月１日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-91 飛行機隊内修補参考書(金工の部）昭和１５年３月１日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-92 ９７式飛行艇　搭乗員教育参考資料　昭和１７年３月 横浜空第１飛行隊

⑦教育-航空教範-93 機上作業教範資料(固定銃射撃の部）昭和１７年１１月４日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-94 零式艦上戦闘機射撃兵器故障防止の要訳　昭和１８年８月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-95
零式艦上戦闘機射撃兵器（２０粍機銃１号銃又は２号銃）昭和１８
年８月

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-96 零式艦上戦闘機射撃兵器　故障防止の要訳　昭和１８年８月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-97
仮称２式６番２１号　爆弾を以ってする魚雷艇攻撃法　昭和１８年８
月２日

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-98 陸上対空指揮官参考　其の２　昭和１９年７月８日 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-航空教範-99 洋上偵察に関する戦務教育法　昭和１９年７月１７日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-100 瑞雲を以てする特殊（緩降下）爆撃法の研究　昭和２０年２月２０日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-101 航空工学（発動機）教科書　昭和１０年１１月 横海航空隊

⑦教育-航空教範-102 発動機検査要具取扱参考書　昭和１５年５月 横海航空隊

⑦教育-航空教範-103 ９１式６００馬力発動機参考書　昭和１５年６月 横海航空隊

⑦教育-航空教範-104 航空工学（発動機）教科書　昭和１５年１０月 横海航空隊

⑦教育-航空教範-105 航空工学（発動機）教科書　昭和１５年１０月 横海航空隊

⑦教育-航空教範-106 整備術（計器）教科書　昭和１６年７月 横海航空隊

⑦教育-航空教範-107 航空教範　第４編　昭和１７年１月２４日 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-108 航空教範　第４編　昭和１７年１月２４日 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-109 火星発動機１０型取扱参考書　昭和１７年７月３０日 横海航空隊

⑦教育-航空教範-110 火星発動機１０型取扱参考書　昭和１７年７月３０日 横海航空隊

⑦教育-航空教範-111
高等科整備術練習生用　零式自動操縦装置取扱参考書　昭和１
７年９月

横海航空隊

⑦教育-航空教範-112 航空天測（初心者用）参考書　昭和１７年１１月 横海航空隊

⑦教育-航空教範-113 飛行機整備学生　航空機用計器参考書　昭和１８年９月１日 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-114 寿発動機参考書　昭和１８年９月１日 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-115 栄発動機１０型参考書　昭和１９年５月１日 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-116 火星発動機１０型取扱参考書　昭和１９年５月１日 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-117 銀河主要補用品換装作業標準 追浜海軍航空隊

⑦教育-航空教範-118
高等科整備術練習生用　自動操縦装置　取扱参考書　昭和１４年
９月

横海航空隊

⑦教育-航空教範-119
高等科整備（計器）練習生　整備術（計器）参考書　昭和１４年１０
月

横海航空隊
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⑦教育-航空教範-120 高等科整備術練習生用　製図参考書　昭和１５年７月 横海航空隊

⑦教育-航空教範-121
高等科整備術練習生用　航空機用計器教科書(構造理論．取扱
法）昭和１５年１０月

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-122 高等科整備術練習生用　製図参考書　昭和１５年１０月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-123 瑞星１１型発動機取扱参考書　昭和１５年１１月３０日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-124
高等科整備術練習生　整備術（機体）教科書　昭和１７年３月３０
日

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-125 高等科整備術練習生　理化学教科書　昭和１７年４月３０日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-126
高等科整備術練習生　整備術（電機装置）教科書　昭和１７年１１
月３０日

追浜海軍航空隊

⑦教育-航空教範-127
高等科整備術練習生　整備術（電機装置）教科書　昭和１７年１１
月３０日

追浜海軍航空隊

⑦教育-航空教範-128
飛行機整備学生　航空工学（機体）教科書　下巻　昭和１８年９月
１日

海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-129
飛行機整備学生程　航空工学（発動機）教科書　第２編　昭和１８
年９月１日

海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-130
飛行機整備学生用　航空工学（発動機）教科書　第４編　昭和１８
年９月１日

海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-131
火星発動機２５型取扱須知(註．大星２１．２２型併用すべし）昭和１
９年３月

横海航空隊

⑦教育-航空教範-132 教育用幻灯画　搭乗準備　解説 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-133 教育用幻灯画　翼と舵　解説 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-134 「ヒ」式４５０馬力　発動機参考書　昭和１３年９月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-135 高等科整備練習生用　自動操縦装置取扱参考書　昭和１４年９月 -

⑦教育-航空教範-136 普通科整備練習生用　航空工学（理化）教科書　昭和１５年９月 横海航空隊

⑦教育-航空教範-137
普通科整備練習生用　航空工学（発動機）教科書　昭和１５年１０
月

横海航空隊

⑦教育-航空教範-138
高等科整備術（計器）練習生　計器整備術（艤装）参考書　昭和１
６年３月２０日

横海航空隊

⑦教育-航空教範-139
高等科（整備術）練習生　整備術（発動機）教科書　昭和１６年５月
３０日

横海航空隊

⑦教育-航空教範-140 普通科整備練習生　整備術（電機）教科書　昭和１６年６月３０日 横海航空隊

⑦教育-航空教範-141
整備学生用　航空工学（発動機）教科書．第２編　昭和１６年８月１
０日

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-142 普通科整備術練習生　修補（材料）教科書　昭和１７年６月３０日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-143
普通科整備術練習生　整備術（機体．プロペラ．発動機．燃料油．
潤滑油）教科書　昭和１７年１２月３０日

追浜海軍航空隊

⑦教育-航空教範-144
普通科整備術練習生　整備術（機体．プロペラ．発動機．燃料油．
潤滑油）教科書　昭和１７年１２月３０日

追浜海軍航空隊

⑦教育-航空教範-145
普通科整備術練習生　整備術（構造理論取扱法　計器）教科書
昭和１７年１２月３０日

追浜海軍航空隊

⑦教育-航空教範-146
高等科整備練習生　整備術（発動機）教科書　昭和１７年１２月３０
日

追浜海軍航空隊

⑦教育-航空教範-147 高等科練習生用　整備術（電機装置）教科書　昭和１８年８月１日 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-148
高等科飛行機整備練習生用　発動機検査要具取扱参考書　昭和
１８年８月１日

海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-149
高等科整備練習生用　航空機用計器教科書(構造理論．取扱法）
昭和１８年８月１日

海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-150
高等科整備練習生用　航空機用計器教科書(構造理論．取扱法）
昭和１８年８月１日

海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-151
飛行機整備学生　航空工学（機体）教科書　上巻　昭和１８年９月
１日

海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-152
飛行機整備学生　航空工学（発動機）教科書　第１編　昭和１８年
９月１日

海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-153 気泡６分儀２型説明書 海軍航空本部

⑦教育-航空教範-154 高々度　及　超高々度飛行講習参考資料 海軍航空本部

⑦教育-航空教範-155 火星発動機１５型取扱参考書(１式陸攻） 豊橋海軍航空隊



令和５年４月４日

⑦教育-航空教範-156 火星発動機１１型取扱参考書 千歳空整備事務室

⑦教育-航空教範-157 飛行士勤務参考　移動教練実施手続　第３７期飛行学生 宇佐海軍航空隊

⑦教育-航空教範-158 高等科兵器整備（写真）練習生用　活動写真参考書 洲崎海軍航空隊

⑦教育-航空教範-159 爆撃操式草案 佐世保海軍航空隊

⑦教育-航空教範-160 整備学生　航空工学（機体）教科書．後編　昭和６年３月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-161 ５人用救命具取扱説明書　昭和１４年６月１日 海軍航空本部

⑦教育-航空教範-162 飛行学生用計器参考書　昭和１４年１０月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-163 沍寒地飛行機整備取扱参考書　昭和１５年５月 千歳海軍航空隊

⑦教育-航空教範-164 火星発動機１１型の概要　昭和１６年８月 鹿屋海軍航空隊

⑦教育-航空教範-165 火星発動機１１型取扱重要事項　昭和１６年８月 鹿屋海軍航空隊

⑦教育-航空教範-166 搭乗員保健参考資料　昭和１７年１月 海軍航空本部

⑦教育-航空教範-167 航空参考資料　第２７号　昭和１７年５月 海軍航空本部

⑦教育-航空教範-168 酸素調節器２型取扱説明書　昭和１８年 追浜海軍航空隊

⑦教育-航空教範-169 航空参考資料　第２８号　昭和１８年４月 海軍航空本部

⑦教育-航空教範-170 航空参考資料　第２９号　昭和１８年１０月 海軍航空本部

⑦教育-航空教範-171 普通学（物理学）教科書　昭和１８年１２月 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-172 整備術教科書（発動機整備）昭和１８年１２月 相模野海軍航空隊

⑦教育-航空教範-173 飛行士勤務参考　昭和１９年１月 厚木海軍航空隊

⑦教育-航空教範-174 １式陸攻取扱参考　昭和１９年７月 木更津海軍航空隊

⑦教育-航空教範-175 飛行機飛行教範続編草案　昭和３年７月１２日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-176 空中戦闘教範草案　昭和４年１月１０日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-177 機上作業教範草案　昭和４年４月１８日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-178 航空機攻撃兵器操式　昭和６年４月２７日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-179
飛行機飛行教範　続編草案　其２(飛行機艦上射出之部）昭和７年
１２月２４日

海軍省教育局

⑦教育-航空教範-180 ９７式８５０馬力発動機（改）取扱注意事項　昭和１４年１２月 -

⑦教育-航空教範-181 海軍４等航空兵航空術教科書　昭和１５年１０月 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-182
航空参考資料別冊付録　第２５号付録　独逸落下傘部隊　昭和１
６年７月

海軍航空本部

⑦教育-航空教範-183 航空機整備基本作業教範　昭和１７年１１月１４日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-184 航空機整備基本作業教範　昭和１７年１１月１４日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-185 航空機整備基本作業教範　昭和１８年２月１日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-186 アツタ発動機２０型取扱須知　昭和１８年４月 海軍航空本部

⑦教育-航空教範-187 航空参考資料　第３０号　昭和１９年４月 海軍航空本部

⑦教育-航空教範-188
航空教範（第２編　其の３）草案　昭和１９年５月１０日(空戦．射撃
之部）

海軍省教育局

⑦教育-航空教範-189 １９試空３号無線電信機　機上取扱参考書　昭和２０年４月 海軍航空本部

⑦教育-航空教範-190 教育用幻灯画　飛行前点検　解説 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-191 寿発動機取扱須知　２型及２型改１　昭和１１年８月 海軍航空本部



令和５年４月４日

⑦教育-航空教範-192
航空教範第１編（後編）別冊　飛行機点検整備実施標準　昭和１６
年１月２２日

海軍省教育局

⑦教育-航空教範-194 アツタ発動機２０型取扱須知　昭和１８年４月 海軍航空本部

⑦教育-航空教範-195
普通科整備術練習生用　飛行機整備取扱教科書　昭和１８年１２
月

海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-196 航空教範　第４編　昭和１７年１月２４日 海軍練習連空総隊

⑦教育-航空教範-197 航空教範　第１編（後編）昭和１１年４月２４日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-198 航空教範　第３編　昭和１７年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-199 航空教範　第３編　昭和１７年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-200 航空教範　第３編　昭和１７年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-201 航空教範　第４編　昭和１７年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-202 航空教範　第４編　昭和１７年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-203 航空教範　第４編　昭和１７年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-航空教範-204 金星発動機５０型　調整整備実施標準　昭和１８年３月 第７０１海軍航空隊

⑦教育-航空教範-205
零式艦上戦闘機　２１型　２２型　点検整備実施要領　昭和１８年８
月

海軍狼部隊

⑦教育-航空教範-206 偵察員須知　昭和１８年１０月１５日 第１３連合航空隊　司令部

⑦教育-航空教範-207 計器整備参考書　昭和１８年１１月 龍部隊

⑦教育-航空教範-208 点検整備実施要領　昭和１８年１１月 第５２３海軍航空隊

⑦教育-航空教範-209 戦闘飛行機整備員須知提要 海軍八木部隊　第５分隊

⑦教育-航空教範-210 彗星取扱参考書　其の２ 第５２３海軍航空隊

⑦教育-航空教範-211 １式陸攻取扱参考書(操縦員用） 第７０３海軍航空隊

⑦教育-航空教範-212 整備術基本作業法 第５０２海軍航空隊

⑦教育-航空教範-213 操縦員の栞　昭和１４年５月 第１１連合航空隊

⑦教育-航空教範-214
普通科整備術練習生教程　非金属工業教科書（付図）昭和１４年
６月

横海航空隊

⑦教育-航空教範-215 整備術練習生　飛行機救難法参考書　昭和１７年３月１日 横海航空隊

⑦教育-航空教範-216 高等科整備術練習生用　要務（経理検査）参考書　昭和１７年４月 -

⑦教育-航空教範-217
特修科（通信．観測専修）練習生　電器器具参考書　昭和１７年４
月３０日

横海航空隊

⑦教育-航空教範-218 高等科整備術練習生　電機教科書　昭和１７年９月３０日 横海航空隊

⑦教育-航空教範-219 ２式飛行艇（１２型）操縦　参考書　昭和１８年１０月 第８０２海軍航空隊

⑦教育-航空教範-220 水平儀　定針儀　標準取扱法　昭和１９年１月 第７６１海軍航空隊

⑦教育-航空教範-221 １式陸攻用車輪制動装置取扱説明書　昭和１８年３月 第７５２海軍航空隊

⑦教育-航空教範-222 水平儀　定針儀　標準取扱法　昭和１９年１月 第７６１海軍航空隊

⑦教育-航空教範-223
大東亜戦争の諸戦例と航空戦々訓　昭和２０年４月（教育参考資
料）

第１０航空艦隊司令部

⑦教育-航空教範-224 １式陸攻１２型　取扱参考資料 龍部隊

⑦教育-航空教範-225 便覧　各種飛行機発動機 -

⑦教育-航空教範-226
高等科整備術練習生教程　航空工学（発動機）教科書　昭和６年
４月

霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-227 整備学生教程　非金属材教科書　昭和８．１２ 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-228 整備学生用　航空工学（機体）教科書　前編　昭和１１．１ 横須賀海軍航空隊



令和５年４月４日

⑦教育-航空教範-229 整備学生用　航空工学（機体）教科書　後編　昭和１１．５ 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-230 高等科整備術（計器）練習生教程　昭和１３．５ 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-231 高等科整備術練習生用　航空工学（計器）参考書　昭和１３．７ 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-232 海軍航空関係用語　昭和１４．１ 海軍機関学会

⑦教育-航空教範-233 航空写真術参考書　昭和１５．１０．１ 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-234 偵察術参考書　昭和１５．１０ 霞浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-235 航空術講習資料　航空通信　昭和１６ 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-236 機上作業教範資料(通信の部）昭和１７．１２．８ 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-237 機上作業教範資料(偵察の部）昭和１７．１２．１４ 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-238
艦上爆撃機を以てする夜間爆撃法並に夜戦に於ける用法　昭和１
４．１２．１５

海軍省教育局

⑦教育-航空教範-239
高等科航空兵器術練習生用　兵器学教科書(射撃兵器）昭和１０．
１０

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-240 飛行練習生用　航法教科書（気象学）昭和１０．１ 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-241 空中射撃術参考書　大正１４．１
霞ケ浦海軍航空隊　海軍大尉
岡田次作述

⑦教育-航空教範-242 甲種飛行予科練習生用　化学教科書 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-243 飛行予科．飛行術練習生用　気象学教科書 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-244 甲乙種飛行予科練習生用　物理学教科書　巻之３ 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-245 無線電信送受信技術習得参考書　昭和１８年１１月 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-245_2 無線電信送受信技術習得参考書　昭和１８年１１月 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-246 空中航法参考書　偵察練習生用　昭和１４年 鈴鹿海軍航空隊

⑦教育-航空教範-247 航空用語　航空工学　航空写真参考書　昭和１５
鈴鹿海軍航空隊　第１１連合航
空隊

⑦教育-航空教範-248 空中射撃理論　兵器参考書　昭和１５年
第１１連合航空隊　鈴鹿海軍航
空隊

⑦教育-航空教範-249 飛行学生教程　航空工学（機体）教科書　昭和７年６月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-250 学生教程　航空工学（発動機）教科書　昭和１１年９月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-251 空中航法教科書　昭和１１年４月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-252 空中航法教科書(巻の１）昭和１１年１２月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-253 航空気象参考資料　昭和１２年１２月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-254
航空兵器術（写真）練習生用　写真術（要務）参考書　昭和１４年９
月

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-255 予備学生用　気象学教科書　昭和１９年１月 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-航空教範-256 航空気象学参考書　昭和３年５月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-257 雲の高さに就て　昭和４年６月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-258 ９３式陸上中間練習機　操縦術教科書　昭和１６年１０月 第１１連合航空隊

⑦教育-航空教範-259 爆破原理照準器教科書 霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-260 九三式中間練習機 -

⑦教育-航空教範-261 海軍航空用語摘録 財団法人海軍予備航空団

⑦教育-航空教範-262 航空機搭乗者の衛生法 第１１連合航空隊

⑦教育-航空教範-263 飛行機飛行教範草案 -



令和５年４月４日

⑦教育-航空教範-264 一三式水上練習機操縦術参考書 霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-265 操縦偵察教員須知 第１１連合航空隊

⑦教育-航空教範-266 九三式中間練習機操縦術参考書 第１１連合航空隊

⑦教育-航空教範-267 「ユングマン」練習機操縦参考資料 -

⑦教育-航空教範-268 計器操縦演習器使用取扱参考書 第１１連合航空隊

⑦教育-航空教範-269 飛行要務参考書　昭和１２年９月 霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-270 航空機搭乗者の衛生法　昭和１３年８月 霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-271 空中航法教科書　昭和１１年４月 霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-272 ９７式１号艦上攻撃機操縦参考書　昭和１４年３月 館山海軍航空隊

⑦教育-航空教範-273 航空（雷撃発射法）巡廻講習講義案　昭和１４年度
横須賀海軍航空隊
愛甲少佐

⑦教育-航空教範-274 航空（雷撃射法）巡回講習講義案　昭和１４年度
横須賀海軍航空隊
愛甲少佐

⑦教育-航空教範-275 搭乗員の常識　航空衛生の話 第１０三航空隊

⑦教育-航空教範-276 航空機用材料 不詳

⑦教育-航空教範-277 煙幕展張装置3型改5　取扱説明書　昭和１３年５月 霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-278
昭和９年１月
高等科学生用
飛行機魚雷発射法教科書

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-279
昭和９年１０月
高等科学生用
飛行機魚雷照準発射法教科書

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-280
昭和９年１０月
高等科学生用
飛行機魚雷照準発射法（射法を含む））教科書附図

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-281
昭和９年５月
偵察練習生用
航空機用無線電信機教科書　別冊

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-282 整備学生教程　航空工学（発動機）教科書　第３編 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-283 航空工学（発動機）教科書　第2編　昭和9年8月 霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-284 航空工学（発動機）教科書　第3・4編　昭和9年11月 霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-285 航空発動機学　昭和12年4月 広海軍工廠教習所

⑦教育-航空教範-286 高等科整備術練習生用　非金属材料教科書　昭和15年4月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-287 整備術練習生用　航空工学（プロペラ）参考書　昭和15年11月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-288 瑞星一一型発動機　取扱参考書　昭和15年11月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-289 金星四一型発動機　取扱参考書　昭和16年11月15日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-290 発動機検査要具取扱参考書　昭和15年5月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-291
普通科整備術練習生教程　航空機用計器教科書（構造理論、整
備術）　昭和14年4月

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-292 普通科整備術練習生用　金属材料教科書　昭和14年8月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-293
普通科整備術練習生教程　非金属工業教科書（附図）　昭和14年
6月

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-294 九一式６００馬力　発動機参考書　昭和12年3月 霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-295 整備術練習生教程　飛行機救難法参考書　昭和14年3月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-296
普通科整備術練習生教程　航空工学（図学）教科書　昭和14年3
月

霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-297
普通科整備術練習生教程　航空工学（工用数学）教科書　昭和14
年4月

霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-298
普通科整備術練習生教程　航空工学（理科）教科書　昭和14年3
月

霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-航空教範-299 普通科整備術練習生用　航空工学（機体）教科書　昭和14年4月 横須賀海軍航空隊
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⑦教育-航空教範-300
普通科整備術練習生教程　航空工学（発動機）教科書　昭和14年
6月

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-301 普通科整備術練習生教程　非金属工業教科書　昭和14年6月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空教範-302 「ヒ」式450馬力　発動機参考書　昭和13年9月 霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-教範（航空を除く）-1 自動車機構教科書　昭和１９年１１月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-2 機雷教範草案付図　大正８年３月１４日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-3 海軍航海術　第２編付録(天則用表）大正１１年３月３１日 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-4 海軍用語．水雷術之部（発射機魚雷）大正１１年６月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-5 曵船給油教範草案　昭和２年５月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-6 単錨泊に於ける錨及錨鎖の爬駐力　昭和２年５月３１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-7 短艇操式　昭和９年５月１１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-8 短艇操式　昭和９年６月６日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-9 短艇操式教範　昭和９年６月６日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-10 船体保存整備教範　昭和１０年２月４日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-11 曵船給油教範　昭和１１年６月１３日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-12 陸戦参考書　昭和１１年１２月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-13 防備部隊水中測的兵器の利用状況並に所見　昭和１３年度　前期 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-14
昭和１４年度昼間　甲種戦闘射撃に対する砲校所見　昭和１４年６
月１２日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-15 運動力検測法参考書　昭和１４年１０月５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-16
昭和１５年応急（注排水）巡回　講習参考資料　昭和１４年１１月２
５日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-17 ９２式改２　９８式縦舵機教範　草案（案）昭和１４年１２月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-18 摩耶型巡洋艦の対空防禦に就き研究　昭和１５年２月２１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-19 昭和１４年度雷撃成績並に成果概要　昭和１５年４月５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-20
８９式．９５式魚雷長期整備法　付潜水艦発射管整備法　昭和１５
年４月１９日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-21
昭和１５年度昼間甲種戦闘射撃に対する砲校所見　昭和１５年６
月６日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-22
計画上より見たる整理操縦の参考事項（電気の部）昭和１５年７月
１３日

-

⑦教育-教範（航空を除く）-23
戦場に於て体験せる処を基とし「統率と心理」に関し青年将校の心
得べき要締　昭和１５年８月２１日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-24
駆逐艦機関計画を整理操縦　其の２(電気装置の部）昭和１６年９
月２５日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-25 軍艦妙高応急の並工作に関する戦訓　昭和１７年３月５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-26 潜水艦操舵操式草案　昭和１７年３月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-27 長門型戦艦に於て最適とする昼間測的法　昭和１８年２月１日 海軍省教育的

⑦教育-教範（航空を除く）-28 応急操舵参考書　昭和１８年１２月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-29 海軍予備員機関術教科書　昭和１９年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-30 自動車機構教科書　昭和１９年１１月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-31 投射盤　第３集 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-32 火薬火工品（水雷用火工品を除く）教範付図　大正１３年６月４日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-33 軍艦部署標準　大正１４年１１月６日 海軍省教育局
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⑦教育-教範（航空を除く）-34 砲用信号用火工兵器取扱教範　昭和５年１２月２７日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-35 航海兵器教範（普の部）昭和９年６月６日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-36
海軍４等兵　砲術．水雷術．航空術．潜航術　教科書　昭和１３年
１０月

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-37 海軍無線兵器教範　昭和１３年４月１１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-38 １４糎砲照明弾乙研究射撃　成果並に所見　昭和１３年７月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-39 煙弾実検射撃の成果並に所見　昭和１３年９月２７日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-40 昭和１４年度工作術巡回講習　参考資料　昭和１３年１２月５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-41
昭和１４年度機関術巡回講習　参考資料　其の１　昭和１３年１２
月５日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-42
昭和１４年度機関術巡回　講習参考資料　其の２　昭和１３年１２
月５日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-43
昭和１４年度機関術巡回　講習参考資料（潜水艦の部）昭和１３年
２月２２日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-44 砲力の実験係数に関する資料　昭和１４年１１月１７日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-45
昭和１５年度機関術巡回講習　参考資料（潜水艦の部）昭和１４年
１１月２０日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-46 昭和１５年巡回講習参考資料　昭和１４年１１月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-47 昭和１５年度機関術巡回講習　参考資料　昭和１４年１１月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-48
昭和１５年度運用術．応急術巡回　講習資料　昭和１５年１月３０
日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-49 弾着観測参考書　昭和１５年３月５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-50
昭和１６年度（工作訓練　運転訓練　応急訓練）巡回講習参考資
料　昭和１５年１１月１５日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-51
昭和１６年度工作術（工作訓練）巡回講習参考資料　昭和１５年１
１月１８日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-52
昭和１６年度通信術　巡回講習　資料（方位測定飛行機誤差修正
法）昭和１５年１１月１９日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-53
昭和１６年度通信術巡回講習　資料（９２式（短）電波鑑査器取扱
法）昭和１５年１１月１９日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-54
昭和１６年度通信術巡回講習　参考資料(艦船用送信機．電波精
度に関する取扱法）

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-55
昭和１６年度通信術巡回講習　参考資料（９２式特受信機改３取扱
法）昭和１５年１２月２日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-56
昭和１６年度運用術．応急術　巡回講習資料　昭和１５年１２月２０
日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-57
１．水上砲を以てする対空射撃　１．防空教育参考資料　昭和１６
年５月２３日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-58 駆逐艦主砲を以てする対陸地射撃　昭和１６年７月７日 -

⑦教育-教範（航空を除く）-59 砲術雑話　昭和１６年８月１１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-60
昭和１７年度機関術巡回　講習参考資料　其１　昭和１６年１１月１
日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-61
昭和１７年度工作術巡回講習（応急工作）参考資料　昭和１６年１
１月１日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-62 昭和１７年度航海術巡回講習　参考資料　昭和１６年１１月２０日 -

⑦教育-教範（航空を除く）-63 潜水艦備砲取扱整備法　昭和１７年８月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-64 砲隊操式草案　昭和１７年１０月２７日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-65 海軍２等　水兵　整備兵　航海術応教科書　昭和１７年１２月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-66
昭和１８年度機関術工作術巡回　講習参考資料　昭和１８年２月２
０日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-67 海軍２等兵（基礎教育用）教科書　昭和１８年５月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-68
島嶼守備部隊戦闘教令（案）並に島の防禦の研究　昭和１８年１２
月２５日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-69 海軍２等兵修身教科書　昭和１９年１月 海軍省教育局



令和５年４月４日

⑦教育-教範（航空を除く）-70 海軍工作科予備補修生砲術　教科書　昭和１９年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-71 海軍工作科予備補修生　砲術教科書　昭和１９年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-72 海軍２等主計兵作文教科書　昭和１９年５月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-73 海軍２等兵（基礎教育）教科書　昭和１９年４月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-74 ２５粍機銃操法参考書　昭和１９年９月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-75 ３年式１２糎７２連装砲教科書　昭和１９年９月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-76 ９４式高射装置教科書　昭和１９年１０月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-77 雷爆撃回避運動法　昭和１７年７月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-78 中戦車教程　昭和１９年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-79 戦車技術教程　前編　昭和１９年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-80 戦車技術教程　中編　昭和１９年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-81 戦車技術教程　後編　昭和１９年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-82 戦車技術教程　特編　昭和１９年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-83 海軍省教普　第１００４号　海軍喇叭譜草案 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-84 昭和１３年連合艦隊甲種戦闘通信　昭和１３年７月１３日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-85 爆雷投射（下）装置付図　昭和１４年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-86 昭和１４年連合艦隊甲種戦闘通信　昭和１４年７月６日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-87 昭和１５年連合艦隊甲種戦闘通信 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-88 ９２式特受信機改３による特受装置の研究　昭和１５年７月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-89 電波艦査機９０式無線電話機　１型取扱法　昭和１５年１０月２日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-90
昭和１６年度　通信術巡回　講習資料　昭和１５年１１月１９日(陸
上短波方位測定器取扱法）

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-91 応急訓練指導法　並に審査法　昭和１５年１１月２８日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-92
昭和１６年度連合艦隊　第１回教練発射成績並に水雷学校所見
昭和１６年３月２２日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-93 電機術（交流）参考資料　昭和１５年１１月２８日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-94 船体被害傾斜時に於ける注水に関する意見　昭和１６年３月２８日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-95 昭和１６年連合艦隊甲種（第１回）戦闘通信　昭和１６年６月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-96 ９３式魚雷第２深度装置機構　取扱調整法　昭和１６年９月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-97
駆逐艦機関計画と整備操縦　其１（蒸気機関．内火機関の部）昭
和１６年９月２５日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-98 海軍体操教範　昭和１７年 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-99 船員に告ぐ　其の３　昭和１９年３月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-100 海軍工作科予備補修生　機関術教科書（付図）昭和１９年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-101 兵器学教科書（２５粍機銃　火工兵器之部）昭和１９年１０月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-102 探照灯教範　大正１１年５月１９日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-103 方位盤射撃装置取扱教範　大正１１年９月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-104 無線電信受信機教範　大正１２年３月１４日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-105 射撃操式　大正１４年４月２０日 海軍省教育局



令和５年４月４日

⑦教育-教範（航空を除く）-106 航用天文学　大正１５年１２月２３日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-107 機関運転要務標準　昭和４年１２月６日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-108 汽醸操式　昭和６年５月６日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-109 ９１式探信儀取扱教範草案　昭和８年９月１３日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-110 機関運転要務　昭和１０年１２月６日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-111 掃海具　昭和１４年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-112 応急教範草案　昭和１４年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-113 煙弾射撃に関する研究　昭和１６年５月７日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-114 発煙器操式草案　発煙器取扱教範草案　昭和１６年８月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-115 新兵修身参考書　昭和１６年１０月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-116 円缶取扱参考事項　昭和１６年１０月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-117 潜水艦砲術長勤務参考　昭和１６年１０月３１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-118 爆破操式草案　昭和１６年１２月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-119
海軍４等水兵（砲術．水雷術．航空術．機関術）教科書　昭和１７
年３月

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-120
准士官学生参考書　兵術参考（船体兵器機関進歩の現状　航空
機及潜水艦の概要）昭和１７年４月

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-121 海軍４等兵防毒教科書　昭和１７年８月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-122 海軍予備学生（一般）服務綱要　昭和１９年２月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-123 体育参考書　其の４（体験の進展）昭和１９年２月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-124 海軍予備員機関術教科書　昭和１９年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-125 練習兵用　地理教科書　昭和１９年５月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-126 海軍２等主計兵作文教科書　昭和１９年５月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-127 電気通信兵器教科書　昭和１９年９月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-128 海軍軍楽隊操式　昭和１９年１０月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-129 原油取扱参考書　昭和２０年１月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-130 探照灯照射操式　大正１３年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-131 焚火要具操法　大正１４年７月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-132 魚雷発射教範　大正１５年１２月９日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-133 掃海具教範　昭和２年１１月２１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-134 照射教範　昭和５年８月５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-135 食糧品の品質良否鑑別法　昭和９年８月７日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-136
９３式魚雷１型改１斜進横偏量　測定研究発射　昭和１３年８月１２
日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-137 射撃教範解説（水上射撃の部）昭和１４年９月１４日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-138 艦内工作法に関する研究　昭和１６年３月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-139 海軍４等水兵運用術教科書　昭和１６年１０月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-140 南洋方面に於ける海中作業の注意事項　昭和１６年１１月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-141 ９０式測深儀２型改１教範　昭和１８年１月２５日 海軍省教育局



令和５年４月４日

⑦教育-教範（航空を除く）-142 局地防禦戦の参考　昭和１８年１２月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-143 局地防禦戦の参考　昭和１８年１２月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-144 海軍２等兵修身教科書　昭和１９年１月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-145 軍艦爆撃　回避の研究　昭和１９年２月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-146 掃海具取扱参考書　別冊(磁気掃海具）昭和１９年３月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-147 海軍工作科　予備補習生　運用術教科書　昭和１９年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-148 海軍予備員運用術教科書　昭和１９年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-149 海軍予備員兵器学教科書　昭和１９年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-150 練習兵用　数学教科書　昭和１９年５月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-151 航行諸規則参考書　昭和１９年７月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-152
防備部隊水中測的兵器の利用状況並に所見　昭和１３年８月１１
日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-153
細菌の空中飛散に関する研究(第１回報告細菌未吸入動物の病
変に就いて）昭和１３年１０月３１日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-154
昭和１３年度連合艦隊各種　戦闘射撃に対する砲校所見　昭和１
４年１月１５日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-155
主要造船造兵材料の昭和１３年度に於ける需給状況と調査判定し
これが対策の研究　昭和１５年３月１３日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-156 主力艦主砲散布界縮少対策に就き研究　昭和１６年５月２３日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-157 初任下士官用　軍事学参考　昭和１６年９月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-158 南洋方面に於ける海中作業上の注意事項　昭和１６年１１月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-159 駆逐艦長　勤務参考　昭和１８年５月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-160 ４５口径　３年式　１２糎砲（海面砲台）参考書　昭和１８年７月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-161 海軍工作科　予備補習生　機関術教科書　昭和１９年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-162 准士官学生参考書　当直勤務参考　昭和１９年６月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-163 見張講習員用　見張術教科書　昭和１９年８月３１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-164 信号術特技兵　見張術教科書 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-165 恩賜研学資金受賞者作業録　第１　昭和８年１０月１４日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-166 海軍手先信号法　昭和１２年１月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-167 海軍手先信号法　昭和１２年１月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-168
前進根拠地（陸上）設営訓練の成果並に所見　昭和１４年６月３０
日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-169
潜水艦に於ける兵器．機関の故障　欠損及其の原因　昭和１４年
１２月５日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-170 海軍信号教範草案　昭和１５年３月５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-171
海軍２等兵（水兵以外）教科書(諸兵器概要　衛生の参考）昭和１９
年１月

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-172
長門型現高角砲　施設をもってする対空戦闘力向上対策　昭和１
７年２月１０日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-173 准士官学生参考書　分隊士勤務参考　昭和１７年４月 -

⑦教育-教範（航空を除く）-174
海軍４等機関兵　海軍４等工作兵(運用術．砲術．水雷術．航空
術）教科書

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-175 特設艦船（武装商船）射撃指揮　参考書　昭和１７年９月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-176
艦船部隊に於ける　体育主任参考書　体育概説　昭和１８年１月２
０日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-177 須式　５型　５型改２　転輪羅針儀　教範　昭和１８年１月２０日 海軍省教育局



令和５年４月４日

⑦教育-教範（航空を除く）-178 安式　１号　２号　転輪羅針儀教範 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-179 初任下士官特別教育参考書　精神教育参考　昭和１８年４月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-180 海軍２等機関兵機関術　教科書　付図　昭和１９年１月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-181 准士官学生参考書　工作科一般勤務参考　昭和１９年６月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-182 准士官学生参考書　機関科一般勤務参考 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-183 准士官学生参考書　機関科当直勤務参考 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-184 准士官学生参考書　一般勤務参考　昭和１９年６月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-185
普通科測的術練習生用　兵器学教科書（照射兵器．照射法）昭和
１９年９月３０日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-186
２５粍　１３粍機銃射撃参考書(角度式環型照準器の部）昭和１９年
１１月１５日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-187
昭和１４年度　機関術巡回　講習参考資料　其の３　昭和１３年１２
月５日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-188 設営参考書　昭和１４年１月２４日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-189 艦船用方位測定機取扱法　昭和１５年１０月２日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-190
昭和１６年度機関術巡回講習参考資料（潜水艦之部）昭和１５年１
１月１５日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-191
昭和１６年度機関術巡回講習参考資料　其の２(運転訓練．電機
術の部）昭和１５年１１月２６日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-192 兵器学教科書　２５粍２連装機銃 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-193
昭和１６年連合艦隊甲種（第２回）戦闘通信（発射と同時）昭和１６
年６月

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-194 投射艦　第１集　昭和１８年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-195 海軍銃剣術教範　大正６年６月２８日 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-196 海軍英文教科書　大正７年４月 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-197 海軍航海術　第２編　天文航法　大正１１年３月３１日 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-198 海軍航海術　第３編　航海兵器 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-199 陸戦操式　昭和５年７月２６日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-200 陸戦操式　昭和５年７月２６日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-201 陸戦教範　昭和５年８月１２日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-202 潜水艦船体兵器整備取扱教範　昭和１２年１月２３日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-203 初任下士官用　勤務参考　昭和１６年９月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-204 水中測的研究会記事　昭和１４年９月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-205 金剛型戦艦の電機部戦闘能力発揮法　昭和１５年３月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-206 海軍４等水兵　海軍４等整備兵　航海術教科書　昭和１６年１０月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-207
犯罪犯行防止に関する私見(准士官以上に対する講話資料）昭和
１６年１０月３１日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-208 海軍４等水兵陸戦術教科書　昭和１７年３月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-209 利根型巡洋艦電力装置最大効力発揮法　昭和１７年６月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-210 海軍体操教範　昭和１７年７月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-210_2 海軍体操教範　昭和17年12月
兵用図書株式会社翻刻海軍省
教育局検閲済

⑦教育-教範（航空を除く）-211 海軍体操教範　昭和１７年７月３０日 海軍兵学校

⑦教育-教範（航空を除く）-212 海軍２等水兵陸戦術教科書　昭和１８年２月 海軍省教育局



令和５年４月４日

⑦教育-教範（航空を除く）-213 陸戦操式草案改正理由説明書　昭和１８年２月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-214 ２５粍機銃　参考書　昭和１８年７月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-215 兵科予備学生用　航海術（地文航法）講義案　昭和１８年９月５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-216
海軍２等兵（水兵以外）運用術　陸戦術　教科書　昭和１９年１月１
０日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-217 准士官学生参考書　分隊士勤務参考　昭和１９年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-218 戦車　装甲車　操縦教育の参考　昭和１９年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-219 ９５式軽戦車教程　昭和１９年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-220 ９５式軽戦車教程　昭和１９年２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-221 体育参考書　其の１(体の働性に就いて）昭和１９年２月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-222 海軍工作科　予備補修生　兵器学教科書　昭和１９年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-223 練習兵用　歴史教科書　昭和１９年５月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-224 准士官学生参考書　機関科一般勤務参考　昭和１９年６月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-225 船団運動参考書　昭和１９年１１月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-226 内務長勤務参考書（第２）（工作）昭和１９年１２月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-227 比叡型　戦艦に於ける戦時治療準備法　昭和１８年１月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-228 海軍信号操式　昭和１８年２月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-229 海軍手先信号法　昭和１９年５月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-230 海軍航海術　第１編　地方航法　大正１１年３月３０日 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-231 １１式軽機銃参考書　昭和２年９月 上海陸戦隊本部

⑦教育-教範（航空を除く）-232 １１式軽機銃参考書　昭和２年９月 上海陸戦隊本部

⑦教育-教範（航空を除く）-233 軽機銃教練草案　昭和２年９月 上海陸戦隊本部

⑦教育-教範（航空を除く）-234 艦砲　取扱教範　昭和５年１１月１１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-235
艦砲取扱教範　付録第１(中小口径砲分解結合法）昭和５年１１月
１１日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-236 艦砲取扱教範　付録第２(砲塔砲分解結合法）昭和５年１１月１１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-237 艦砲操式　其の１　昭和１４年３月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-238 艦砲操式　其の２　昭和１４年３月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-239 軽便潜水器取扱教範草案　昭和１４年９月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-240 衛生副司令　甲板士官　勤務参考　昭和１６年１月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-241 陸戦操式　草案　昭和１８年３月１日 海軍練習連空総隊

⑦教育-教範（航空を除く）-242 海軍工作科　予科補修生　工作術教科書　昭和１９年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-243 増減速計に就いて　昭和１５年１０月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-244 兵科予備学生用　航海術（兵器）講義案　昭和１８年９月５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-245 兵科予備学生用　航海術（航法）講義案　昭和１８年９月５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-246 海軍２等工作兵工作術教科書　昭和１９年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-247 機関及電気兵器監出整備　標準　昭和１９年８月１５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-248 海軍４等兵衛生参考書 海軍省教育局



令和５年４月４日

⑦教育-教範（航空を除く）-249 須式５型安式転輪羅針儀　昭和３年２月２９日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-250 航空機用兵器取扱教範　昭和６年１月２６日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-251 勅諭．勅諭術義　昭和６年９月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-252
小掃海具１型掃海法　水中処分具１型機雷処分法　昭和１３年９
月９日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-253 運用術提要　昭和１４年１月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-254 磁気羅針儀自差修正法　昭和１４年５月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-255 昭和１３年度甲種対策　砲戦観測参考書　昭和１４年１２月２２日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-256 方位角　判定の参考　他　昭和１５年３月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-257
戦技の成果に鑑み操法並に兵器整備上の教訓　昭和１６年５月１
日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-258 砲隊教範　草案　昭和１７年９月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-259 砲隊操式草案　昭和１７年９月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-260 砲術長便覧　昭和１７年１１月１５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-261 掃海具取扱参考書　昭和１８年１２月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-262
海軍２等水兵海用術　砲術　陸戦術　教科書　昭和１９年１月１０
日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-263 海軍２等主計兵　調理術教科書　昭和１９年５月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-264 練習生用　化学教科書　昭和１９年５月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-265
准士官学生参考書　精神教育　普通学　参考　昭和１９年６月３０
日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-266 自動車整理教科書　昭和１９年１１月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-267 自動車操縦教科書　昭和１９年１１月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-268 掃海教範草案　大正９年５月１９日 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-269 艦砲射撃標的取扱参考書　昭和５年３月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-270 艦船防毒教範　昭和５年３月１１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-271 河江掃海参考資料　昭和１３年９月２２日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-272
海上気象観測教範草案付録　海軍気象常用表（甲）昭和１４年１１
月２８日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-273
海上気象観測教範草案付録　海軍気象常用表（乙）昭和１４年１１
月２８日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-274 魚雷戦訓練法　昭和１５年１月１５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-275 占拠地警備　及　討伐参考書　昭和１７年４月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-276 射撃学理　参考書　昭和１７年１２月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-277 予備学生（一般）教程　気象学教科書（案）昭和１９年２月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-278 海軍軍楽隊操式　昭和１９年１０月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-279 砲戦（砲術）要務参考　昭和１９年１０月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-280 魚雷発射要表(魚雷発射教範付録） 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-281 機雷教範　昭和２年１１月２１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-282 機雷操式　昭和２年１２月５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-283 機雷取扱教範(別冊）昭和８年３月１５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-284 掃海具　付図　昭和１４年４月１日 海軍省教育局



令和５年４月４日

⑦教育-教範（航空を除く）-285 新兵教育用参考書(班長執務参考）昭和１４年５月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-286 ９３式機雷１型操式参考書　昭和１６年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-287 新兵修身参考書　昭和１７年８月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-288
船舶応急参考書　船長　運動．通信．見張．運転　参考書　昭和１
７年９月３０日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-289 駆逐艦水雷長勤務参考　昭和１８年１月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-290 ３年式２０糎２連装砲教科書　昭和１９年９月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-291 海軍喇叭譜調教範　大正７年１１月２１日 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-292 駆逐艦運動要領　昭和４年２月２８日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-293 勅諭術義　昭和６年９月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-294 勅諭術義　昭和６年９月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-295 操艦教範　昭和７年１０月１０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-296 新兵教育用参考書(班長執務参考）昭和１４年５月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-297 海軍喇叭操式　昭和１４年１１月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-298 海上気象観測教範草案　昭和１４年１１月２８日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-299 夜間天測法　昭和１６年３月７日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-300 操艦講話　昭和１６年１０月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-301
攻勢的機雷　対機雷処理に対する当直将校執務参考　昭和１７年
１月２０日

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-302 衛兵副司令　甲板士官　勤務参考　昭和１７年４月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-303 初任下士官特別教育参考書　普通学参考　昭和１８年４月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-304 准士官学生参考書　造船学参考　昭和１９年６月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-305 信号術特技兵　勤務参考書　昭和１９年８月３１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-306 艦内号令詞　昭和６年１月２６日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-307 昭和１４年度水雷術巡回講習資料　昭和１３年１２月５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-308 新兵守訓　昭和１４年６月 横須賀海兵団

⑦教育-教範（航空を除く）-309 水雷術兵器教科書　昭和１６年 横須賀海軍工廠　工員養成所

⑦教育-教範（航空を除く）-310 昭和１７年度水雷術巡回講習資料　昭和１６年１０月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-311 勤務心得　昭和１７年５月５日 大竹海兵団　兵科新兵練習部

⑦教育-教範（航空を除く）-312 第９０期高等科砲術練習生　陸戦兵器参考 館山海軍砲術学校

⑦教育-教範（航空を除く）-313 見張員参考栞 海上護衛総司令部

⑦教育-教範（航空を除く）-314 海軍算術教科書　大正９年７月 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-315 潜水教範　昭和７年７月１３日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-316 運用術提要　昭和９年 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-317 運用術提要 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-318 運用作業教範　昭和９年８月１５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-319 信号術教科書　昭和１４年 -

⑦教育-教範（航空を除く）-320 昭和１５年度水雷術巡回講習資料　昭和１４年１１月 海軍省教育局



令和５年４月４日

⑦教育-教範（航空を除く）-321 昭和１６年度水雷術巡回講習資料　昭和１５年１１月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-322 艦隊水中測的術力向上に関する研究　昭和１６年８月２５日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-323 円缶取扱参考事項　昭和１６年１０月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-324 師範学校出身徴兵　航海術　通信術　教科書　昭和１９年２月 -

⑦教育-教範（航空を除く）-325 海軍２等衛生兵　衛生教科書　昭和１９年５月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-326 海軍２等水兵雑科教科書　昭和１９年５月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-327 海軍２等主計兵経理術教科書　昭和１９年５月２０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-328 准士官学生参考書　機関科一般勤務参考　昭和１９年６月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-329 普通科測的術練習生用　砲戦要務参考書　昭和１９年９月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-330
専科　中等科生徒教程　印刷学教科書上巻　写真術　平版術　昭
和２０年３月

水路部修技所

⑦教育-教範（航空を除く）-331 水上艦艇水中測的教範　昭和２０年４月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-332 水中聴音機付図　昭和１４年４月１日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-333 水中爆傷　昭和１８年４月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-334 ２号電波探信儀２型改４測距精度向上策　昭和２０年５月 海上護衛総司令部

⑦教育-教範（航空を除く）-335 普通科看護術練習生　病的検査実習指針 佐世保海軍病院　練習部

⑦教育-教範（航空を除く）-336 海軍普通科衛生術教科書　中巻 賀茂海軍衛生学校

⑦教育-教範（航空を除く）-337 海軍普通科衛生術教科書　別冊 賀茂海軍衛生学校

⑦教育-教範（航空を除く）-338 兵術要論(ジェネラル・バロン・ジョミニー著） 海軍大佐　八代六郎訳

⑦教育-教範（航空を除く）-339 兵関精髄(英国陸軍将官ハルト著．海軍大佐　八代六郎訳） 海軍大学校

⑦教育-教範（航空を除く）-340 兵法五戦問答 海軍通信学校

⑦教育-教範（航空を除く）-341 電気取扱法　昭和６年１０月 海軍燃料廠

⑦教育-教範（航空を除く）-342
大正５年１２月２０日　機関学教科書　生徒第３学年　実地機関学
前編

海軍機関学校

⑦教育-教範（航空を除く）-343
昭和１７．６．１　各種戦期に於ける利根型巡洋艦主砲の全能発揮
法

海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-344 大正８年７月１日　普通科学生用　艦砲射撃学教科書 海軍砲術学校

⑦教育-教範（航空を除く）-345 明治４０．７　明治４３．６　第３８期海軍兵学校試験問題集 -

⑦教育-教範（航空を除く）-346 昭和１９年４月２０日　海軍施設本部長訓示集 海軍中将　金沢正夫

⑦教育-教範（航空を除く）-347 陸戦教範　昭５．８ 海軍省

⑦教育-教範（航空を除く）-348 陸戦参考書　昭和１１．１２ 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-349 分隊士勤務参考　昭和１３．９ 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-350 砲術教科書付録付図　明治４１．９ -

⑦教育-教範（航空を除く）-351 海軍短艇教範　大正１４．３．１ -

⑦教育-教範（航空を除く）-352 艦内号令詞　昭和２．１０ 運用術練習艦

⑦教育-教範（航空を除く）-353 陸戦教範　昭和５．８．１２ 海軍大佐　財部彪

⑦教育-教範（航空を除く）-354 艦船保存整備心得．追補　昭和６．９ 佐世保海軍艦船部

⑦教育-教範（航空を除く）-355 潜水教範　昭和７．１３ 海軍大臣　岡田啓介

⑦教育-教範（航空を除く）-356 電気術教科書付図 -



令和５年４月４日

⑦教育-教範（航空を除く）-357 軍艦浅間号令詞 -

⑦教育-教範（航空を除く）-358 錨及錨鎖使用参考表 -

⑦教育-教範（航空を除く）-359 Ｌ型潜水艦．水上操縦に就て 海軍少佐　石崎昇

⑦教育-教範（航空を除く）-360 池貝式１０馬力内火艇機械　大正１２．１ 第２復員局残務処理部

⑦教育-教範（航空を除く）-361 操艦参考資料　昭和９年度 軍艦　日向

⑦教育-教範（航空を除く）-362 第３６期甲種学生　潜水艦参考資料　昭和１１年１２月 太田中佐

⑦教育-教範（航空を除く）-363 砲々架各部分解結合取扱法　大正５．５ -

⑦教育-教範（航空を除く）-364 艦船操縦法 -

⑦教育-教範（航空を除く）-365 船長対潜自衛参考書　昭和１８．５．２０ 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-366 機関用語　明治４１．１１．９ 海軍省

⑦教育-教範（航空を除く）-367 海軍軍歌　大正３．１ 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-368 新兵修身参考書　大正１０．１２ 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-369 海軍軍歌　大正１１ 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-370 海軍４等船匠兵　潜水術教科書　大正１０．１２ 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-371 海軍手先信号法　昭和１２．１．２５ 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-372 海軍機関教範　昭和７．６．１０ 海軍省

⑦教育-教範（航空を除く）-373 艦内工作教範　昭和８．１．３０ 海軍省

⑦教育-教範（航空を除く）-374 砲隊教範草案　昭和１８．７．２０ -

⑦教育-教範（航空を除く）-375 施設機械一般　昭和１８．１１ 海軍施設本部

⑦教育-教範（航空を除く）-376 施設機械一般　昭和１８．１１ 海軍施設本部

⑦教育-教範（航空を除く）-377 掌砲兵用　兵器学参考書付図 -

⑦教育-教範（航空を除く）-378 艦砲操式続編草案　第１部 -

⑦教育-教範（航空を除く）-379 艦砲射撃心得　明治３８．９ 海軍砲術練習所

⑦教育-教範（航空を除く）-380 海軍陸上工作教範　明治３６．２ -

⑦教育-教範（航空を除く）-381 操舵の号令操法及針路呼称法　操舵操式抜粋 -

⑦教育-教範（航空を除く）-382 海軍機関教範 -

⑦教育-教範（航空を除く）-383 魚形水雷発射法 -

⑦教育-教範（航空を除く）-384 運動計算器説明書　昭和１２．６ 江本大尉

⑦教育-教範（航空を除く）-385 英式　艦砲全書　１　明治３年 小幡篤次郎訳

⑦教育-教範（航空を除く）-386 英式　艦砲全書　２　明治３年 小幡篤次郎訳

⑦教育-教範（航空を除く）-387 軍艦　雑載　全 -

⑦教育-教範（航空を除く）-388 艦艇識別要表（側方）昭和１８年４月 -

⑦教育-教範（航空を除く）-389
運用術練習艦　春日　運用術教科書及び参考書　１／４　昭和２～
３年

-

⑦教育-教範（航空を除く）-390
運用術練習艦　春日　運用術教科書及び参考書　２／４　昭和２～
３年

-

⑦教育-教範（航空を除く）-391
運用術練習艦　春日　運用術教科書及び参考書　３／４　昭和２～
３年

-

⑦教育-教範（航空を除く）-392
運用術練習艦　春日　運用術教科書及び参考書　４／４　昭和２～
３年

-



令和５年４月４日

⑦教育-教範（航空を除く）-393 准士官学生参考書　一般勤務参考　昭和１７年１０月 -

⑦教育-教範（航空を除く）-394 運用術教科書図　明治３０年 -

⑦教育-教範（航空を除く）-395 海軍初等運用術教科書　全　明治３５年 -

⑦教育-教範（航空を除く）-396 連合艦隊艦砲射撃教範　明治３７年 -

⑦教育-教範（航空を除く）-397 運用術提要　明治４２年 -

⑦教育-教範（航空を除く）-398 ３５米突水雷艇　機関取扱方 -

⑦教育-教範（航空を除く）-399
魚雷射堡甲標的揚卸施設並に震洋基地構築要領　昭和１９年８月
１０日

海軍施設本部

⑦教育-教範（航空を除く）-400
魚雷射堡甲標的揚卸施設並に震洋基地構築要領　昭和１９年８月
１０日

海軍施設本部

⑦教育-教範（航空を除く）-401
魚雷射堡甲標的揚卸施設並に震洋基地構築要領　昭和１９年８月
１０日

海軍施設本部

⑦教育-教範（航空を除く）-402 陸上対空砲戦要務案(館山海軍砲術学校編） 海軍施設本部

⑦教育-教範（航空を除く）-403 設営隊及施設部部隊作業指揮法　昭和１９年１２月１５日 海軍施設本部

⑦教育-教範（航空を除く）-404 木工機械取扱法　昭和２０年３月１５日 海軍施設本部

⑦教育-教範（航空を除く）-405 施設業務遂行上の庶務参考　昭和２０年３月１５日 海軍施設本部

⑦教育-教範（航空を除く）-406 ２５粍機銃操法参考書　昭和１９年９月３０日 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-407 遊泳術教範　大正１３年 海軍省

⑦教育-教範（航空を除く）-408 陸戦教範　昭和５年 海軍省

⑦教育-教範（航空を除く）-409 陸戦操式　昭和５年 -

⑦教育-教範（航空を除く）-410 短艇操式　昭和９年 -

⑦教育-教範（航空を除く）-411 陸戦操式草案　昭和１８年 海軍省

⑦教育-教範（航空を除く）-412 築城施設教範草案　昭和１９年 -

⑦教育-教範（航空を除く）-413 施設隊及施設部隊操式　昭和１９年１２月２日 海軍施設本部

⑦教育-教範（航空を除く）-414 「コンクリート」工法 海軍施設本部

⑦教育-教範（航空を除く）-415 施設材料　昭和２０年３月２０日 海軍施設本部

⑦教育-教範（航空を除く）-416 海軍５等主厨厨業教科書　大正７年１月 海軍省教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-417 練習兵用　物理学教科書　昭和１９年５月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-418 海軍４等機関兵機関術　昭和１７年８月 海軍省教育局

⑦教育-教範（航空を除く）-419 海軍５等火夫教科機関書　完　明治２８年 横須賀鎮守府海兵団

⑦教育-教範（航空を除く）-420 海軍５等水兵運用術教科書　明治３１年５月 -

⑦教育-教範（航空を除く）-421 海軍算術教科書　巻３　大正９年 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-422 戦人訓　昭和１７年７月
横須賀海軍警備隊　横須賀第１
海兵団

⑦教育-教範（航空を除く）-423 艦船勤務日常心得　呉海兵団機関科新兵分隊 呉海兵団機関科新兵分隊

⑦教育-教範（航空を除く）-424 書翰文参考書　呉海兵団新兵分隊 呉海兵団新兵分隊

⑦教育-教範（航空を除く）-425 新兵教育用　算術参考書　全　呉海兵団新兵分隊 呉海兵団新兵分隊

⑦教育-教範（航空を除く）-426 新任下士官教育資料陸戦に於ける下士官の任務 第３駆逐隊

⑦教育-教範（航空を除く）-427 艦船機関取扱教範 -

⑦教育-教範（航空を除く）-428 水雷士勤務参考 -



令和５年４月４日

⑦教育-教範（航空を除く）-429 執務便覧 近藤莞爾

⑦教育-教範（航空を除く）-430 分隊士勤務参考 練習艦隊

⑦教育-教範（航空を除く）-431 副直勤務参考　短艇指揮参考 練習艦隊

⑦教育-教範（航空を除く）-432 航海士勤務参考 練習艦隊

⑦教育-教範（航空を除く）-433 砲術士勤務参考 練習艦隊

⑦教育-教範（航空を除く）-434 甲板士官勤務参考 練習艦隊

⑦教育-教範（航空を除く）-435 海軍砲術学校等体育参考書 海軍砲術学校体育科等

⑦教育-教範（航空を除く）-436 海軍兵器の發達について 海軍省海軍軍事普及部

⑦教育-教範（航空を除く）-437 短艇操式 海軍省

⑦教育-教範（航空を除く）-438 操艦教範 水路部

⑦教育-教範（航空を除く）-439 英語教範　3種 -

⑦教育-教範（航空を除く）-440 海軍艦砲操式草案 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-441 船体構成一般教科書 春日艦

⑦教育-教範（航空を除く）-442 海軍航海術第２編　附録天測用表 -

⑦教育-教範（航空を除く）-443 突尼斯遠征紀略 全 参謀本部海軍部編纂課

⑦教育-教範（航空を除く）-444 倍心電纜節約装置実験調査報告書
倍心電纜節約装置実験調査委
員

⑦教育-教範（航空を除く）-445 加熱装置付３８式２号魚雷取扱及諸注意 海軍水雷学校

⑦教育-教範（航空を除く）-446 掌砲要務 海軍砲術練習所

⑦教育-教範（航空を除く）-447 砲台関連図 不詳

⑦教育-教範（航空を除く）-448 分隊士勤務参考　昭和１９年７月３日 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-教範（航空を除く）-449 運用術教科書　下の巻　明治29年3月 股野三藏

⑦教育-教範（航空を除く）-450 短艇教範　昭和9年6月 海軍兵学校

⑦教育-教範（航空を除く）-451 陸戦参考書　昭和11年12月 海軍砲術学校

⑦教育-教範（航空を除く）-452 海軍算術教科書　巻4　大正9年12月 海軍教育本部

⑦教育-教範（航空を除く）-453 海軍算術教科書　附録　大正9年12月 海軍教育本部

⑦教育-航空関係-1 航空戦術講義案　別冊　昭和１１年２月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空関係-2 研究実験成績報告　飛行機整備能力向上に関する研究実験 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空関係-3 研究実験成績報告　偵察術力向上に関する研究実験 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空関係-4
研究実験成績報告　偵察術力向上に関する研究実験(飛行索敵
法の研究）

横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空関係-5 航空術参考資料　昭和１６年 百里原海軍航空隊

⑦教育-航空関係-6 搭乗員教育参考資料　戦務参考 輝部隊

⑦教育-航空関係-8 第２連合航空隊　第１回教練発射報告 元山海軍航空隊

⑦教育-航空関係-9
昭和９年度整備長講習資料綴　自　昭和８年１１月２９日　至　昭
和８年１２月２日

-

⑦教育-航空関係-10 現在実施部隊にて実施せられつつある大艇の哨戒索敵一般要領 -

⑦教育-航空関係-11 昭和１９年度佐世保海軍航空隊　教育計画 -

⑦教育-航空関係-12
航空参考資料集録　第１０　昭和１０年９月１日　航本普報第２２号
別冊

海軍航空本部



令和５年４月４日

⑦教育-航空関係-13 旧海軍航空整備術教育の懐旧談 航自　第１術科学校

⑦教育-航空関係-14 飛行学生教育資料 -

⑦教育-航空関係-15 航空力学の発達 -

⑦教育-航空関係-16 計器教科書 -

⑦教育-航空関係-17 航空計器　昭和１３．５ 與倉　三四三

⑦教育-航空関係-18 航空機用計器整備標準案　昭和１８．１２ 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空関係-19 機上雑音と其の除去　昭和１９．１２ 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空関係-20 飛行機電気装置　整備標準 -

⑦教育-航空関係-21 恒速プロペラ説明書付図 -

⑦教育-航空関係-22 今日の飛行機に依る空襲戦禍の凄惨　昭和１０．５ 海軍航空廠

⑦教育-航空関係-23 航空天測（初心者用）参考書　昭和１７年１１月
横須賀海軍航空隊　教官海軍
中尉　松丸三郎草案

⑦教育-航空関係-24 飛行学生用航空天測参考書　昭和１９年５月
海軍練習連合航空総隊　教官
海軍大尉　松丸三郎草案

⑦教育-航空関係-25 簡易天測法の生い立ち　「海軍大尉　松丸三郎」 飯田　三郎

⑦教育-航空関係-26 勤務録　大正１０年～昭和１４年
霞ケ浦海軍航空隊特務大尉
岡本金太郎

⑦教育-航空関係-27 飛行練習生授業予定表 大津海軍航空隊

⑦教育-航空関係-28 福山高等航空機乗員養成所教授予定表及び教育指導標準 福山高等航空機乗員養成所

⑦教育-航空関係-29 機密練習連空総隊法令第五九号第六〇号 海軍連合航空総隊清水局員

⑦教育-航空関係-30 滑空日誌（藤澤一雄）
藤澤一雄（三重海軍航空隊学生
隊）

⑦教育-航空関係-31 陸戦（藤澤一雄）
藤澤一雄（三重海軍航空隊学生
隊）

⑦教育-航空関係-32
当直勤務　通信規定　分隊士勤務　庶務（要務公文書）（藤澤一
雄）

藤澤一雄（三重海軍航空隊学生
隊）

⑦教育-航空関係-33
整備Ⅰ（機体一般・電気装置）　整備Ⅱ（機体理論並発動機理論）
（藤澤一雄所持）

横田俊介（三重海軍航空隊第2
期予備生徒）

⑦教育-航空関係-34 横須賀海軍航空隊第53期普通科整備術練習生　修養録 田口幸次郎

⑦教育-航空関係-35
高等科整備術練習生　要務（経理検査）参考書　昭和16年11月1
日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空関係-36 海軍航空関係用語　昭和15年10月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空関係-37 高等科整備術練習生用　理化教科書　昭和15年5月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空関係-38
高等科整備術練習生用　航空機用計器教科書（構造理論・取扱
法）　昭和15年10月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空関係-39
高等科整備術練習生　修補（金属材料）教科書　昭和16年11月15
日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-航空関係-40
横須賀海軍航空隊第53期普通科整備術練習生　ノート（金星四〇
型　九七艦攻）

田口幸次郎

⑦教育-航空関係-41
横須賀海軍航空隊第53期普通科整備術練習生　ノート（計器・非
金属・金属）

田口幸次郎

⑦教育-航空関係-42
横須賀海軍航空隊第48期高等科整備術練習生　ノート（計器・発
整）

田口幸次郎

⑦教育-航空関係-43
横須賀海軍航空隊第48期高等科整備術練習生　ノート（基兵・プ
ロペラ・要務・材料）

田口幸次郎

⑦教育-航空関係-44
横須賀海軍航空隊第48期高等科整備術練習生　ノート（工用数
学）

田口幸次郎

⑦教育-航空関係-45
横須賀海軍航空隊第53期普通科整備術練習生　整備術ノート（九
一式・壽）

田口幸次郎

⑦教育-航空関係-46
横須賀海軍航空隊第53期普通科整備術練習生　整備術ノート（九
七艦攻・九四水偵・九四艦爆・九〇水偵）

田口幸次郎

⑦教育-航空関係-47
横須賀海軍航空隊第53期普通科整備術練習生　整備術ノート（機
構・電気・理化）

田口幸次郎

⑦教育-航空関係-48 横須賀海軍航空隊第53期普通科整備術練習生　図表ノート 田口幸次郎
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⑦教育-術科年報（砲術）-1 砲術年報　第１　軍艦戦闘射撃　大正９年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-2 砲術年報　第２　駆逐隊戦闘射撃　大正９年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-3
砲術年報　第３　軍艦昼間研究射撃　軍艦高角砲研究射撃　大正
９年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-4 砲術年報　第４　軍艦夜間研究射撃　大正９年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-5
砲術年報　第５　駆逐隊夜間研究射撃　戦闘射撃に対する海軍砲
術学校　提出意見　大正９年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-6 砲術年報　第６　大正９年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-7 砲術年報　第１　軍艦夜間戦闘射撃　大正１０年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-8 砲術年報　第２　駆逐隊夜間戦闘射撃　大正１０年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-9 砲術年報　第３　軍艦昼間甲種戦闘射撃　大正１０年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-10
砲術年報　第４　駆逐隊昼間戦闘射撃　戦闘射撃に対する海軍砲
術学校提出意見　大正１０年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-11 砲術年報　第５　大正１０年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-12
砲術年報　第１　第３艦隊（安芸．薩摩）長時間実験射撃（付録）射
撃指揮官講習員射撃　大正１１年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-13 砲術年報　第２　戦闘射撃成績摘要　大正１１年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-14 砲術年報　第３　軍艦戦闘射撃　大正１１年 海軍教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-15 砲術年報　第４　大正１１年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-16
砲術年報　第５　星弾照明弾射撃報告　軍艦山城方位盤予備装
置　研究射撃　大正１１年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（砲術）-17 砲術年報　第１　戦闘射撃成績摘要　大正１２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-18 砲術年報　第２　軍艦戦闘射撃　大正１２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-19 砲術年報　第３　駆逐隊戦闘射撃　大正１２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-20
砲術年報　第４　５０口径１５糎砲星弾研究射撃報告　星弾に関す
る所見．閃光防止剤入装薬実験報告

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-21 砲術年報　第１　戦闘射撃成績摘要　大正１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-22 砲術年報　第２　軍艦戦闘射撃　大正１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-23 砲術年報　第３　大正１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-24
砲術年報　第４　旧軍艦安芸．薩摩を標的とする研究射撃　大正１
３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-25
砲術年報　第５　星弾研究射撃　旧軍艦肥前を標的とする星弾研
究射撃　大正１３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-26
砲術年報　第１　軍艦昼間戦闘射撃　付．山城昼間教練射撃　大
正１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-27
砲術年報　第２　軍艦夜間戦闘射撃　駆逐艦昼夜間戦闘射撃　星
弾研究射撃　大正１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-28 砲術年報　第３　大正１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-29 砲術年報　第１　軍艦昼間戦闘射撃　大正１５年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-30
砲術年報　第２　軍艦夜間戦闘射撃　駆逐隊昼夜間戦闘射撃　高
角砲戦闘射撃　大正１５年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-31
砲術年報　第３　昼夜間戦闘射撃　研究射撃意見摘録　大正１５
年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-32 砲術年報　第１　軍艦昼間戦闘射撃　昭和２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-33
砲術年報　第２　軍艦夜間戦闘射撃　駆逐隊昼夜間戦闘射撃　高
角砲戦闘射撃　対潜水艦研究射撃　昭和２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-34
砲術年報　第３　戦闘射撃．研究射撃．測距検定　意見摘録　昭
和２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-35 砲術年報　第５　上陸掩護研究射撃　昭和２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-36
砲術年報　第１　戦闘射撃　研究射撃　主要研究項目．教育局長
希望．計画標準．実施予定．意見摘録　昭和３年

海軍省教育局
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⑦教育-術科年報（砲術）-37 砲術年報　第２　軍艦昼間戦闘射撃　高角砲戦闘射撃　昭和３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-38 砲術年報　第３　軍艦夜間戦闘射撃　星弾研究射撃　昭和３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-39
砲術年報　第４　駆逐隊昼夜間戦闘射撃　潜水隊昼間戦闘射撃
特減演習弾戦闘射撃　昭和３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-40 砲術年報　第５　射撃成績摘要　昭和３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-41 砲術年報　第６　昭和３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-42
砲術年報　第１　戦闘射撃主要研究項目．弾薬年額表．教育局長
希望．計画標準．実施予定．意見摘録　昭和４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-43 砲術年報　第２　軍艦　昼間（乙種を除く）戦闘射撃　昭和７年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-44
砲術年報　第６　海軍砲術学校に於ける研究実験事項摘録．付録
昭和７年砲術略史　昭和７年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-45
砲術年報　別冊　妙高．那智昼間甲種戦闘射撃に於ける８８式徹
甲弾の効果に関する事項摘録　昭和７年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-46
砲術年報　別冊　射撃初苗頭修正に資する上層風の研究　昭和７
年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-47
砲術年報　第１　戦闘射撃に関する重要令達　戦闘射撃に対する
所見摘録　昭和８年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-48 砲術年報　第２　軍艦昼間（乙種を除く）戦闘射撃　昭和８年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-49
砲術年報　第３　軍艦昼間乙種戦闘射撃　軍艦夜間戦闘射撃　昭
和８年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-50 砲術年報　第４　駆逐艦昼夜間戦闘射撃　昭和８年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-51 砲術年報　第５　射撃成績摘録　昭和８年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-52
砲術年報　第６　軍艦日向及金剛主砲研究(煙幕超過）射撃．赤軍
第４艦隊　昼間教練射撃　昭和８年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-53
砲術年報　第４　昼間乙種戦闘射撃　高角砲戦闘射撃　昭和１１
年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-54
砲術年報　第１　戦闘射撃に関する重要令達　軍令部．教育局．
砲術学校所見．戦闘射撃成績．同累年比較表　昭和１２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-55 砲術年報　第２　昭和１２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-56 砲術年報　第３　昼間甲種戦闘射撃　昭和１２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-57
砲術年報　第４　昼間乙種（第５戦隊甲種）戦闘射撃．高角砲戦闘
射撃　昭和１２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-58 砲術年報　第５　夜間戦闘射撃　昭和１２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-59
砲術年報　第６　海軍砲術学校に於ける研究実験事項摘録　昭和
１２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-60
砲術年報　第１　戦闘射撃に関する重要令達　軍令部．教育局．
砲術学校所見．戦闘射撃成績．同累年比較表　昭和１３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-61 砲術年報　第２　昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-62 砲術年報　第３　昼間甲種戦闘射撃　昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-63 砲術年報　第４　昼間乙種戦闘射撃　昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-64 砲術年報　第５　夜間戦闘射撃　昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-65 砲術年報　第６　昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-66
砲術年報　第７　海軍砲術学校に於ける研究実験事項摘録　昭和
１３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-67
砲術年報　第１　戦闘射撃に関する重要令達　軍令部．教育局．
砲術学校所見．戦闘射撃成績．同累年比較表　昭和１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-68 砲術年報　第２　昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-69 砲術年報　第３　昼間甲種戦闘射撃　昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-70 砲術年報　第４　昼間乙種戦闘射撃　昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-71 砲術年報　第５　夜間戦闘射撃　昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-72 砲術年報　第６　昭和１４年 海軍省教育局
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⑦教育-術科年報（砲術）-73
砲術年報　第７　海軍砲術学校研究実験事項摘録．付．戦艦主砲
給弾薬実験の成果及意見　昭和１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-74
砲術年報　第７別冊　戦艦主砲給弾薬実験に関する重要令達　実
施計画．実施経過概要．成績所見　昭和１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-75
砲術年報　第１　戦闘射撃に対する重要令達　海軍省教育局．海
軍砲術学校所見　戦闘射撃成績．同累年比較表　昭和１５年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-76
砲術年報　第４　昼間乙種戦闘射撃　主砲昼間乙種第２次（偏弾）
戦闘射撃　昭和１５年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（砲術）-77 砲術年報　第６　昭和１５年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-1 水雷術年報　第４　機雷に関する事項　大正５年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-2 水雷術年報　第１　兵器に関する意見　大正９年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-3
水雷術年報　第２　敷設検定　並　掃海検定に関する事項　大正９
年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-4 水雷術年報　第３　機雷敷設．掃海に関する事項　大正９年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-5 水雷術年報　第４　各戦闘発射　及水雷戦隊研究発射　大正９年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-6 水雷術年報　第１　検定掃海．戦闘掃海　大正１０年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-7
水雷術年報　第２　魚雷兵器及其の取扱に関する事項　大正１０
年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-8 水雷術年報　第３　敷設検定．戦闘敷設　大正１０年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-9
水雷術年報　第４　軍艦．駆逐艦．潜水艦戦闘発射戦隊．水雷戦
隊．潜水戦隊戦闘発射　大正１０年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-10 水雷術年報　第５　研究掃海．教練掃海　大正１０年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-11 水雷術年報　第６　基本．応用．研究．機雷之部　大正１０年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-12
水雷術年報　魚雷の部　第１　魚雷兵器及其の取扱に関する事項
大正１１年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-13
水雷術年報　魚雷の部　第２　軍艦編隊戦闘発射　軍艦単艦（夜
間）戦闘発射　大正１１年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-14
水雷術年報　魚雷の部　第３　駆逐隊戦闘発射　水雷戦隊戦闘発
射　大正１１年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-15
水雷術年報　魚雷の部　第４　潜水艦単艦戦闘発射　潜水隊戦闘
発射　大正１１年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-16
水雷術年報　機雷掃海の部　第１　掃海検定．戦闘掃海．研究掃
海　大正１１年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-17
水雷術年報　機雷掃海の部　第２　敷設検定戦闘敷設．研究敷設
大正１１年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-18
水雷術年報　機雷掃海の部　第３　基本応用教練掃海．基本応用
教練敷設　大正１１年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-19
水雷術年報　魚雷の部　第１　魚雷兵器及其の取扱に関する事項
大正１２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-20
水雷術年報　魚雷の部　第２　軍艦昼夜間編隊戦闘発射　大正１
２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-21
水雷術年報　魚雷の部　第３　１．軍艦夜間単艦戦闘発射　２．駆
逐隊夜間戦闘発射　３．水雷戦隊昼夜間戦闘発射　大正１２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-22
水雷術年報　機雷掃海の部　第１　戦闘敷設．戦闘掃海　大正１２
年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-23
水雷術年報　機雷掃海の部　第２　教練敷設．敷設検定　大正１２
年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-24
水雷術年報　機雷掃海の部　第３　教練掃海．掃海検定．防雷具
曵航教練　大正１２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-25
水雷術年報　機雷掃海の部　第１　戦闘敷設．敷設検定．教練敷
設．爆雷教練投射　大正１３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-26 水雷術年報　機雷掃海の部　第２　大正１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-27
水雷術年報　魚雷の部　第１　魚雷兵器及其の取扱に関する事項
大正１３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-28
水雷術年報　魚雷の部　第２　第１．第４戦隊昼間編隊　戦闘発射
大正１３年

-

⑦教育-術科年報（水雷術）-29
水雷術年報　魚雷の部　第３　１．駆逐隊．単隊．連隊夜間戦闘発
射　２．軽巡戦隊．水雷戦隊．昼夜間戦闘発射

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-30
水雷術年報　魚雷の部　第４　１．潜水艦昼間単艦戦闘発射　２．
潜水艦夜間単艦戦闘発射その他

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-31
水雷術年報　魚雷の部　第１付録　魚雷発射検定に関する事項
大正１４年

海軍省教育局
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⑦教育-術科年報（水雷術）-32
水雷術年報　魚雷の部　第２　第１．第４戦隊昼間編隊戦闘発射
大正１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-33
水雷術年報　魚雷の部　第３　駆逐隊．単隊．連隊夜間戦闘発射
軽巡戦隊．水雷戦隊昼夜間戦闘発射　大正１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-34
水雷術年報　魚雷の部　第４　１．潜水艦昼間単艦戦闘発射　２．
潜水艦夜間単艦戦闘発射その他

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-35
水雷術年報　掃海の部　戦闘掃海．教練掃海．掃海検定　防雷具
教練　大正１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-36
水雷術年報　機雷の部　戦闘敷設．敷設検定．教練敷設．爆雷訓
練　大正１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-37
水雷術年報　魚雷の部　第１　魚雷兵器及其の取扱に関する事項
大正１５年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-38
水雷術年報　魚雷の部　第２　戦隊昼間戦闘発射　駆逐連隊夜間
戦闘発射　大正１５年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-39
水雷術年報　魚雷の部　第３　１．第１、第２水雷戦隊昼間戦闘発
射　２．第５戦隊、第２水雷戦隊夜間（月夜）戦闘発射その他

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-40
水雷術年報　魚雷の部　第４　１．潜水艦昼間単艦戦闘発射　２．
潜水艦夜間単艦戦闘発射その他

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-41 水雷術年報　掃海の部　大正１５年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-42 水雷術年報　機雷の部　大正１５年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-43 水雷術年報　魚雷の部　第１　昭和２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-44
水雷術年報　魚雷の部　第２　戦隊昼間戦闘発射　駆逐連隊夜間
戦闘発射　昭和２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-45 水雷術年報　魚雷の部　第３　昭和２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-46
水雷術年報　魚雷の部　第４　１．潜水艦昼間基本戦闘発射　２．
潜水艦夜間基本戦闘発射その他

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-47 水雷術年報　掃海爆雷の部　昭和２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-48 水雷術年報　機雷並防潜網の部　昭和２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-49 水雷術年報　魚雷の部　第１　昭和３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-50
水雷術年報　魚雷の部　第２　応用教練発射並発射検定に関する
事項　昭和３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-51 水雷術年報　魚雷の部　第４　昭和３年度 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-52 水雷術年報　魚雷の部　第５　昭和３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-53 水雷術年報　機雷並防潜網の部　昭和３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-54 水雷術年報　掃海の部　昭和３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-55 水雷術年報　爆雷の部　昭和３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-56
水雷術年報　魚雷の部　第１　艦隊教練発射　付録　最近施行の
各種実験成績　抜粋　昭和７年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-57
水雷術年報　魚雷の部　第２　甲種乙種戦闘発射（潜水艦関係を
除く）昭和７年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-58 水雷術年報　機雷敷設．掃海．防潜網設置の部　昭和７年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-59 水雷術年報　魚雷の部　第２　甲種乙種戦闘発射　昭和８年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-60 水雷術年報　魚雷の部　第４　戦闘発射（潜水艦関係）昭和８年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（水雷術）-61 水雷術年報　戦闘敷設の部　昭和８年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-62 水雷術年報　戦闘掃海の部　昭和８年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-63 水雷術年報　戦闘投射の部　昭和８年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-64 水雷術年報　（教練）敷設．掃海．設置．聴音の部　昭和８年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-65
水雷術年報　第１　魚雷の部（連合艦隊教練発射　付録　同反航
修正量計算式）昭和１２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-66 水雷術年報　第１　魚雷の部　昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-67
水雷術年報　第２　魚雷の部（第４．７戦隊　教練発射　研究発射）
昭和１３年

海軍省教育局
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⑦教育-術科年報（水雷術）-68 水雷術年報　第３　魚雷の部（戦闘発射（潜水艦関係））昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-69
水雷術年報　第４　甲種乙種戦闘掃海．教練掃海．大湊防備隊之
部　昭和１３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-70
水雷術年報　第５　甲種戦闘投射．教練投射（甲種戦闘投射迄）
昭和１３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-71
水雷術年報　第５　其の２　甲種戦闘敷設．前期教練敷設（甲種戦
闘敷設迄）の部　昭和１３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-72 水雷術年報　第６　魚雷の部　昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-73
水雷術年報　第８　昭和１３年度　乙種防備戦技後期教練（敷設．
掃海．投射．設置．水測）甲種戦技以後

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-74 水雷術年報　第１　魚雷の部（教練発射）昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-75 水雷術年報　第３　魚雷の部（戦闘発射（潜水艦関係））昭和１４年 -

⑦教育-術科年報（水雷術）-76
水雷術年報　第４　魚雷の部　戦闘発射（潜水艦関係を除く）付表
発射統計表　昭和１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-77
水雷術年報　第５　甲種戦闘敷設．前期教練敷設（甲種戦闘敷設
迄）．甲種戦闘設置．教練設置．設営　昭和１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-78
水雷術年報　第６　甲種戦闘掃海．教練掃海（但し甲種戦闘掃海
迄）昭和１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-79
水雷術年報　第７　甲種戦闘投射．水中測的．教練投射（甲種戦
闘投射迄）　昭和１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-80
水雷術年報　第８　乙種戦闘掃海．大要霧中研究掃海．甲種戦技
以降教練掃海　昭和１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-81
水雷術年報　第９　乙種戦闘敷設．大要霧中研究敷設．後期教練
敷設（甲種戦闘敷設以後）その他　昭和１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-82
水雷術年報　第１０　乙種戦闘投射．水中測的　横須賀．呉鎮守
府．研究投射．教練投射（甲種戦闘投射以後）

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-83 水雷術年報　第１　魚雷の部（教練発射第１）昭和１５年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-84
水雷術年報　第３　魚雷の部（戦闘発射（潜水艦関係））　昭和１５
年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-85
水雷術年報　第５　甲種戦闘敷設．前期教練敷設（甲種戦闘敷設
迄）．甲種戦闘設置．教練設置．設営　昭和１５年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-86
水雷術年報　第６　甲種戦闘掃海．教練掃海(但し甲種闘掃海迄）
昭和１５年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（水雷術）-87 水雷術年報　第１　魚雷の部（教練発射第１）昭和１６年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-1 通信術年報　通信検定の関する事項　大正９年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（通信術）-2
通信術年報　大正１０年度通信検定　実験研究に関する事項　大
正１０年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（通信術）-3
通信術年報　第１　通信検定並に部隊通信訓練に関する事項　大
正１１年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-4 通信術年報　第１　実験研究に関する事項　大正１２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-5 通信術年報　第２　部隊通信に関する事項　大正１２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-6 通信術年報　第３　通信検定電信に関する事項　大正１２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-7 通信術年報　第１　各個訓練に関する事項　大正１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-8 通信術年報　第２　部隊訓練に関する事項　大正１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-9 通信術年報　第３　実験研究に関する事項　大正１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-10 通信術年報　第１　検定に関する事項　大正１５年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-11 通信術年報　第２　教練通信．戦闘通信に関する事項　大正１５年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-12 通信術年報　第３　実験研究に関する事項　大正１５年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-13
通信術年報　１．検定　２．戦闘通信．教練通信　３．実験研究　付
録　昭和２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-14 通信術年報　第１　検定に関する事項　昭和３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-15 通信術年報　第２　戦闘通信．教練通信に関する事項　昭和３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-16 通信術年報　第３　実験研究に関する事項　昭和３年 海軍省教育局
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⑦教育-術科年報（通信術）-17
通信術年報（無線の部）第１　検定．教練通信．射撃発射戦技通
信．戦闘通信　昭和１２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-18
通信術年報（無線の部）第２　研究通信．実験研究に関する事項
昭和１２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-19 通信術年報　信号の部　昭和１２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-20
通信術年報（無線の部）第１　通信訓練実施区分．希望事項．成
果並に所見　昭和１３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-21
通信術年報（無線の部）第２　戦闘通信（除乙種第２）関係戦技
昭和１３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-22
通信術年報（無線の部）第３　検定．教練通信．乙種戦闘通信第
２．研究通信．諸統計　昭和１３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-23 通信術年報（無線の部）第４　実験研究に関する事項　昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-24
通信術年報（無線の部）第１　通信訓練実施区分．希望事項．成
果並に所見　昭和１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-25 通信術年報（無線の部）第２　連合艦隊甲種戦闘通信　昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-26
通信術年報（無線の部）第３　検定．鎮守府．要港部甲種戦闘通
信．連合教練通信．乙種戦闘通信第２．研究通信．諸統計　昭和
１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-27 通信術年報（無線の部）第４　実験研究に関する事項　昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-28
通信術年報（無線の部）第１　通信訓練実施区分．希望事項．成
果並に所見　昭和１５年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-29
通信術年報（無線の部）第２　連合艦隊甲種戦闘通信．連合艦隊
乙種戦闘通信．戦隊甲種戦闘通信　昭和１５年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-30
通信術年報（無線の部）第１　通信訓練実施区分．希望事項．成
果並に所見　昭和１６年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-31
通信術年報（無線の部）第２　連合艦隊．第４艦隊（甲種戦闘通
信．乙種戦闘通信）昭和１６年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-32
通信術年報（無線の部）第３　鎮守府要港部甲種戦闘通信　呉鎮
守府乙種戦闘通信　昭和１６年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-33
通信術年報（無線の部）第４　検定．連合教練通信．研究通信．諸
統計　昭和１６年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-34 通信術年報（無線の部）第５　実験研究に関する事項　昭和１６年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-35
通信術年報(無線の部）第２　連合艦隊甲種戦闘通信．連合艦隊
乙種戦闘通信．戦隊甲種戦闘通信　昭和１５年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-36
通信術年報(無線の部）第２　連合艦隊．第４艦隊（甲種戦闘通
信．乙種戦闘通信）　昭和１６年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-37 海軍無線通信教範　昭和７．１０．１０ -

⑦教育-術科年報（通信術）-38 航空機通信に関する講話資料　昭和１１．１２．１２ 海軍航空本部　木田少佐

⑦教育-術科年報（通信術）-39 昭和１５（教育）年度通信術　巡回講習資料　昭和１４．１２．２３ 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-40
昭和１５年度通信訓練に対する海軍通信学校意見　昭和１５．１
１．１

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-41 昭和１６年度（教育）通信術　巡回講習参考資料　昭１５．１２．２ 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-42 昭和１６年度通信長　講習参考資料　昭和１６．１０ 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（通信術）-43 臨時通信術巡回講習資料　昭和１９．２ -

⑦教育-術科年報（通信術）-44 航空通信術力向上策　昭和１８．１ 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（機関術）-1
機関術年報　機関高力運転成績．汽醸検定　実施細則並講評．訓
示．意見集　大正９年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-2
機関術年報　教練運転．戦闘運転．汽醸検定成績及意見等　大正
１０年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-3 機関術年報　大正１１年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-4 機関術年報　大正１２年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-5 機関術年報　第１　大正１３年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-6 機関術年報　第２　大正１３年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-7 機関術年報　第２　大正１４年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-8 機関術年報　第１　大正１５年 海軍教育本部
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⑦教育-術科年報（機関術）-9 機関術年報　第２　大正１５年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-10 機関術年報　第１　昭和２年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-11 機関術年報　第２　昭和２年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-12 機関術年報　第３　昭和２年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-13 機関術年報　第１　昭和３年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-14 機関術年報　第２　昭和３年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-15 機関術年報　第３　昭和３年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-16 機関術年報　第４　昭和３年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-17
機関術年報　第１　（軍艦．駆逐艦の部）　教練運転．戦闘運転．
機関検定．工作検定　昭和７年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-18 機関術年報　第３　軍艦研究運転の部　昭和７年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-19
機関術年報　第１　（軍艦．駆逐艦の部）　甲種戦闘運転．第１、２
回教練運転　昭和１３年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-20
機関術年報　第２　（軍艦．駆逐艦の部）　戦闘運転．教練運転．
機関検定．燃料効果審査．昭和１３年度機関術沿革　昭和１３年

海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-21 機関術年報　第３　潜水艦の部　昭和１３年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-22 機関術年報　第１　軍艦．駆逐艦の部　昭和１４年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-23 機関術年報　第２　昭和１４年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-24 機関術年報　第４　潜水艦の部　昭和１４年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-25 機関術年報　第１　水上艦艇の部　昭和１５年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-26 機関術年報　第２　昭和１５年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-27 機関術年報　第１　水上艦艇の部　昭和１６年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（機関術）-28 機関術年報　第２　水上艦艇の部　昭和１６年 海軍教育本部

⑦教育-術科年報（応急術）-1 応急術年報　第１　昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（応急術）-2 応急術年報　第２　注排水に関する事項　昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（応急術）-3
応急術年報　第１　昭和１６年応急に関する重要令達．戦闘応急
実施要領並に成績その他　昭和１６年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（応急術）-4 応急術年報　第２　注排水の部　昭和１６年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（工作術）-1 工術年報　昭和１２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（工作術）-2
工術年報　第１　甲種戦闘工作　第１．第２回教練工作　昭和１３
年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（工作術）-3
工術年報　第２　教練工作．戦闘工作．訓練研究の成果並に所
見．工作検定．付録　昭和１３年度工術沿革　昭和１３年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（工作術）-4 工作術年報　第１　昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（工作術）-5 工作術年報　第２　昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（工作術）-6 工作術年報　第２　昭和１５年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-1 航空術年報　第１　戦闘飛行．実験及統計　昭和２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-2 航空術年報　第２　検定　昭和２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-3 航空術年報　第２　昭和６年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-4 航空術年報　第２　戦闘飛行成績．研究飛行成績　昭和７年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-5 航空術年報　第３　所見　昭和７年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-6 航空術年報　第２　戦闘飛行（整備の部）昭和１２年 海軍省教育局



令和５年４月４日

⑦教育-術科年報（航空術）-7
航空術年報　第３　雪上飛行．霧中飛行．第１１航空隊台湾移動．
夜間捜索　夜間爆撃　昭和１２年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-8 航空術年報　第１　戦闘飛行（飛行の部）昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-9 航空術年報　第２　戦闘飛行．教練飛行（整備の部）昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-10 航空術年報　第３　昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-11 航空術年報　第１　戦闘飛行（飛行全般に関する部）昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-12 航空術年報　第２　戦闘飛行（空戦の部）昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-13 航空術年報　第３　戦闘飛行（爆撃の部）昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-14 航空術年報　第４　戦闘飛行（雷撃の部）昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-15 航空術年報　第５　戦闘飛行（偵察の部）昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-16
航空術年報　第６　戦闘飛行（観測．通信．乙種戦闘飛行の部）昭
和１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-17 航空術年報　第７　戦闘飛行（付録）昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-18
航空術年報　第８別冊　戦闘飛行　教練飛行(整備の部）昭和１４
年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-19 航空術年報　第９　昭和１４年　研究飛行の部 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航空術）-20 航空術年報　第３　戦闘飛行（爆撃の部）昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航海運用）-1 航海術運用術年報　昭和７年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航海運用）-2 航海術運用術年報　昭和８年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航海運用）-3 運用術年報　昭和１２年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航海運用）-4 運用術年報　第１　軍艦伊勢研究応急に関する事項　昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航海運用）-5 運用術年報　第２　昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航海運用）-6
航海術年報　第１　運動訓練関係重要令達．教練運動．甲種戦闘
運動　昭和１４年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航海運用）-7
航海術年報　第２　教練運動．運動戦技．検定競技．付録　主要
航海兵器故障欠損一覧表．操舵装置故障欠損一覧表　昭和１４
年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航海運用）-8
航海術年報　第１　運動関係重要令達．甲種戦闘運動．乙種戦闘
運動．付録　昭和１５年度艦（戦）隊に於いて制定（改正）運動内規
昭和１５年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航海運用）-9
航海術年報　第１　運動関係重要令達．甲種戦闘運動　昭和１６
年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航海運用）-10 航海術年報　第２　乙種戦闘運動．検定．付録　昭和１６年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（航海運用）-11 大正８．９年操艦法綴 運用術練習艦

⑦教育-術科年報（信号）-1 信号術年報　昭和１３年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（信号）-2 信号術年報　昭和１４年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（信号）-3 信号術年報　戦闘通信．検定　昭和１６年 海軍省教育局

⑦教育-術科年報（機雷）-1
機雷術年報　前編第１　甲種戦闘敷設．前期教練敷設（甲種戦闘
敷設迄）．甲種戦闘設営　昭和１６年

海軍省教育局

⑦教育-術科年報（機雷）-2 機雷術年報　第２　甲種戦闘設置．教練設置　昭和１６年 海軍省教育局

⑦教育-予科練-1 海軍飛行予科練志願読本　昭和１９．１２．１４発行 興亜日本社

⑦教育-予科練-2 海軍飛行予科練習生関係諸規程　摘録 -

⑦教育-予科練-3 甲種飛行予科練習生採用数の戦死没者数生存者数調査統計 甲種予科（第１２期）　瀬下元彦

⑦教育-予科練-4 海軍飛行予科練習生関係史料 -

⑦教育-予科練-5 予科練戦没者慰霊碑建立趣意
予科練戦没者　慰霊碑建立委
員会

⑦教育-予科練-6 留魂(人吉会報）昭和４７．５．３０発行 予科練人吉会



令和５年４月４日

⑦教育-予科練-7 飛行術操練教程　航空工学（理科）教科書　昭和１０年２月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-予科練-8 九〇式水上練習機操縦術　教科書　昭和１２年４月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-予科練-9 飛行機基本操縦術教科書　昭和１５年１月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-10 整備術（電機）教科書　昭和１６年６月３０日 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-11 偵察練習生用　爆撃兵器参考書　昭和９年３月 横海航空隊

⑦教育-予科練-12 飛行予科練習生用　化学実験参考書　昭和１４年９月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-13
自昭和６年至昭和１２年　航空関係各種学生　採用試験問題と解
答

-

⑦教育-予科練-14 航空工学（機体）教科書　昭和９年５月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-予科練-15 普通科練習生用　航空工学（電気）教科書　昭和９年１２月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-予科練-16 整備術教科書　昭和１８年８月１日 -

⑦教育-予科練-17 丙種飛行予科練習生用　航空術（機体）教科書　昭和１６年５月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-18 乙種飛行予科練習生用　化学参考書　昭和１４年６月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-19 操縦練習生用　航空工学（機体）教科書　昭和１４年１１月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-20 飛行予科練習生用　航空機用計器参考書　昭和１６年２月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-21 丙種飛行予科練習生用　航空術（発動機）教科書　昭和１６年４月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-22 丙種飛行予科練習生用　物理学教科書　昭和１６年７月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-23 飛行練習生用　整備要務参考書　昭和１７年１月 -

⑦教育-予科練-24 飛行練習生用　飛行要務教科書　昭和１７年５月 -

⑦教育-予科練-25 整備科予備練習生用　整備術（機体）教科書　昭和１８年９月１日 海軍練習連合　航空総隊

⑦教育-予科練-26
整備科予備練習生用　整備術（発動機）教科書　昭和１８年９月１
日

海軍練習連合　航空総隊

⑦教育-予科練-27
学生、練習生用　基本操縦術（計器　飛行）参考書　昭和１６年１０
月

-

⑦教育-予科練-28
飛行（偵察専修）練習生用　空中射撃術（理論）教科書　昭和１６
年５月

-

⑦教育-予科練-29
飛行（偵察専修）練習生用　空中射撃術（兵器）教科書　昭和１６
年５月

-

⑦教育-予科練-30 丙種飛行予科練習生用　数学教科書　昭和１６年５月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-31 飛行術練習生用　航空気象学教科書　昭和１８年１０月１日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-32
飛行予科練習生用　航海術教科書　巻之４（気象学）　昭和１４年
１２月

第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-33 乙種飛行予科練習生用　平面三角法参考書　昭和１５年１月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-34 飛行練習生用　天文航法参考書　昭和１５年３月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-35 飛行予科練習生用　運用術教科書　巻之１　昭和１５年３月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-36 飛行予科練習生用　数学参考書（補遺）　昭和１５年７月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-37 丙種飛行予科練習生用　航空術（機体）教科書　昭和１６年５月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-38 飛行（操縦専修）練習生用　空中航法教科書　昭和１６年８月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-39 飛行（操縦専修）練習生用　空中航法教科書　昭和１７年６月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-40
飛行学生飛行練習生用　零式艦上戦闘機（二一型）整備術教科
書　昭和１８年２月

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-41
甲種　乙種　飛行予科練習生用　運用術教科書　巻之１　昭和１８
年９月１５日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-42 飛行予科練習生用　軍制学参考書(中巻）　昭和１８年９月１５日 海軍練習連合航空総隊



令和５年４月４日

⑦教育-予科練-43
甲・乙種飛行予科練習生用　航海術教科書　巻之１(航海兵器）
昭和１８年１１月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-44
甲・乙種予科練習生用　航空術教科書　巻之１(航海兵器）昭和１
８年１１月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-45
甲・乙種飛行予科練習生用　機関術教科書(舶用機関）　昭和１９
年８月

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-46 短艇教範　昭和９年６月６日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-47 乙種飛行予科練習生用　国史教科書　昭和１４年９月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-48 飛行予科練習生用　見張術教科書　昭和１８年９月 海軍練習連合　航空総隊

⑦教育-予科練-49 偵察練習生用　空中航法参考書（前編）　昭和１４年９月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-50
飛行（偵察専修）練習生用　空中航法教科書（前編）　昭和１６年８
月

第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-51
飛行（偵察専修）練習生用　空中航法教科書（後編）　昭和１６年９
月

第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-52
飛行術練習生用　航法参考書（航法計算盤使用法）　昭和１８年８
月１５日

海軍練習連空総隊

⑦教育-予科練-53 飛行予科練習生用　航空機用計器参考書　昭和１８年９月１５日 海軍練習連空総隊

⑦教育-予科練-54 甲種飛行予科練習生用　化学教科書　昭和１８年９月１５日 海軍練習連空総隊

⑦教育-予科練-55 航空天測参考書　昭和１９年３月１日 海軍練習連空総隊

⑦教育-予科練-56 航空工学（発動機）教科書　昭和９年１１月 霞ケ浦海軍航空隊

⑦教育-予科練-57 飛行偵察練習生用　航空写真術教科書案　昭和１５年９月 鈴鹿海軍航空隊

⑦教育-予科練-58 飛行練習生（偵察）航法地上教育参考書　昭和１７年６月 博多海軍航空隊

⑦教育-予科練-59 飛行練習生用　空中射撃術（理論）教科書　昭和１７年８月 第１３連合航空隊

⑦教育-予科練-60 海軍航空智能検査 -

⑦教育-予科練-61
甲種第１期生として第２期生以下に告ぐる辞　其の１　昭和１４年６
月

第１期甲種飛行練習生

⑦教育-予科練-62 飛行予科練習生用　軍用術教科書　巻の２　昭和１２年１１月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-63 飛行予科練習生用　信号術参考書　昭和１３年６月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-64
飛行予科練習生用　航海術教科書　巻１(航海兵器）昭和１３年６
月　巻２(航法）昭和１３年７月　巻４(気象学）　昭和１６年４月

横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-65 飛行予科練習生用　電機術教科書　昭和１３年８月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-66 乙種飛行予科練習生用　幾何学参考書　昭和１２年６月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-67 乙種飛行予科練習生用　代数学参考書　昭和１３年９月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-68 国史教科書　昭和１４年２月 前田芳雄編纂

⑦教育-予科練-69 飛行予科練習生用　漢文参考書　昭和１４年６月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-70 乙種飛行予科練習生用　国語参考書　巻之２　昭和１４年６月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-71 飛行予科練習生用　日本文法参考書　昭和１４年６月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-72 化学参考書　昭和１４．６ 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-73 乙種飛行予科練習生用　物理学参考書　昭和１４年６月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-74
飛行予科練習生用　数学．物理学参考書(公式集）　昭和１４年６
月

第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-75 飛行予科練習生用　物理学実験参考書　昭和１４年１２月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-76 物理学実験参考書　昭和１４．１２ 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-77 飛行予科練習生用　数学参考書(補遺）　昭和１５年７月 第１１連合航空隊

⑦教育-予科練-78
甲種乙種飛行予科練習生用　運用術　教科書　巻之１　昭和１６
年６月

第１１連合航空隊
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⑦教育-予科練-79 甲乙種飛行予科練習生用　運用術教科書　巻之１ 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-80
甲乙種飛行予科練習生用　航空機用計器参考書　１　昭和１８年
１１月

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-81
甲乙種飛行予科練習生用　数学　物理学教科書（公式集）　昭和
１８年１１月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-82 甲乙種飛行予科練習生用　物理学教科書（物性．熱．光） 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-83
甲乙種飛行予科練習生用　物理学教科書（物性．熱．光）巻之１
昭和１８年１１月１日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-84
甲乙種飛行予科練習生用　物理学教科書　巻之２　昭和１８年９
月１５日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-85 甲乙種飛行予科練習生用　作文参考書　昭和１８年１１月１日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-86 甲乙種飛行予科練習生用　歴史概略年表　昭和１８年１１月１日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-87 甲種飛行予科練習生用　国語教科書　昭和１８年１１月１日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-88 甲種飛行予科練習生用　国史教科書　昭和１８年１１月１０日 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-89
飛行予科練習生用　軍制学参考書　上巻(特別教育用）　昭和１８
年９月１５日

海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-90 飛行予科練習生用　軍制学参考書　上巻(特別教育用） 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-91 甲乙種飛行予科練習生用　運用術教科書　巻之１付図 海軍練習連合航空総隊

⑦教育-予科練-92 予科練習生用　砲術教科書　巻之１　昭和１０年１０月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-93 予科練習生用　機関術教科書（蒸気機関）付図　昭和１１年７月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-94 飛行予科練習生用　運用術教科書　巻之１　昭和１２年１０月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-95 飛行予科練習生用　運用術教科書　巻之２　昭和１２年１１月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-96
飛行予科練習生用　機関術教科書（推進機関及補助機械）　昭和
１３年１月

横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-97 飛行予科練習生用　航空工学（機体）教科書　昭和１３年３月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-98
飛行予科練習生用　航海術教科書　巻之１(航海兵器）昭和１３年
６月

横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-99 飛行予科練習生用　航海術教科書　巻之２(航法）昭和１３年７月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-100
飛行予科練習生用　航海術教科書　巻之８(海上衝突予防法）　昭
和１３年９月

横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-101 乙種飛行予科練習生用　見張術参考書　昭和１２年１２月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-102 海軍飛行　予科練志願読本　昭和１９年 海軍航空本部

⑦教育-予科練-103
特第１期丙種飛行予科練習生　身上調書　附．同練習生名簿．軍
歴「阿見と予科練」抜粋

第１０９分隊

⑦教育-予科練-104 飛行予科練習生用　航空工学(発動機）教科書　昭和１３年６月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-予科練-105 乙種飛行予科練習生用　国語参考書　巻之１　昭和１３年４月 横須賀海軍航空隊

⑦教育-学校-1(海大)-1 統率学講義　上巻 大西大佐　編

⑦教育-学校-1(海大)-2 統率学講義　下巻 大西大佐　編

⑦教育-学校-1(海大)-3 軍政参考資料（海大） -

⑦教育-学校-1(海大)-4 海軍大学校講義　戦略 山崎教官

⑦教育-学校-1(海大)-5 海軍大学校講義　列国事情 -

⑦教育-学校-1(海大)-6 海軍大学校講義　兵要地学 -

⑦教育-学校-1(海大)-7 海軍大学校講義　海軍航空軍政参考資料 -

⑦教育-学校-1(海大)-8 海軍大学校講義　航空戦術 山縣教官

⑦教育-学校-1(海大)-9 米国海戦史　其の１ 海軍大学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-1(海大)-10 米国海戦史　其の２ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-11 世界大戦史 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-12 古戦史 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-13 海大第１０期甲種　第４回図上演習　明治４４年４月 八角史料

⑦教育-学校-1(海大)-14 海大第１０期甲種　第２回戦務図上演習　明治４４年５月 八角史料

⑦教育-学校-1(海大)-15 海大第１０期甲種　第３回図上戦務演習 八角史料

⑦教育-学校-1(海大)-16 海大第１０期甲種　第１回戦務図上演習　明治４４年７月 八角史料

⑦教育-学校-1(海大)-17 海大第１０期甲種　第５回図上演習 八角史料

⑦教育-学校-1(海大)-18 海大第１０期甲種　第６回図上演習　明治４４年１１月 八角史料

⑦教育-学校-1(海大)-19 対露戦阻止に対する課題答申　大正２年３月 海軍少佐　下村忠助

⑦教育-学校-1(海大)-20 海大第１０期甲種　作戦に必要なる兵要地学上調査　事項の研究
海軍大学校教官　山本英輔　講
述

⑦教育-学校-1(海大)-20_2 作戦に必要なる兵要地学上調査事項の研究 海軍大学校教官　山本英輔

⑦教育-学校-1(海大)-21 第６期　甲種学生　水雷戦術作業答案集　上巻　明治４２年５月 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-22 海軍大学校講義　列国兵備　大正２年９月 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-23 乙種学生戦術講義案　大正７年 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-24 内燃機関用燃料(機関学生用　巻之１）昭和１５年４月 海軍大学校　十川教授

⑦教育-学校-1(海大)-25 航海術関係資料 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-26
海軍大学校等の将来の海軍軍戦備研究資料　昭和１１年　昭和１
２年

海幹校保管史料　複製

⑦教育-学校-1(海大)-27 海軍戦術講義　第１巻　明治４４年１２月 松村菊勇　述

⑦教育-学校-1(海大)-28 海軍戦術講義　第２巻　大正１年８月 松村菊勇　述

⑦教育-学校-1(海大)-29 海軍戦術講義　第４巻の一部 松村　菊勇

⑦教育-学校-1(海大)-30 艦隊の戦闘に就いて　大正７年１１月 第１６期甲種学生　佐藤三郎

⑦教育-学校-1(海大)-31 第５期甲種学生兵学卒業論文集　下巻　明治４４年１２月 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-32 第３５回卒業式参考書　昭和６年１１月 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-33 第３６回卒業式参考書　昭和７年１１月 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-34 第３７回卒業式参考書　昭和８年１１月 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-35 第３９回卒業式参考書　昭和１０年１０月 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-36 海軍大学校機関学生　出師準備講義摘要 軍令部　釜田機関中佐

⑦教育-学校-1(海大)-37 海軍大学校入学試験問題 -

⑦教育-学校-1(海大)-38 第３８回卒業式参考書　昭和９年１１月 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-39 出師準備講義摘要　昭和１０年 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-40 海軍大将　加藤寛治閣下　講話要旨　昭和１１年９月 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-41 海軍大学校教育資料 -

⑦教育-学校-1(海大)-42 水力学 -

⑦教育-学校-1(海大)-42_2 ＤＹＮＡＭＩＣＳ　大正３年　海軍大学校 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-43 海軍教授　田代芳郎編　流体力学 海軍大学校
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⑦教育-学校-1(海大)-44 液体燃料　第１巻 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-45 軍政学 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-46 戦務後編講義摘要　昭和１３年１２月 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-47 海軍大学校機関学生　出師準備計画講義摘要　昭和１４年１０月 軍令部　松尾機関中佐

⑦教育-学校-1(海大)-48 第３０期機関学生　機関要務講義　昭和１５年５月 海軍大学校　梅林教官

⑦教育-学校-1(海大)-49 総力戦略論　昭和１８年７月１９日～１８年９月１５日 海軍大学校研究部

⑦教育-学校-1(海大)-50 海大甲種３４期　日清・日露日本古戦戦史 内田　成志

⑦教育-学校-1(海大)-51 海大甲種３４期　米国戦史世界大戦欧州古戦記 内田　成志

⑦教育-学校-1(海大)-52 海大甲種３４期　講義資料 内田　成志

⑦教育-学校-1(海大)-53 海大甲種３４期　日本戦史資料 内田　成志

⑦教育-学校-1(海大)-54 海大甲種３４期　欧州戦史世界大戦参考資料 内田　成志

⑦教育-学校-1(海大)-55 日本古戦史（主として楠公戦史）について　昭和８年１月１４日 陸軍中将　林弥三吉　講演

⑦教育-学校-1(海大)-56 講義案　海大甲３９期用 内田　成志

⑦教育-学校-1(海大)-57 機関要務 第３０期機関学生　与倉

⑦教育-学校-1(海大)-58 兵術講究録 -

⑦教育-学校-1(海大)-59
海軍大学校第３０期機関学生に対する軍需資源物資物員の生産
拡充資料

-

⑦教育-学校-1(海大)-60 海軍大将　山本権兵衛伯に関する秘話 海軍大学校　研究部

⑦教育-学校-1(海大)-61 元帥井上良馨子総帥に関する海軍大臣の責任論 海大研究部

⑦教育-学校-1(海大)-62 龍驤艦航海記事 海大研究部

⑦教育-学校-1(海大)-63 内燃機用燃料(機関学生用）昭和１５年４月１日 十田教授

⑦教育-学校-1(海大)-64 世界大戦史研究課題　其６　独軍戦術実施に対する所見 海軍少佐　野間徹

⑦教育-学校-1(海大)-65 戦務 海軍少佐　野間徹

⑦教育-学校-1(海大)-66 昭和１４．１　海軍戦略概説　原名「ゼ・アート・オブ・ゼ・アドミラル」 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-67 軍政序説（案）付録　軍政研究資料 千田海軍少将述

⑦教育-学校-1(海大)-68 軍政序説（案）昭和１９．２ 千田海軍少将述

⑦教育-学校-1(海大)-69 元帥伯爵伊東祐亨日記（写）明治３７．７．１～明治３８．１２．１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-70
海軍元帥伯爵伊東祐亨日記(写）自　明治１０．２．２４　至１０．６．
１　自　明治１１．7．１５　至１３．４．４

海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-71
故、海軍大将男爵鮫島員規氏、の海軍大佐（参課本部海軍部員）
時代の自筆案稿

海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-72 兵語解説　明治４３ -

⑦教育-学校-1(海大)-73 日本歴史の真髄 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-74 ナチス清党事変と独逸国旗 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-75 海軍大学校諸例則 -

⑦教育-学校-1(海大)-76 捜索配備に関する研究 水戸春造大佐

⑦教育-学校-1(海大)-77 兵理（未定稿） 佐藤鉄太郎述　海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-78 実用写真術摘要 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-78_2 実用写真術摘要　明治４１年　海軍大学校 海軍大学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-1(海大)-79
第２８期甲種学生　横山一郎少将海大在学中　作業綴（１０冊在
中）

横山大尉

⑦教育-学校-1(海大)-80 指揮官の心得べき海上気象　昭和１０．１ 岸人中佐述

⑦教育-学校-1(海大)-81 戦務講義（後編）昭和１０．１．１５ 内田大尉

⑦教育-学校-1(海大)-82 航空機参考資料　昭和１０～１１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-83 米西戦争経過概表　昭和１４．１１ 海軍大学校戦史料

⑦教育-学校-1(海大)-84
軍政研究資料Ｇ第２号　帝国国防国家体制に関する事項　昭和１
８．４

千田教官

⑦教育-学校-1(海大)-85 経済戦略要旨（草案）昭和１８．９．１７
中山伊知郎述　海軍大学校研
究部

⑦教育-学校-1(海大)-86 軍政参考資料　昭和１９．２．２ 海軍大学校研究部

⑦教育-学校-1(海大)-87 戦略関係綴 海軍大尉　内田成志

⑦教育-学校-1(海大)-88 戦略戦術 -

⑦教育-学校-1(海大)-89 戦術 内田大尉

⑦教育-学校-1(海大)-90 航海摘要 -

⑦教育-学校-1(海大)-91 士気と修養とに関する哲学的観察 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-91_2 士気と修養とに関する哲学的観察 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-92 水雷兵器の発達が戦術に及ぼす影響　大正７．１ 海軍中佐　高橋律人述

⑦教育-学校-1(海大)-93 戦争性質論（稿）大正７．１ 巌崎茂四郎大佐述

⑦教育-学校-1(海大)-94 国史学の概要　昭和５．４ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-95 国史学の概要　昭和５．４ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-96 日本精神及日本思想に就て　昭和５．１０ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-97 艦隊運用講義付録　昭和５．１１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-98 海軍大学校校庭　植樹実施概要 -

⑦教育-学校-1(海大)-99 西独英仏　４国海軍文例集　昭和８．１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-100 西独英仏　４国海軍文例集　昭和８．１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-101 哲学概論 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-102 哲学概論 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-103 世界経済の現段階と日本の経済実力 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-104 世界経済の現段階と日本の経済実力 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-105 国防と国民経済 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-106
Ｗ．Ｌ．ＮＥＤＥＲＨＯＥＤ述　海軍中佐尾崎主税訳　贖罪羊（ＳＣＡＰ
ＥＧＯＡＴ）

海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-107 清河海軍中将遺稿(日露戦史教授案） 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-108 外交と軍事　林權助述 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-109
海軍大佐津留信人手記　西比利亜出兵事件当時（大正７．８．１
０）に於ける有馬第３艦隊司令長官

海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-110 日本精神及日本思想に就て　昭和５．１０ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-111 艦隊運用講義付録　昭和５．１１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-112 戦争の倫理　金子武藏　戦争の論理　池上鎌三 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-113 海軍大学校における教授科目及び受講時間について -



令和５年４月４日

⑦教育-学校-1(海大)-114 和漢書分類目録　第１巻　昭和９．２ 海軍大学校文庫

⑦教育-学校-1(海大)-115 海軍大学校　和漢書分類目録　第２巻　昭和１２．８ 海軍大学校文庫

⑦教育-学校-1(海大)-116 海軍大学校　和漢書分類目録　第３巻　昭和１９．６ 海軍大学校文庫

⑦教育-学校-1(海大)-117 士学論講 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-118 欧米巡遊所感　ドイツ視察談　ロシア見聞談　欧州見聞談 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-119 独断専行　大正８．１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-120 ２版　統率に関する原理の研究 -

⑦教育-学校-1(海大)-120_2 統率に関する原理の研究　第１巻 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-121 仏国「フオッシュ」元帥著　戦争の原則（其の１） 海軍大学校研究部

⑦教育-学校-1(海大)-122 憲法総論 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-123 憲法総論 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-124 海軍大学校第３７期甲種学生　軍政学講義案 柳本柳作少将遺稿

⑦教育-学校-1(海大)-125 海軍戦理学　完 海軍少将　佐藤鐵太郎

⑦教育-学校-1(海大)-126 第１次世界大戦　史実摘要「カード」標題一覧第２巻　昭和１６．１２ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-127 第１次世界大戦　史実摘要「カード」標題一覧第１巻　昭和１７．７ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-128 第１次世界大戦　史実摘要「カード」標題一覧第３巻　昭和１７．１２ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-129 第１次世界大戦　史実摘要「カード」標題一覧第４巻　昭和１８．４ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-130 第１次世界大戦　参考資料 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-131 戦争の原則　其の１　仏国「フオッシュ」元帥著 海軍大学校研究部

⑦教育-学校-1(海大)-132 海軍大学校講究録　大正３．１１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-133 海軍大学校講究録　大正３．８．１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-134 箕作博士講述　西洋海事史　古代之部　大正３．７．１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-135 英訳対照　海戦法規　付１９０９年倫敦宣言（英文）大正４．６．３０ 海軍大学校教務部

⑦教育-学校-1(海大)-136 三隊機密第９４号　第３艦隊戦策　昭和１６．９．５ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-137 井上元帥談話要領　大正１３．５ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-138 東郷元帥談話要領　大正１３．６ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-139 上原元帥講話要領　大正１３．９．２２ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-140 平泉澄博士講述　国史学の概要　昭和５．４ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-141
海陸協同作戦　米国海軍大佐Ｗ．Ｓ．ＰＹＥ著　海軍少佐尾崎主税
訳　大正１５．６

海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-142 支那国民性及国民思想(講究録付録） 文学博士　服部宇之吉　講演

⑦教育-学校-1(海大)-144 海軍兵棋　及　図上演習規則　明治４２．１０ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-145 実用写真術摘要　明治４５．５．３０ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-146 爆薬講義　大正２．５．１
海軍少佐　波多野貞夫述　海軍
大学校

⑦教育-学校-1(海大)-147 爆薬講義　巻の２　大正２．５．１
海軍少佐　波多野貞夫述　海軍
大学校

⑦教育-学校-1(海大)-148 海軍大学校　講究録第８０号　大正２．１０．１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-149 海軍大学校　講究録第９０号　大正５．１．３１ 海軍大学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-1(海大)-150 海軍大学校　講究録第９１号　大正６．２．１５ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-151 意訳孫子(講究録付録）大正８．３
海軍大学校長　海軍中将　佐藤
鉄太郎

⑦教育-学校-1(海大)-152 箕作博士講述　西洋海事史(古代之部）大正３．７．１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-153 兵術精髄　明治３６．７ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-153_2 兵術精髄　全　明治３６．７ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-154 海軍大学校　講究録７０号　明治４４．１１．１０ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-155 海軍大学校　講究録８７号　大正２．６．１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-156 海軍大学校　講究録第７９号　大正２．８．１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-157 海軍大学校　講究録第８１号　大正３．２．１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-158 海軍大学校　講究録８７号　大正４．４．１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-159 海軍大学校　講究録８８号　大正４．６．３０ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-160 英訳対照　海戦法規　大正４．６ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-161 海軍大学校　講究録８９号　大正４．９．３０ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-162 １９０５年５月２７日～２８日　朝鮮海峡海戦　大正２．１０．１ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-163 第５期甲種学生兵学卒業論文集　明治４０．１２ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-164 海軍大学校戦略教案　昭和６．７年 井上成美大佐

⑦教育-学校-1(海大)-165 海軍人事行政講述（海大） 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-166
陸海軍人気質の相違　－主として政治力の観察－　昭和１９．５．
１０

海軍大学校研究部

⑦教育-学校-1(海大)-167 哲学概論 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-168 陸海軍人気質の相違－主として政治力の観察 海軍大学校研究部

⑦教育-学校-1(海大)-169 兵術要論　明治３６．７ 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-170 歴史学綱要　巻１ 小川　銀次郎

⑦教育-学校-1(海大)-171 簡易弾道学 浅野海軍少佐

⑦教育-学校-1(海大)-172 海防史論稿付録　７ 海軍大佐　佐藤鐵太郎

⑦教育-学校-1(海大)-173 海防史論稿　付録８ 海軍大佐　佐藤鐵太郎

⑦教育-学校-1(海大)-174 陸軍工兵中佐　谷田繁太郎　築城学講義代用筆記 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-175 海軍大学校講究録　第６７号　明治４３年１０月２８日 -

⑦教育-学校-1(海大)-176 海軍大学校講究録　第６８号　明治４３年１１月１０日 -

⑦教育-学校-1(海大)-177 海軍大学校講究録　第６９号　明治４４年２月２８日 -

⑦教育-学校-1(海大)-178 初級戦術 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-179 ?外弾道学 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-180 羅針修正法 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-181 経度測量　磁気学講義 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-182 機関学 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-183 交通学（通信） 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-184 ＴＨＥ　ＣＯＭＭＡＮＤ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＥＡ 海軍大学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-1(海大)-185 軍政　軍政参考資料　蘭英二国の盛衰と海上競争　他 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-186 軍政　軍政講義案　第２８期甲種学生軍政学講義要領　他 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-187
戦務　・海軍戦務範例草案　・昭和５年第２艦隊南洋巡航研究全
記録　・南洋巡航所見摘録　・軍事学

海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-188
戦務　・情況判断と其の編制　・戦務図上演習（２９期甲）・空中防
禦問題

海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-189 戦略 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-190 講話資料 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-191 修養訓 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-192 統帥 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-193 水雷戦術　水雷戦術講義集 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-194 水雷戦術　潜水艦 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-195 航空戦術 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-196 世界大戦史 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-197 第６回（大演習）図演関係 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-198 第４回　図演関係綴 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-199 統帥学 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-200 作戦　大正１５年 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-201 舶用機関の進歩発達及其の構成機能 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-202 海戦略的気象学に就いて　昭和４年３月 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-203 兵棋演習関係綴　昭和４年～５年 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-204 孫子御進講録　昭和８年 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-205
陸海軍人気質の相違　－主として政治力の観察－　昭和１９年５
月

海軍大学校研究部

⑦教育-学校-1(海大)-206
欧州参考資料　海軍大学校　第２３．２４期　甲種学生の戦史課題
資料

海軍大学校第２３期甲種学生
海軍少佐　中原義正

⑦教育-学校-1(海大)-207 兵術用語界説　明治３５年９月仮定 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-208 海軍大学　口頭試問関係綴 朝倉　豊次

⑦教育-学校-1(海大)-209 史実を基礎とする統卒の研究　昭和１３年１２月 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-210 海軍中将　佐藤鐵太郎遺稿　海軍戦理学補遺　昭和１５年 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-211 兵語界説　明治４０年　海軍大学校 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-212 憲法上の統帥権に就て（金子子爵講演） 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-213 陸海軍人気質の相違　主として政治力の観察 海軍大学校研究部

⑦教育-学校-1(海大)-214 兵術作業答解範例 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-215 海軍大学校戦史作業課題及答案 日清日露戦史 朝倉豊次

⑦教育-学校-1(海大)-216 統帥の精神と養正 海軍大学校　冨岡半次郎

⑦教育-学校-1(海大)-217 獨逸哲学と其国民性 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-218 有吉明氏講演支那の事情 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-219 海軍戦術講義録　上巻 海軍文庫

⑦教育-学校-1(海大)-220 昭和３年度機関長講習講演録附図　内火機械の部 海軍省



令和５年４月４日

⑦教育-学校-1(海大)-221 海軍大学校講究録附録　第３号　海戦要義 佐藤鉄太郎

⑦教育-学校-1(海大)-222 蓑作博士講述　西洋海事史　古代之部 蓑作元八

⑦教育-学校-1(海大)-223 秋山海軍中佐講述　海軍戦務　全　明治41年2月印刷 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-224 秋山海軍中佐講述　海軍戦務　別科　演習 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-225 秋山海軍中佐講述　海軍基本戦術　第1篇 海軍大学校

⑦教育-学校1（海大）-226 海防史論稿　1　明治40年5月 海軍大学校

⑦教育-学校1（海大）-227 海防史論稿　2　明治40年7月 海軍大学校

⑦教育-学校1（海大）-228 海防史論稿　3　明治40年6月 海軍大学校

⑦教育-学校1（海大）-229 海防史論稿　4　明治40年9月 海軍大学校

⑦教育-学校1（海大）-230 海防史論稿　5　明治40年10月 海軍大学校

⑦教育-学校1（海大）-231 海防史論稿　6　明治40年10月 海軍大学校

⑦教育-学校1（海大）-232 海防史論稿　附録1　明治41年1月 海軍大学校

⑦教育-学校1（海大）-233 海防史論稿　附録2　明治41年5月 海軍大学校

⑦教育-学校1（海大）-234 海防史論稿　附録3　明治41年5月 海軍大学校

⑦教育-学校1（海大）-235 海防史論稿　附録5　明治41年10月 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-236 英国国情　海軍大佐　石川清講述 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-237 海軍大学校講究録附録　第1号 海軍大学校

⑦教育-学校-1(海大)-238 海軍大学校甲種学生第8期　国法試験答案 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-239 海軍大学校甲種学生第8期　戦史試験答案（一） 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-240 海軍大学校甲種学生第8期　戦史試験答案（二） 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-241 海軍大学校　甲種学生第8期　戦略試験答案（１） 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-242 海軍大学校　甲種学生第8期　戦略試験答案（２） 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-243 海軍大学校　甲種学生第8期　戦略試験答案（３） 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-244 海軍大学校　甲種学生第8期　戦術試験答案（１） 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-245 海軍大学校　甲種学生第8期　戦術試験答案（２） 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-246 海軍大学校　甲種学生第8期　水雷戦術試験答案（１） 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-247 海軍大学校　甲種学生第8期　水雷戦術試験答案（２） 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-248 海軍大学校　甲種学生第8期　砲戦術試験答案 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-249 海軍大学校　甲種学生第8期　兵要地学試験答案 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-250 海軍大学校　甲種学生第8期　防御計画試験答案 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-251 海軍大学校　甲種学生第8期　　東京湾防御計画要領書 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-252
海軍大学校　甲種学生第8期　海軍病院船を編成すべき船体の資
格について

岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-253 海軍大学校　甲種学生第8期　命令案および連合艦隊戦策 岸井孝一

⑦教育-学校-1(海大)-254 海軍大学校　甲種学生第8期　メモ書き 岸井孝一

⑦教育-学校-2(海兵)-1
谷口尚眞海軍兵学校長訓示集　付聖勅集　自大正１２年４月　至
大正１４年９月

-

⑦教育-学校-2(海兵)-2 研究資料　第１号～第１４号　大正１５年 海軍兵学校　教務部



令和５年４月４日

⑦教育-学校-2(海兵)-3 海軍兵学校　諸講演　於昭和２年 -

⑦教育-学校-2(海兵)-4 海軍記念日に際し校長訓示　昭和４年５月２７日 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-5 教養資料　昭和１８年 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-6 修学提要　大正１０年７月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-7 運用術教科書　巻之１（付図）昭和３年３月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-8 機関術教科書（内火機関）付図　昭和３年１０月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-9 機関術教科書（図学）付図　昭和４年３月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-10 機関術教科書（電力機関　巻之１）付図　昭和４年６月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-11 海軍兵学校　学習に関する方針並に其の説明　昭和５年１月 海軍兵学校長　永野修身

⑦教育-学校-2(海兵)-12 機関術教科書　電気機関　巻之２（付図）昭和５年２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-13 力学教科書　巻之２　弾性体及び流体の力学　昭和６年３月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-14 法律学講義案　昭和１４年１０月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-15 艦内工作術教科書（付図）昭和１５年１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-16 機関術教科書（内火機関）付図　昭和１６年６月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-17 力学教科書　巻之３(航空力学）昭和１７年６月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-18 機関術教科書（補助機械）昭和１８年１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-19 機関術教科書付図(補助機械）昭和１８年１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-20 力学教科書　巻之１(質点及び剛体の力学）昭和１８年３月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-21 副直勤務参考書　昭和１８年５月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-22 力学教科書　巻之２(弾性体　及　流体の力学）昭和１９年３月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-23 無線理論教科書　昭和２０年１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-24 基礎数学教科書　巻之２　昭和２０年１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-25 航空術教科書　巻之１(飛行機一般）昭和２０年２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-26 力学教科書　巻之１　昭和２０年４月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-27 基礎数学教科書　巻之３　昭和２０年５月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-28 卒業式特別展観品目録　昭和３年３月１６日 海軍兵学校　教育参考館

⑦教育-学校-2(海兵)-29 図学参考書　昭和６年 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-30 海軍兵学校報告　明治１６年７月　明治１７年７月 -

⑦教育-学校-2(海兵)-31 海軍兵学校報告　明治１７年７月　明治１８年７月 -

⑦教育-学校-2(海兵)-32 初級将校　勤務提要草案　明治４１年１１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-33
軍制学教科書(刑法．海軍軍法会議法．海軍刑法．海軍懲罰令．
海軍刑法施行法）大正１３年４月

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-34 ２版　兵術精髄　大正１４年２月１日 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-35 米国海軍　当直将校勤務提要　昭和１０年１２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-36 造船学教科書　昭和１１年１０月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-37 軍政学参考書　巻３(国際法）昭和１６年５月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-38 工作教科書(付図）昭和１９年５月 海軍兵学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-2(海兵)-39 軍隊統率参考書　昭和２０年２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-40 化学参考書（第１冊）仏蘭西語参考書（第３冊）昭和６年５月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-41 軍事学参考書(欧州戦争海戦史）昭和１３年１２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-42 礼法集成　昭和１５年７月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-43 機関術教科書　巻之４　付図(蒸気主機械）昭和１７年１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-44 国語教科書（下巻）昭和１７年６月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-45 防毒面取扱参考書　昭和１７年７月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-46 運用術教科書　巻之１(船体船具艤装品）昭和１７年９月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-47 運用術教科書　巻之４(保存整備）昭和１７年９月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-48 機関術教科書　巻之４(蒸気主機械）昭和１７年１１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-49 国語漢文教科書(選修学生用）昭和１７年１１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-50 航海術教科書　巻之２(地文航法）昭和１８年１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-51 機関術教科書　巻之２(図学）昭和１８年４月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-52 運用術教科書　巻之５(保安応急法）昭和１８年４月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-53 航海術教科書　巻之６(海洋学）昭和１８年６月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-54 機関術教科書　巻之６(電力機関）昭和１８年７月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-55 運用術教科書　巻之６(重量物取扱法）昭和１８年７月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-56 計算尺使用法　昭和１９年１２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-57 機関術教科書　巻之１(機構学）昭和１９年１０月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-58 国語教科書(上巻）昭和１８年１１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-59 作文参考書　昭和２０年４月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-60 基礎数学教科書　別冊　昭和２０年４月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-61 軍隊統率学参考書(日本古戦史）巻之２　昭和１６年５月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-62 運用術教科書　巻之３(錨及錨作業）昭和１６年８月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-63 運用術教科書　巻之２(索具．帆布具）昭和１７年９月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-64 機関術教科書　巻之２(図学）付図　昭和１８年４月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-65 物理学実験教科書　昭和１８年５月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-66 基礎数学教科書　巻之１　昭和１９年１１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-67 短艇使用取扱心得　昭和２０年１月改 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-68 水雷術教科書　巻之２　明治４１年３月 -

⑦教育-学校-2(海兵)-69 水雷術教科書　巻之２(付図） 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-70 海軍兵学校生活の記録　付録　１／２ 後藤　新八郎

⑦教育-学校-2(海兵)-71 海軍兵学校生活の記録　付録　２／２ 後藤　新八郎

⑦教育-学校-2(海兵)-72 兵学校教育　資料第２号　軍事教育学原論 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-73 兵学校教育　資料第１号　軍隊教育学原理 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-74 入学生徒一覧表　明治１７年６月１日 海軍兵学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-2(海兵)-75 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７年１２月以降 海兵５０期級会

⑦教育-学校-2(海兵)-76 鈴木海軍兵学校長訓示集 海兵５０期級会

⑦教育-学校-2(海兵)-77 海軍兵学校参考綴　自大正１５年３月　至昭和２年６月 -

⑦教育-学校-2(海兵)-78 運用術教科書　巻之１　昭和３年３月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-79 軍事学教科書(航海術概説）昭和４年４月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-80 機関術教科書(電力機関．巻之１）昭和４年６月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-81 機関術教科書　巻之２(電気機関）昭和５年２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-82 軍隊教育学教科書　昭和５年１２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-83 統率学教科書　昭和６年２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-84 海軍兵学校教育参考館図録　写本　昭和９年６月３０日 海軍兵学校教育館　編纂発行

⑦教育-学校-2(海兵)-85 海軍兵学校　写真集　昭和１０～１１年 市来　俊男

⑦教育-学校-2(海兵)-86 米国海軍当直将校勤務提要　昭和１０年１２月４日 海軍兵学校訳

⑦教育-学校-2(海兵)-87 軍事学参考書（日本海権史）昭和１３年１２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-88 軍事学参考書（欧州戦争海戦史）昭和１３年１２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-89 諸法規摘出便覧　昭和１６年３月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-90 軍隊統率学参考書　巻之２(日本古戦史）昭和１６年５月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-91 軍政参考書　巻３（国際法）昭和１６年５月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-92 国語漢文教科書（選修学生用）昭和１７年１１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-93 力学教科書　巻之２(弾性体及流体の力学）昭和１９年３月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-94 海軍兵学校（本校）主要職員　写真　昭和１９年１１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-95 軍隊統率参考書　昭和２０年２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-96 海軍兵学校　出身　英霊銘碑　昭和４１年４月１０日 銘碑設立委員会

⑦教育-学校-2(海兵)-97 海軍兵学校生活の記録１／６ 後藤　新八郎

⑦教育-学校-2(海兵)-98 海軍兵学校生活の記録２／６ 後藤　新八郎

⑦教育-学校-2(海兵)-99 海軍兵学校生活の記録３／６ 後藤　新八郎

⑦教育-学校-2(海兵)-100 海軍兵学校生活の記録４／６ 後藤　新八郎

⑦教育-学校-2(海兵)-101 海軍兵学校生活の記録５／６ 後藤　新八郎

⑦教育-学校-2(海兵)-102 海軍兵学校生活の記録６／６ 後藤　新八郎

⑦教育-学校-2(海兵)-103 航空術教科書　巻之１　昭和１７年６月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-104 航空術教科書　巻之２(飛行理論　及　飛行機構造）昭和２０年３月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-105 軍事学参考書（欧州戦争海戦史） -

⑦教育-学校-2(海兵)-106 機関術教科書　巻之２付図　明治３６年４月 -

⑦教育-学校-2(海兵)-107 機関術教科書　巻之２付図　明治３９年２月 -

⑦教育-学校-2(海兵)-108 機関術教科書　巻之３付図　明治４０年７月 -

⑦教育-学校-2(海兵)-109 機関術教科書　付図 -

⑦教育-学校-2(海兵)-110 機関術教科書　付図 -



令和５年４月４日

⑦教育-学校-2(海兵)-111 機関術教科書　付図 -

⑦教育-学校-2(海兵)-112 英語参考書　大正９年４月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-113 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２．５～９．１１．１４ 校長　海軍中将　鈴木貫太郎

⑦教育-学校-2(海兵)-114 海上衝突予防法　大正９年２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-115 戦務講義参考資料　准士官学生に対するもの 北村中佐

⑦教育-学校-2(海兵)-116 歴史日鑑　昭和１４．７ 海軍兵学校教育参考館

⑦教育-学校-2(海兵)-116_2 歴史日鑑　昭和１４．７ 海軍兵学校教育参考館

⑦教育-学校-2(海兵)-118 明治初年に於ける我海軍欧米留学生 谷口校長　（大正１３．１２講演）

⑦教育-学校-2(海兵)-119 平面三角法　昭和２．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-120 代数学教科書　明治３９．１０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-121 航海術教科書　１の巻　大正１５．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-122 航海術教科書　２の巻　明治４３．１２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-123 航海術教科書　明治４０．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-124 航海術教科書付図　明治４０．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-125 微積分教科書　昭和４．１０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-126 化学教科書（基礎の部）昭和２．１２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-127 機関術教科書（電力機関１の巻）昭和４．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-128 製図法教科書付図　明治３８．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-129 水雷術教科書　明治４１．５ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-130 力学教科書(１の巻）大正９．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-131 製図法教科書　明治３８．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-132 陸戦術教科書　明治４２．８ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-133 砲術教科書　明治４０．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-134 解析幾何．微積分．力学 -

⑦教育-学校-2(海兵)-135 物理学教科書　明治４０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-136 英語参考書
川井田藤助・内藤信夫・堀英四
郎

⑦教育-学校-2(海兵)-137 力学教科書（巻の３）昭和４．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-138 運動競技提要　大正１４．８ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-139 機関術教科書（巻の１）明治４１．７ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-140 海軍英文書翰文集 -

⑦教育-学校-2(海兵)-141 砲術教科書（巻の１）明治４３．２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-142 機関術参考書　明治４３．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-143 水雷術教科書巻の１付図　明治４１．５ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-144 物理学教科書（巻の２）昭和１３．８ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-145 物理学教科書（巻の２）昭和１４．１２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-146 物理学実験教科書　昭和１４．１２ 海軍兵学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-2(海兵)-147 物理学教科書　巻の５（無線理論）昭和１５．５ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-148 物理学教科書　巻の３（上巻）昭和１５．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-149 物理学教科書　巻の３（下巻）昭和１５．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-150 物理学教科書　巻の４　昭和１６．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-151 力学教科書　巻の１（質点及び剛体の力学）昭和１５．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-152 力学教科書　巻の２（弾性体及流体の力学）昭和１５．５ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-153 力学教科書　巻の３（上巻）航空力学其の１　昭和１６．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-154 国語漢文科書　昭和１４．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-155 国語漢文教科書（新論）昭和１４．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-156 国語教科書（上古文抄）昭和１４．１１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-157 国語教科書（万葉集抄）昭和１４．１１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-158 国語漢文教科書（大学中庸）昭和１５．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-159 航海術教科書　巻の７(磁気羅針儀自差及修正法）昭和１３．５ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-160 航海術教科書　巻の６(海洋学）昭和１３．７ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-161 航海術教科書　巻の３（水路測量術大要）昭和１３．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-162 航海術教科書　巻の１（航海兵器）昭和１４．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-163 航海術教科書　巻の９（航法）昭和１４．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-164
航海術教科書　巻の１０付録(操舵装置並に操艦通信装置）昭和１
４．７

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-165 航海術教科書　巻の２（地文航法）昭和１５．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-166 航海術教科書　巻の５（気象学）昭和１５．２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-167 航海術教科書　巻の１　昭和１５．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-168 航海術教科書　巻の４　天文航法　昭和１５．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-169 航海術教科書　巻の８　昭和１５．７ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-170
航海術教科書　巻の１３(海上衝突予防法其の他航行諸規則）昭
和１６．８

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-170_2
航海術教科書　巻之１３（海上衝突予防法其の他航行諸規則）
昭和１６年８月

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-171 微積分教科書　巻の２　昭和１４．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-172 微積分教科書　巻の１　昭和１５．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-173 微積分教科書　巻の３　昭和１６．５ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-174 歴史講話摘要（第１綴）明治４３．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-175 秘戦史講話(海軍中将佐藤鐵太郎述）大正１３．７ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-176 秘戦史講話（海軍中将佐藤鐵太郎述）大正１３．７ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-177 運用術教科書　巻の４（錨及錨作業）昭和１４．１０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-177_2 運用術教科書　巻之４（錨及錨作業）　昭和１４年１０月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-178 運用術教科書　巻の１（船体船具艤装品）昭和１４．１１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-179 運用術教科書　巻の２（保存整備）昭和１５．２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-180 運用術教科書　巻の６（保安応急法）昭和１６．６ 海軍兵学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-2(海兵)-180_2 運用術教科書　巻之６（保安応急法）　昭和１６年６月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-181 運用術教科書　巻の６（重量物取扱法）昭和１６．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-182 心理学教科書　昭和５．７ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-183 心理学教科書　昭和１４．５ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-184 機関術教科書（図学）昭和１３．７ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-185 機関術教科書（電力機関其の１）昭和１４．７ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-186 機関術教科書（電力機関其の２）昭和１４．８ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-187 機関術教科書（補助機械）昭和１４．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-188 機関術教科書付図　補助機械　昭和１４．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-189 機関術教科書（付図）（電力機関其の２）昭和１４．１０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-190 機関術教科書（機関概説）昭和１４．１１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-191 機関術教科書巻の４（蒸気主機械）昭和１５．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-192 機関術教科書巻の４付図（蒸気主機械）昭和１５．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-193 機関術教科書巻の５（内火機関）昭和１６．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-194 機関術教科書（内火機関）付図　昭和１６．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-195 機構学教科書　付図　昭和１５．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-196 機構学教科書　昭和１５．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-197 艦内工作術教科書　昭和１５．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-198 艦内工作術教科書（付図）昭和１５．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-199 論理学教科書　昭和５．２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-200 論理学教科書　昭和１４．１１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-201 海上衝突予防法研究　大正１１．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-202 海上衝突・予防法研究　大正１１．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-203 平面三角教科書付録　大正８．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-204 平面三角法教科書　昭和１３．１１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-205 平面三角法教科書（付録）昭和１４．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-206 短艇運用術参考書　大正１３．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-207 短艇運用術参考書付図　大正１３．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-208 短艇運用術参考書　昭和１６．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-209 仏語文法教科書（１．２学年）大正１１．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-210 仏語文法教科書（１学年）大正１３．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-211 計算常用表　昭和１４．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-212 計算常用表 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-213 計算図表学教科書　昭和１５．１０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-214 化学実験教科書　昭和１３．１２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-215
化学教科書　巻の３（電池燃料．合金．鉄及鋼．金属の腐蝕）昭和
１４．３

海軍兵学校
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⑦教育-学校-2(海兵)-216 化学教科書　巻の２（物理化学）昭和１４．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-217 軍制学教科書　大正１３．１０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-218 軍制学教科書　大正１５．１１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-219 軍事学参考書（欧州戦争海戦史）昭和６．２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-220 国史教育参考書　我皇室と国運の隆昌　昭和７．５ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-221 国史参考書　昭和１４．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-222 歴史教科書（東洋史概説）昭和１４．１２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-223 英語参考書　大正９．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-224 海軍英語書簡文集　大正１３．１０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-225
ＣＯＭＭＯＮ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＷＯＲＤＳ　ＵＳＥＤ　ＩＮ　Ａ　ＳＰＥＣＩＡＬ
ＳＥＮＳＥ

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-226 英語教科書（第１学年）昭和１４．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-227 英語教科書　昭和１５．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-227_2 英語教科書　明治３９年１１月　海軍兵学校 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-228 英語教科書（第３学年）昭和１５．１２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-229 英語教科書　巻の３　昭和１６．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-230 英国礼式 -

⑦教育-学校-2(海兵)-231 勁敵を前にして　大正１２．１２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-232 初級兵科将校　服務参考書　大正１３．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-233 水泳術参考書　大正１３．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-234
帝国新海軍の起源及明治初年に於ける我海軍欧米留学生　大正
１３．１２

谷口校長講演（於海軍兵学校大
講堂）

⑦教育-学校-2(海兵)-235 運動競技提要　大正１４．８ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-236 海軍兵学校概要　大正１５．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-237 海軍将校と科学及海軍兵学校に於ける科学教育　昭和２．１２ 海軍中将　波多野貞夫

⑦教育-学校-2(海兵)-238 西洋美術史大要　昭和５．１０
海軍教授　岩崎真澄述　海軍兵
学校

⑦教育-学校-2(海兵)-239 統率学教科書　昭和６．２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-240 哲学教科書　昭和６．５ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-241 海軍兵学校教育参考館紀要第１集　昭和１０．３ 海軍兵学校教育参考館

⑦教育-学校-2(海兵)-241_2 海軍兵学校教育参考館紀要第２輯 海軍兵学校教育参考館

⑦教育-学校-2(海兵)-242 解析幾何学教科書　昭和１４．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-243 球面三角法教科書　昭和１４．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-243_2 球面三角法教科書　明治４０年１２月　海軍兵学校 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-244 武教小学　士道　士規七則　昭和１４．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-245 代数学教科書　昭和１４．８ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-246 立体幾何学教科書　昭和１４．８ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-247
陸戦工作術教科書（野戦陣地構築法　渡河法　交通網遮断法）昭
和１４．９

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-248 航泊日誌取扱及記註心得　航泊日誌記事記註例　昭和１５．９ 海軍兵学校
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⑦教育-学校-2(海兵)-249 機動艇操縦手帳　昭和１６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-250 弓道参考書　昭和１０．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-251 修養資料 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-251_2 修養資料 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-252
海軍兵学校　海軍機関学校　生徒に封する加藤海軍中将(寛治）
講話

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-253 明治天皇御製 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-254 電信技術予習書 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-255 米国海軍兵学校教程摘要　昭和２～３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-256 航海表　明治２５．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-257 運用術教科書付録　海上衝突・予防法　明治３４．１０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-258 軍用文書式草案　明治３５．２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-259 機関術教科書　巻之２　明治３６．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-260 機関術教科書　巻之１　明治３６．５ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-261 製図法教科書　明治３６．１０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-262 幾何学教科書　明治３６．１２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-262_2
幾何学教科書　平面の部、立体の部　合冊　明治３８年７月　海軍
兵学校

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-263 平面三角教科書　明治３６．１２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-263_2 平面三角教科書　明治３８年６月　海軍兵学校 海軍兵が甲

⑦教育-学校-2(海兵)-264 物理学教科書　巻之１　明治３７ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-264_2 物理学教科書　巻之１　明治３９年　海軍兵学校 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-265 英文教科書　巻之１　明治３７．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-266 端舟運用　付日常号令詞　明治３７．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-267 代数学教科書　明治３７．９ -

⑦教育-学校-2(海兵)-268 解析幾何教科書　昭和３８．１０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-269 物理学教科書　巻之２　明治３９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-270 英文教科書　巻之２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-271 球面三角教科書　明治３９．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-272 機関術教科書　巻之２　明治３９．２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-273 運用術教科書  巻之１～３附図 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-273_2 水雷術教科書　巻之１～４,６附図 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-273_3 明治37年３月　砲術教科書　巻之１附図 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-273_4 明治38年４月　砲術教科書　巻之２附図 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-273_5 明治39年５月　砲術教科書　巻之５・６附録 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-274 明治41年11月　初級将校勤務提要草案 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-274_2 砲術教科書　巻之１～４　他 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-274_3 機関術教科書　巻之４　他 海軍兵学校
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⑦教育-学校-2(海兵)-274_4 水雷術教科書　巻之１～３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-274_5 水雷術教科書　巻之４～６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-274_6 ＰＯＣＫＥＴ ＢＯＯＫ For ＣＡＤＥＴＳ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-275 力学教科書　明治３９．１０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-275_2 力学教科書　明治４１年９月　海軍兵学校 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-276 英文教科書　巻之４　明治４０．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-276_2 英文教科書　巻１、巻２　明治４０年１月１１月　海軍兵学校 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-277 海軍治罪法　明治４０．５ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-278 機関術教科書　巻之３　昭和４０．７ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-279 航海術教科書　巻之１～３付図　明治４０．９ -

⑦教育-学校-2(海兵)-280 航海術教科書　巻１～３　付、本邦近海海流変化　明治４０．９ -

⑦教育-学校-2(海兵)-281 英文教科書　巻之３　明治４０．１１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-282 英語参考書　巻之１　明治４１．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-283 航海術教科書　付録　明治４１．１０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-283_2 航海術教科書　附録　明治４１年１０月　海軍兵学校 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-283_3
航海術教科書　附録　１９０４年　暦抜萃　明治４２年１月　海軍兵
学校

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-284 刑法．刑法施行法．海軍刑法．海軍刑法施行法　明治４１．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-285 造船学教科書　明治４１．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-286 軍制学教科書　明治４１．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-287 普通科学生用　兵器学教科書 海軍砲術学校

⑦教育-学校-2(海兵)-288 砲術教科書　巻之３　明治４２．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-289 航海表　明治３７．１２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-290 海上衝突・予防法　明治４４．１２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-291 生徒心得 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-292 計算常用表 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-293 運用術教科書　巻之１付図　大正５．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-294 短艇運用教科書　付図　大正５．５ -

⑦教育-学校-2(海兵)-295 訓育提要　大正８．７ 海軍兵学校長　鈴木貫太郎

⑦教育-学校-2(海兵)-296 海軍兵学校一覧略　大正８．１０ -

⑦教育-学校-2(海兵)-297 海戦法規　大正１５．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-298 軍制学教科書　昭和５．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-299 広島大本営に於ける明治天皇の御起居と御聖徳の一端 監事部

⑦教育-学校-2(海兵)-300 平泉澄博士講話　皇国護持の道　昭和１７．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-301 青年士官教育資料　昭和１９．１
海軍兵学校長海軍中将　井上
成美

⑦教育-学校-2(海兵)-302 機関術教科書(電気工学１）付図 -

⑦教育-学校-2(海兵)-303 基本戦術参考資料　昭和７．１０ -
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⑦教育-学校-2(海兵)-304 武経要略　全 海軍兵学校教育参考館

⑦教育-学校-2(海兵)-305 戦理学研究　昭和１８．６．２８～１８．９．２８ -

⑦教育-学校-2(海兵)-306 旋回機械　第１章～第４章 -

⑦教育-学校-2(海兵)-307 運用術教科書　巻の１　明治３５．５ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-308 艦内号令詞　明治４４．１１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-309 航海表　大正１０．１２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-310 闘戦経（全） 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-310_2 闘戦経　全 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-311 石橋甫史料　海兵６番分隊部署表　明治２４年頃 -

⑦教育-学校-2(海兵)-312 戦史講話(海軍中将　佐藤鉄太郎述） 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-313
ノート３冊綴　１．要員資料　２．兵術（要目）３．出帥準備．戦訓
制度．総動員．陸軍．予備員．商船

-

⑦教育-学校-2(海兵)-314 横山一郎少将使用　海兵（機関．航海．運用．水雷）教科書 -

⑦教育-学校-2(海兵)-315 ノート３冊　１．戦略　統帥　２．兵術　戦務　３．水雷　潜水艦戦術 -

⑦教育-学校-2(海兵)-316 横山一郎少将寄贈　先考横山傳氏使用ノート -

⑦教育-学校-2(海兵)-317 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-318 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-319 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-320 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-321 青年士官教育資料　昭和１９．１ 海軍中将　井上成美

⑦教育-学校-2(海兵)-322 修学提要　大正１０．７ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-323 海上衝突・予防法 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-324 軍艦外務令海戦法規　昭和１５．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-325 海軍兵学校　生徒志願票 -

⑦教育-学校-2(海兵)-326 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-327 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-328 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-329 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-330 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-331 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-332 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-333 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-334 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-335 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-336 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-337 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-338 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -



令和５年４月４日

⑦教育-学校-2(海兵)-339 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-340 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-341 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-342 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-343 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-344 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-345 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-346 鈴木海軍兵学校長訓示集　大正７．１２以降 -

⑦教育-学校-2(海兵)-347 統率学参考書集（１）昭和４．４ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-348 海軍将校戦死者略伝　大正８．１０ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-349 勅諭之栞　大正５．８
海軍兵学校長　海軍中将　有馬
良橘

⑦教育-学校-2(海兵)-350 航海術教科書　巻之３　大正１．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-351 航海表　明治３７．１２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-352 造船学教科書付図　明治４３．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-353 水雷術教科書（潜水艦）大正９．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-354 運用術教科書　巻之１　大正１４．２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-355 運用術教科書　巻之１　付図　大正１４．２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-356 運用術教科書　巻之２　大正１３．２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-357 運用術教科書　巻之２　付図　大正１３．１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-358 運用術教科書　巻之３　大正１１．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-359 運用術教科書　巻之３　付図　大正１１．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-360 軍事学（軍制）参考書　昭和１４．６ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-361 統率学教科書　昭和６．２ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-362 砲術教科書　巻之１　明治３５．１改訂 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-363 兵学校員名録　明治１８．９ 校長

⑦教育-学校-2(海兵)-364 化学教科書　明治３７．７ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-364_2 化学教科書　明治３９年４月　海軍兵学校 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-365 水雷教授書　巻之１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-366 水雷教授書　巻之２　明治２８．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-367 水雷教授書　巻之２　明治２８．３ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-368 端艇運用教授書　明治６．１ 海軍兵学寮

⑦教育-学校-2(海兵)-369 運用教科書　巻之１　明治２０．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-370 運用教科書　巻之２　明治２０．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-371 運用教科書　巻之４　明治２０．９ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-372 海軍兵学校教科書　機関　大正９．１０年版 -

⑦教育-学校-2(海兵)-373 海軍兵学校教科書　物理　大正９．１０年版 -



令和５年４月４日

⑦教育-学校-2(海兵)-374 海軍兵学校教科書　数学　大正９．１０年版 -

⑦教育-学校-2(海兵)-375 海軍兵学校教科書　化学．力学　大正９．１０年版 -

⑦教育-学校-2(海兵)-376 海軍兵学校教科書　航海術．気象．海洋　大正９．１０年版 -

⑦教育-学校-2(海兵)-377 海軍兵学校教科書　運用　大正９．１０年版 -

⑦教育-学校-2(海兵)-378
海軍兵学校教科書　航海術．水路測量．転輪水路計器　大正９．
１０年版

-

⑦教育-学校-2(海兵)-379 海軍兵学校教科書　航海術．航法．天文羅針儀　大正９．１０年版 -

⑦教育-学校-2(海兵)-380 航海術 松尾　小三郎

⑦教育-学校-2(海兵)-381 礼法概要 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-382 号令練習之栞 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-383 海上衝突予防法　大正１１年１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-384 ノート（３冊）地形学　数学 -

⑦教育-学校-2(海兵)-385 兵科次室士官心得　昭和１７年度 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-385_2 次室士官心得 -

⑦教育-学校-2(海兵)-386 航海術教科書　巻之５(高層気象学） 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-387 航海術教科書　巻之６(海洋学） 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-387_2 航海術教科書　巻之６(海洋学） 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-388 英語参考書　巻之６　明治４２年７月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-389 英語参考書　巻之７　明治４３年 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-390 英語参考書　第３学年　大正１年９月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-391 ＰＯＣＫＥＴ　ＢＯＯＫ　ＦＯＲ　ＣＡＤＥＴＳ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-392 化学実験摘要 -

⑦教育-学校-2(海兵)-393 運用術提要 -

⑦教育-学校-2(海兵)-394 海軍兵学校生徒心得　昭和１９年８月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-395 修学提要付図　大正１０年 -

⑦教育-学校-2(海兵)-396 手旗信号法　昭和２年９月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-397 英語綴全 -

⑦教育-学校-2(海兵)-398 海軍兵学校教育参考館図録　昭和９年 海軍文庫

⑦教育-学校-2(海兵)-399 海軍兵学校教育参考館紀要　第１集　昭和１０年３月 海軍文庫

⑦教育-学校-2(海兵)-400 短艇運用術教科書　大正１４年 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-401 海軍兵学校　教務規定 -

⑦教育-学校-2(海兵)-402 教令　第３編　訓育 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-403 教令　第４編　学術教育 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-404 教令　第５編　乗艦実習 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-405
海軍兵学校．機関学校．経理学校教育綱領の比較　昭和３年９月
１０日

海軍兵学校研究部

⑦教育-学校-2(海兵)-406 運動競技提要　大正１４年 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-407 心理学教科書　昭和５年７月 海軍兵学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-2(海兵)-408 心理学教科書　昭和１４年５月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-409 精神科学実践　道徳講義摘録　昭和６年６月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-410 柔道参考資料　柔術に関する歴史　柔術秘伝蒐録　昭和７年４月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-411 精神科学研究資料　兵学校教育と哲学的教養　昭和７年７月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-412 哲学教科書　昭和７年１１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-413 哲学概説参考書　昭和１３年１０月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-414 剣道参考資料　山岡鉄舟先生剣道書　全　昭和８年 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-415 剣道参考資料　立居合術心覚　昭和８年９月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-416 端船訣　明治１８年５月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-417 端船訣　明治１８年５月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-418 海軍機関士心得　明治１１年 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-419 海軍兵学校統計一覧　明治４０年２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-420 砲撃命中表 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-421 六尹阿氏砲報告 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-422
砲術教科書　巻之１(砲熕概説　中小口径砲・造砲大意）昭和８年
１１月

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-423
砲術教科書　巻之１(付図）(砲熕概説　中小口径砲・造砲大意）昭
和８年１１月

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-424 砲術教科書　巻之２　昭和６年９月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-425 砲術教科書　巻之２(付図）昭和６年９月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-426 砲術教科書　巻之３　昭和６年６月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-427 砲術教科書　付録　付図　明治４１年９月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-428 砲術教科書　付録　明治４２年４月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-429 昭和１３．３軍事学（軍制）参考書（生徒用） 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-430 航海表　明治３３年１２月　海軍兵学校 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-431 航海表　明治４２年６月　海軍兵学校 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-432 航海表　大正２年５月　海軍兵学校 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-433 端舟運用教科書　明治３７年９月　海軍兵学校 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-434 無線電信術講義　明治４２年１１月　海軍兵学校 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-435 物理学教科書　巻之十　大正５年５月　海軍兵学校 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-436
砲術教科書　巻之一附図明３９．１１　巻之二附図明４１．３　巻之
三附図明３９．８　巻之一附図１次明４０．４　附録附図明４１．９
海軍兵学校

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-437 砲術教科書　附録射表（４５口径安式８吋砲常減装薬射表）他 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-438
機関術教科書　巻之一明３９．７　巻之二明３９．２　巻之参明４０．
７　巻之四明４１．９　機関用語集明４１．４合本　海軍兵学校

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-439
機関術教科書　巻之一明３９．７　巻之二明３９．２　巻之三明４０．
７合本　海軍兵学校

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-440
水雷術教科書　巻之一附図明３９．５　巻之二附図明４０．４　巻之
三附図明４０．４　巻之四附図明４０．５　巻之五附図明４０．７　巻
四附録附図明４０．１２合本　海軍兵学校

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-441
運用術教科書　巻之一附図明４０．１　巻之二附図明３８．６　巻之
三附図明４０．２　造船学教科書附図明４１．９合本　海軍兵学校

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-442
英語参考書　巻之一明４１．３　巻之二明４１．５　巻之四明４１．２
巻之五明４１．５　巻之六明４２．７合本　海軍兵学校

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-443 国史教育参考書　我皇室と国運の隆昌 海軍兵学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-2(海兵)-444 水雷術教授書巻之一 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-445 水雷術教科書巻之一附図、巻之二附図、他合冊 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-446
砲術教科書合冊巻之一、巻之三、巻之四、巻之五、巻之六、巻之
七

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-447
航海術教科書合冊　巻之五、巻之五之下、巻之六、巻之七、巻之
八

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-448
海軍礼式令、海軍礼砲令、海軍旗章令、海軍服装令、海軍服装令
施行細則合本

-

⑦教育-学校-2(海兵)-449 水雷術教科書（合冊） 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-450 海上衝突予防法及其の研究 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-451 世界大戦概史　全 大類伸

⑦教育-学校-2(海兵)-452 艦船令艦船職員服務規程 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-453 江口喜八史料               明治３９年度　海軍兵学校写真輯 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-454 校内ニ神社奉祠ニ就テ 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-455 聖勅集 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-456 海軍兵学校概要 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-457 教令第二編 生徒守訓(案) 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-458 軍隊教育学参考書 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-459 海軍兵学校生徒服務綱要 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-460 勅諭衍義 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-460_2 勅諭衍義　昭和１４年１０月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-461 養浩集 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-462 海兵第三十六期生徒卒業成績表 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-463 海軍兵学校長訓示集 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-464 明治３９年１２月 海上衝突予防法運用術第３教程 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-465 練習少尉候補生砲術教科書 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-466 軽気球試験之記 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-467 安氏水中発射管及操法　全 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-468 明治３９年１０月　英語参考書　巻之三 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-469 昭和１２年３月　歴史教科書（東洋史之部） 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-470 昭和１２年１０月　歴史教科書（西洋史之部） 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-471
勅諭聖勅集今上陛下御日常の一端詔勅謹解　詔勅集大東亜戦争
宣戦詔書勅諭衍義

海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-472 昭和１８年１１月　精神教育資料 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-473 水雷術教科書　巻之三 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-474 航海術教科書　巻之一～巻之四 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-475 航海術教科書　巻之一～巻之四　改正編纂 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-476 運用術教科書　巻之三附録　明治３４年１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-477 ALGEBRA 他 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-478 SERVICE　CHEMISTRY M.OBANA



令和５年４月４日

⑦教育-学校-2(海兵)-479 造船術教科書 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-480 海軍考課表規則　昭和５年３月１日 海軍省

⑦教育-学校-2(海兵)-481 三角法要表 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-482 退食閒話　昭和８年５月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-483 航海術教科書　巻之９（航法）　昭和１７年８月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-484 航海術教科書　巻之２（地文航法）　昭和１５年１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-485 勅諭 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-486 日米開戦の詔勅　他　昭和１７年１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-487 詔勅集　昭和１５年１１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-488 戦時国際法雑件　昭和１８年８月 榎本重治

⑦教育-学校-2(海兵)-489 武教小学　士道　士則七則　昭和１４年６月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-490 船体保存整備教範 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-491 戦務参考　昭和１４年１２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-492 三角法要表　昭和16年12月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-493 下級生誘導の指針　昭和17年11月5日 原田中佐

⑦教育-学校-2(海兵)-494 海軍兵学校第７２期生ノート 渋谷信也

⑦教育-学校-2(海兵)-495 礼法集成　昭和１１年３月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-496 短艇運用術参考書　昭和１１年４月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-497 計算図表学教科書　昭和１１年４月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-498 運用術教科書　巻之４（錨及錨作業）　昭和１２年１２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-499 運用術教科書　巻之５（重量物取扱法）　昭和１３年２月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-500 航海術教科書　巻之２（地文航法）昭和１２年１１月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-501 航海術教科書　巻之６（海洋学）　昭和１３年７月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-502 航海術教科書　巻之９（航法）　昭和１４年４月 海軍兵学校

⑦教育-学校-2(海兵)-503 論理学教科書　昭和８年１０月 海軍兵学校

⑦教育-学校-3(機関)-1 工作教科書　巻之２　生徒第３．４学年 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-2 機関術教科書　電力機関　巻之２　生徒２．３学年　大正１３年１月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-3 理化学教科書（物理学）巻之１　大正１３年９月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-4 機関術教科書　応用力学(材料強弱）大正１３年９月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-5 機関術教科書　応用力学(機械運動学）大正４年４月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-6 理化学教科書（物理学）生徒第１学年　大正１５年９月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-7
機関術教科書　電力機関（無線電信）生徒第３学年　昭和２年１１
月

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-8 機関術教科書　熱力学　巻之１　生徒第２学年　昭和３．３ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-9 機関術教科書(蒸気機関　吸鍔機械）生徒第１学年　昭和３年３月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-10
機関術教科書(蒸気機関　吸鍔機械）(附図）生徒第１学年　昭和３
年３月

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-11 数学教科書（代数）生徒第１学年　昭和３年３月 海軍機関学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-3(機関)-12 数学教科書（解析幾何）生徒第１学年　昭和３年４月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-13
機関術教科書　巻之２(応用力学材料強弱）生徒第３学年　昭和３
年４月

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-14
機関術教科書　巻之２(電力機関）生徒第３．第４学年　昭和４年３
月

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-15
機関術教科書(蒸気機関　指圧図指圧器　弁線図）生徒第２学年
昭和４年４月

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-16 機関術教科書　巻之２(熱力学）生徒第４学年　昭和４年７月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-17 機関術教科書（内火機関）生徒第４学年　選修学生　昭和４年９月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-18
機関術教科書　応用力学　機械力学　生徒第３学年　昭和４年１０
月

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-19 理化学教科書（力学）巻之２　生徒第３学年　昭和５年６月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-20 電力機関実験録　生徒第４学年　昭和５年６月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-21 微分積分教科書　生徒第２．３学年　昭和５年７月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-22
電力機関教科書　巻之１　生徒第３．４学年選修学生　昭和６年１
１月

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-23 航空機教科書　生徒第２学年　昭７年６月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-24 電力機関教科書附図　生徒第３．４学生選修学生　昭和７年１１月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-25 物理学実験録　選修学生　昭和９年３月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-26 基礎化学教科書（有機化学）巻之２　第１学年　昭和１６年７月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-27 航空機理論教科書　第３学年　昭１８年６月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-28 機関術教科書　電力機関附図　巻之３　生徒第３学年 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-29 通信工学教科書　第２．３学年　昭和１９年８月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-30 機関教教科書　巻之１　応用力学　材料強弱　生徒第２学年 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-31 海軍機関学校一覧　明治４０年２月 -

⑦教育-学校-3(機関)-32 殉国級友の俤　昭和３５年８月 海軍機関学校　第４５期級会

⑦教育-学校-3(機関)-33 殉国級友の俤　昭和３５年８月 海軍機関学校　第４５期級会

⑦教育-学校-3(機関)-34 海軍機関学校　第４５期生に関する記録　昭和４２年１１月 海軍機関学校　第４５期級会

⑦教育-学校-3(機関)-35 海軍機関学校　第４５期生に関する記録　昭和４２年１１月 海軍機関学校　第４５期級会

⑦教育-学校-3(機関)-36 慰霊祭および記念碑除幕式　昭和４３年４月
海軍機関学校　海軍兵学校舞
鶴分校同窓会

⑦教育-学校-3(機関)-37
応用力学教科書（材料構造強弱）巻の２(附図　）第３学年　昭和１
０．４

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-38 力学教科書　巻の１　第２学年　昭和９．１１ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-39 力学教科書　巻の２　第３学年　昭和１１．３ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-40 力学教科書　巻の３　第３学年　昭和１０．５ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-41 内火機関教科書　第２学年　昭和１０．１０ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-42 内火機関教科書（附図）第２学年　昭和１０．１０ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-43 水力学教科書　巻の１　第３学年　昭和１３．６ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-44 水力学教科書　第３学年　昭和１０．９ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-45 造船学教科書　附図　生徒第３学年　大正７．１１ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-46 造船学教科書　附図　生徒第３学年　大正１０．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-47 造船学教科書　生徒第３学年　大正１０．７ 海軍機関学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-3(機関)-48 微積分教科書　昭和１１．３ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-49 応用熱力学教科書　第３学年　昭和１４．９ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-50 応用力学教科書（材料構造強弱）巻の２　第３学年　昭和１０．４ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-51 応用力学教科書（材料構造強弱）巻の１　第２学年　昭和１０．１０ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-52 応用力学教科書　巻の１(機構学）第３学年　昭和１０．３ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-53 応用力学教科書（材料構造強弱）巻の３　第３学年　昭和１０．１０ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-54 三角法教科書　生徒第１学年　昭和９．２ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-55 軍歌及外国歌譜集　附　海軍々歌楽典　昭和６．４ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-56 力学教科書　生徒第１学年　大正７．６ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-57 力学教科書　生徒第１学年　大正１０．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-58 物理学教科書　巻の４　第４学年　昭和１１．５ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-59 物理学教科書　巻の２　第２学年　昭和９．１２ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-60 物理学教科書　巻の１（１）第１学年　昭和１２．３ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-61 物理学教科書　巻の１（２）第１学年　昭和１２．３ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-62 物理学教科書　巻の５（熱力学）第２．３学年　昭和１２．１０ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-63 国語教科書　選修学生　大正１１．１ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-64 対数表　昭和７．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-65 機械熱力学教科書　第２編　第４学年　昭和１０．９ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-66 機械力学教科書　第４学年　昭和１５．２ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-67 熱力学教科書（基礎理論）第３学年教程 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-68 工用化学教科書　巻の１　生徒第１学年　昭和８．１２ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-69 工用化学教科書（実験）第２．３学年　昭和１１．６ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-70 工用化学教科書　巻の４　第３学年　昭和１４．３ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-71 理化学教科書　工用化学　前編　生徒第１学年　大正７．５ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-72 理化学教科書　工用化学　巻の２　生徒第１学年　大正９．５ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-73 理化学教科書　物理学　巻の１　生徒第１学年　大正９．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-74 理化学教科書　物理学　巻の２　生徒第２学年　大正１１．３ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-75 運用術教科書　生徒１．２．３学年　大正１０．９ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-76 運用術教科書　生徒１．２．３学年　大正１０．９ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-77 運用術教科書　生徒１．２．３学年　大正８．８ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-78 運用術教科書　巻の２（索具．帆布具）昭和１３．１１ 海軍兵学校

⑦教育-学校-3(機関)-79 鋳造作業標準　Ｎｏ１ -

⑦教育-学校-3(機関)-80 鋳造作業標準　Ｎｏ２ -

⑦教育-学校-3(機関)-81 逸見式　両面型計算尺　ユニバーサル 逸見製作所

⑦教育-学校-3(機関)-82
会誌号外昭和４年秋東京に於て開催　万国工業会議に発表論文
昭和５．３

海軍機関学会

⑦教育-学校-3(機関)-83 会誌号外　海軍艦船用直流電動機規格　昭和５．３ 海軍機関学会



令和５年４月４日

⑦教育-学校-3(機関)-84 会誌号外　実験的成績による各種抽気喞筒の比較　昭和４．１２ 海軍機関学会

⑦教育-学校-3(機関)-85
会誌号外　海軍造機大尉　村田俊夫　石川島造船所に於ける「タ
ルビン」計画に就て　昭和３．１０

海軍機関学会

⑦教育-学校-3(機関)-86
機械熱力学　応用熱力学教科書（機関実験）第１編　第３．４学年
昭和１２．７

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-87
会誌　第１４１号附録　ＴＨＥ　ＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＳＴＥＡＭ－Ｔ
ＵＲＢＩＮＥ　ＤＩＳＫ

海軍機関学会

⑦教育-学校-3(機関)-88 会誌号外　金属材料の話　海軍機関少佐　藤井芳郎　昭和５．４ 海軍機関学会

⑦教育-学校-3(機関)-89
会誌号外　舶用蒸気「タルビン」の主要構成部分の工作法に就て
昭和５．４

海軍機関学会

⑦教育-学校-3(機関)-90 外国語学教科書　英語　生徒１．２学年　大正８．１ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-91 外国語学教科書　英文　巻の２　生徒第２学年　大正８．６ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-92 応用熱力学教科書　巻の２　第３学年　昭和１０．５ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-93
応用力学教科書（材料構造強弱）巻の１(附図）第２学年　昭和１
０．４

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-94 工用化学教科書　巻の２　第２学年　昭和１０．１０ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-95 工用化学教科書　巻の３　第２学年　昭和１１．５ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-96 交流電気工学教科書　第３．４学年　昭和１１．４ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-97
機関学教科書　実施機関学　前編　附図　生徒第３学年　大正５．
１２

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-98 機関術教科書蒸気機関　推進器　生徒第２学年　大正７．１２ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-99 機関術教科書蒸気機関　缶　巻の２　生徒第１学年　大正８．１ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-100 機関術教科書　第４編(工用理学）大正８．４ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-101 機関術教科書　整理操縦　続編　生徒第３学年　大正８．１１ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-102 機関術教科書応用力学　機械力学　生徒第２学年　大正８．１２ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-103 機関術教科書　補助機械　附図　生徒第２学年　大正９．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-104 機関術教科書　水力学　生徒第３学年　大正１０．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-105 機関術教科書　電力機関　巻の２　生徒２．３学年　大正９．６ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-106
機関術教科書　工作　巻の１　附図　生徒第１．２学年　大正８．１
０

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-107 機関術教科書　工作　生徒１．２．３学年　大正１０．１０ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-108 機関術教科書作図　生徒第１学年　大正９．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-109 機関術教科書作図　附図　生徒第１学年　大正９．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-110
機関術教科書蒸気機関　「タルビン」式機械　巻の２　生徒第３学
年　大正８．９

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-111
機関術教科書蒸気機関　「タルビン」式機械　巻の１　附図　生徒
第２学年　大正９．１０

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-112 機関術教科書　電力機関　巻の１　生徒第３学年　大正９．４ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-113
機関術教科書　電力機関　巻の２　附図　生徒２．３学年　大正９．
６

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-114
機関術教科書　応用力学(材料強弱）巻の１　生徒第２学年　大正
８．２

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-115 機関術教科書　応用力学(構造強弱）生徒第２学年　大正８．４ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-116 機関術教科書　応用力学(機械運動学）生徒第２学年　大正８．６ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-117
機関術教科書　応用力学(材料強弱）巻の２　生徒第３学年　大正
８．７

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-118 機関術教科書　応用力学(機械運動学）生徒第２学年　大正１１．８ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-119
機関術教科書　応用力学(材料強弱）巻の２　生徒第３学年　大正
１１．８

海軍機関学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-3(機関)-120 機関術教科書　熱力学　生徒第２学年　大正８．５ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-121 機関術教科書　熱力学　生徒第２．３学年　大正１１．８ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-122 機関術教科書　内火式機関　生徒第３学年　大正８．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-123
機関術教科書　内火式機関　附図　生徒２学年　選修学生　大正
１１．２

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-124 機関術教科書　内火式機関　附図　生徒第３学年　大正８．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-125
機関術教科書　内火式機関　生徒第２学年　選修学生　大正１１．
２

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-126
機関術教科書　内火式機関　生徒第２学年　選修学生　大正１３．
９

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-127
機関術教科書蒸気機関　缶　巻の１　附図　生徒第１学年　大正
７．７

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-128 機関術教科書蒸気機関　缶　巻の１　生徒第１学年　大正８．１ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-129 機関術教科書蒸気機関　缶　生徒１学年　大正１０．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-130 機関術教科書蒸気機関　缶　附図　生徒第１学年　大正１０．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-131 機関術教科書　缶　附図　生徒第１学年　大正１４．１０ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-132 機関術教科書　機関計画　巻の１　生徒第３学年　大正７．１０ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-133 機関術教科書　機関計画　巻の２　生徒第３学年　大正９．１ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-134 機関術教科書　機関計画　巻の１　生徒第３学年　大正１０．１２ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-135
機関術教科書　機関計画　巻の１　附図　生徒第３学年　大正１
０．１２

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-136 機関術教科書　電力機関　巻の３　生徒第３学年　大正９．２ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-137 機関術教科書　補助機械　生徒第２学年　大正９．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-138
機関術教科書蒸気機関　「タルビン」式機械　巻の１　生徒第２学
年　大正９．１０

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-139
機関術教科書蒸気機関　推進器及船体抵抗　生徒第３学年　大
正１０．７

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-140 機関術教科書　工作　附図　生徒１．２．３学年　大正１０．１０ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-141 機関術教科書主機械　選修学生　大正１０．１２ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-142
機関術教科書蒸気機関　吸鍔式機械　附図　生徒第１学年　大正
９．４

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-143 機関術教科書蒸気機関　吸鍔式機械　生徒第１学年　大正９．４ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-144 数学教科書　三角法　生徒第１学年　大正８．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-145 数学教科書代数　生徒第１学年　大正９．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-146 数学教科書　代数　生徒第１学年　大正９．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-147 数学教科書　微積分　生徒第１．２学年　大正９．１２ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-148 数学教科書　解析幾何　生徒第１学年　大正１０．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-149 作図参考書　生徒第１学年　大正８．８ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-150 作図参考書　生徒第１学年　大正１１．８ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-151
機関学教科書蒸気機関　「タルビン」式機械　前編　附図　生徒第
１学年　大正７．６

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-152
機関学教科書蒸気機関　「タルビン」式機械　前編　生徒第１学年
大正７．６

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-153 図学教科書　大正９．３ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-154 図学教科書（附図）大正９．３ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-155 物理学教科書　巻の２　第３学年　昭和１１．４ 海軍機関学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-3(機関)-156 物理学教科書（附表）昭和１１．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-157 物理学教科書　巻の６　第３学年　昭和１３．９ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-158 対照英和　数学普通用語　大正７．５ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-159 金属材料　昭和２．８ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-160 「タルビン」主機械教科書　生徒第２学年　昭和６．９ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-161 「タルビン」主機械教科書　附図　生徒第２学年　昭和６．９ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-162
主補機械教科書　巻の２(補助機械　一般装置）生徒第２学年　昭
和９．６

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-163 主補機械教科書　巻の１(蒸気主機械）第１．２学年　昭和１０．３ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-164 缶　教科書　第１学年　昭和１０．９ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-165 工作教科書　第３．４学年　昭和１２．２ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-166
主補機械教科書　巻の２(補助機械並び一般装置）第１．２学年
昭和１３．２

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-167 工用算法教科書　大正５．５．１０ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-168 英語会話参考書　昭和８．２ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-169 英語会話及普通海軍用語集 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-170 外国語学教科書　英文書簡文集　大正１４．９ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-171 機関術教科書　推進論(選修学生用）昭和２．４ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-172 海軍　英文書翰文集 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-173 数学教科書　解析幾何　生徒第１学年　大正７．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-174 機関術教科書　整理操縦　大正７．８ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-175
機関術教科書　電力機関　巻の１　附図　生徒第２．３学年　大正
１３．３

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-176
機関術教科書　内火式機関附図　生徒第２学年　選修学生　大正
１３．９

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-177 甲種学生用　舶用機関学　第１編　大正１２．５ 赤堀研吉述

⑦教育-学校-3(機関)-178 前田広吉　日誌　大正７．５～１０年 前田広吉　（海軍機関学校）

⑦教育-学校-3(機関)-179 機関科当直勤務参考　准士官学生　参考書　昭和１７．１０ -

⑦教育-学校-3(機関)-180
電機術教科書(電気測定器具及測定法）(普通科学生教程）大正
４．１２

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-181 電機術教科書　巻１(普通科電機術練習生教程）大正５．２ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-182 電機術教科書　交流機(普通科学生教程）大正５．３ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-183 電機術教科書　交流機(普通科学生教程）大正５．３ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-184 電機術教科書　巻１(高等科電機術練習生教程）大正５．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-185 電機術教科書　巻の２(普通科電機術練習生徒程）大正５．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-186 電機術教科書　巻１　附図(高等科電機術練習生教程）大正５．７ 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-187 電気測定(ダクター） -

⑦教育-学校-3(機関)-188
電機術教科書(普通科学生教程）(電気測定器具及測定法）附図
大正４．１２

海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-189 海軍機関学校 -

⑦教育-学校-3(機関)-190 和英対照　普通海軍用語集　明治４１年９月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-191 機関術　大正１０年 小森　機関小佐



令和５年４月４日

⑦教育-学校-3(機関)-192 海軍英文書翰文集　明治４２年３月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-193 軍制学教科書　大正１３年１０月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-194 水雷術教科書　昭和５年９月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-195 水雷術教科書　附図　昭和５年９月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-196 砲術教科書　巻之１　昭和５年９月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-197 砲術教科書　巻之１　附図　昭和５年９月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-198 砲術教科書　巻之２　昭和６年１１月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-199 潜水艦教科書　昭和６年６月 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-200 水力機講義録　明治３２年８月　海軍機関学校 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-201 海軍治罪法　明治３４年６月　海軍機関学校 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-202 汽罐学 -

⑦教育-学校-3(機関)-203 海軍機関学校生活 海軍機関学校生活

⑦教育-学校-3(機関)-204 機関術教科書　第一編　高等科機関術練習生（掌機術専修）教程 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-205 大正４年２月１日　機関術教科書　原動力主機械　附図 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-206 大正６年１１月１５日　機関術教科書　第１編　附図 海軍機関学校

⑦教育-学校-3(機関)-207 詔勅集 海軍機関学校

⑦教育-学校-4(砲術)-1 普通科学生用　水力機動装置参考書　明治４４年９月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-2 射撃操式　改正案　大正８年３月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-3 航海術参考書　大正１１年６月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-4 連合艦隊各種戦技実施計画　昭和３年５月１１日 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-5 対戦車戦斗の参考 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-6 松型駆逐艦水上電測射撃　要領及操法案　昭和２０年３月 -

⑦教育-学校-4(砲術)-7 将校学生用　兵器学教科書（３６糎砲塔）大正９年１月２０日 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-8 兵器学教科書（４０糎砲塔）昭３年６月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-9 兵器学教科書(３６糎（自由装填砲塔）昭和５年９月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-10 ２式陸用高射器操法案　昭和１８年４月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-11 陸戦兵器取扱書(８９式重擲弾筒）昭和１８年８月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-12 ２５粍機銃環型照準器の参考　昭和１９年１月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-13 対空射撃（全量射法）用見越量算定表　昭和１９年３月３０日 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-14 計算常用表　昭和１９年５月 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-15 分隊士人事取扱参考　昭和１９年５月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-16 予備学生　陸上防空参考書　兵備品　昭和１９年１０月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-17 １２糎３０連装噴進砲参考書　昭和２０年２月 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-18 海上機銃射撃指揮官参考書　昭和２０年４月５日 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-19 僞砲台構築の参考　昭和２０年７月 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-20 陸戦兵器取扱書（４１式山砲） 館山海軍砲術学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-4(砲術)-21 ３式８糎迫撃砲取扱書 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-22 電波探知機の解説 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-23 高等科学生用　兵器学教科書（水圧機械）大正１１年９月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-24 日本の軍紀　大正１５年６月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-25 砲戦教範(改正案）昭和１８年７月２５日 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-26 陸戦兵器取扱書(９２式重機銃）昭和１８年８月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-27 陸戦兵器取扱書（９２式重機銃）昭和１８年８月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-28 陸上対空兵器取扱整備参考書　昭和１９年７月３日 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-29 防空砲台設営参考書　昭和１９年７月３日 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-30 陸上防空参考書(兵器取扱整備）昭和１９年１１月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-31 対空砲戦守則（海防艦００級）草案　昭和１９年１１月 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-32
予備学生　陸上防空参考書　陸上対空砲戦必携　昭和１９年１２
月

館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-33 夜間戦斗の参考　昭和２０年２月２７日 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-34 坑道陣地の参考　昭和２０年３月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-35 対戦車戦闘の参考（改訂）昭和２０年３月１５日 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-36 陸上機銃指揮官　参考書　昭和２０年６月 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-37 陸戦兵器取扱書（９２式歩兵砲） 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-38 ９７式軽迫撃砲操法 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-39 陸戦兵器取扱書(９６式軽機銃）昭和１８年８月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-40 学生用砲術科執務参考書　大正８年１１月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-41 艦砲操式改正案（砲塔砲）大正１０年３月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-42 猫の妙術　全 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-43 兵術参考資料（統帥）昭和７年度 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-44 戦術参考資料　昭７．１０ 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-45 砲術主務参謀勤務手簿(昭和１９年１１月２６日） 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-46 砲術主務参謀勤務手簿 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-47 砲術主務参謀勤務手簿 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-48 砲術主務参謀勤務手簿 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-49 電気術進歩向上策　昭和２年１１月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-50 高等科学生用　?内弾道学教科書　大正８年１月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-51 機関術
海軍砲術学校教官　小森機関
小佐　口述

⑦教育-学校-4(砲術)-52 兵器学教科書　昭和８．１１ 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-53 軍人道徳の学理 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-54 兵器学教科書案（照射兵器） 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-55 測的術講義摘要　昭和８．１２ 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-56 任務遂行　大正９年１２月　海軍砲術学校　大正９．１２ 海軍砲術学校
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⑦教育-学校-4(砲術)-57 体育参考書　大正１１．３ 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-58 軍人道徳の学理　大正１４．１１．２４ 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-59 兵器学教科書附図（測的術） 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-60 日本の軍紀 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-61 思索の選　校長堀内少将講演　大正８．９ 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-62 軍人道徳の学理 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-63 兵器学造砲参考書 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-64 軍紀の研究附録２　日本の軍紀 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-65 軍紀の研究附録２　日本の軍紀 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-66 海岸要塞教科書(高等科学生用）大正４ 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-67 対戦車戦闘の参考（改訂）昭和２０．３．１５ 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-68 「ジュツトランド」に於ける　ドイツ大海艦隊　大正１０．１１ 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-69 体育参考書　大正１１．３ 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-70
陸戦隊規程改正　陸戦操式制定　陸戦教範制定　理由説明書　大
正１５．４

海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-71 陸戦参考書 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-72 軍人道徳の学理 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-73 射法参考書　第２篇　大正９．６ 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-74 陸戦兵器取扱書(４１式山砲） 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-75 青年将校に対する訓示　大正８．３．３０ 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-76 艦砲射撃学　明治３９．４ 海軍砲術練習所

⑦教育-学校-4(砲術)-77 艦砲射撃学附表　明治３９．４ 海軍砲術練習所

⑦教育-学校-4(砲術)-78 艦砲射撃学附表　第３篇　明治４０．６ 海軍砲術練習所

⑦教育-学校-4(砲術)-79 艦砲射撃学　第３編　明治４０．２ 海軍砲術練習所

⑦教育-学校-4(砲術)-80 陸戦参考書(機銃） 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-81 軍人道徳の学理　大正１４．１１ 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-82 陸戦参考書（山砲．分小中隊） 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-83 問題集(５冊）
砲術学校普通科　学生　久保田
小尉

⑦教育-学校-4(砲術)-84 公算射法附録　公算誤射学抜萃 -

⑦教育-学校-4(砲術)-85_2 海軍体操解説　昭和１７年４月 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-86 基本戦術作業課題答案　大正１２年 海軍大尉　朝倉豊次

⑦教育-学校-4(砲術)-87 戦術作業課題答案（１）大正１２年 海軍大尉　朝倉豊次

⑦教育-学校-4(砲術)-88 砲戦術作業課題答案　大正１２年 海軍大尉　朝倉豊次

⑦教育-学校-4(砲術)-89 猫の妙術　無力流開祖　山岡鐵舟先生剣道書 海軍砲術学校編

⑦教育-学校-4(砲術)-90 対化兵戦教範草案（案）昭和１９年１１月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-91 陸上集団防毒参考書　昭和２０年１月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-92 挺進奇襲ノ参考　昭和２０年１月 館山海軍砲術学校
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⑦教育-学校-4(砲術)-93 設営隊自衛戦闘の参考　昭和２０年２月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-94 局地防備の参考　昭和２０年２月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-95 坑道陣地の参考　昭和２０年３月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-96 ３式８糎迫撃砲参考書　昭和２０年３月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-97 噴進兵器参考書　昭和２０年３月 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-98 上陸防御に関する命令の一例　昭和２０年４月２０日 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-99 陸戦教育訓練参考書　昭和２０年４月２０日 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-100 夜間戦闘の参考　昭和２０年 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-101 対戦車戦闘の参考（改訂）昭和２０年 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-102 軍隊符号　昭和２０年６月１日 横須賀海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-103 陸戦兵器取扱書(９４式３７粍砲） 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-104 化兵戦要表　乙 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-105 挺進奇襲の参考　別冊 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-106 化兵戦要表　甲 館山海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-107 亞式砲戦通信装置　大正６年９月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-108 艦砲射撃学教科書　大正８年６月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-109 ＤＩＳＣＩＰＬＩＮＥ　ＩＮ　ＴＨＥ　ＷＥＳＴ　大正１５年４月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-110 安式１２栂及１５栂　速射砲一挙動閉鎖畧解　明治３０年４月 -

⑦教育-学校-4(砲術)-111 砲戦術講義録　明治４０年７月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-112 測的術練習生用　兵器学教科書(電気器具）昭和２年６月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-113 高等科練習生用　電機学教科書　附図　昭和６年１１月１日 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-114 測的術練習生用　電機学教科書　附図　昭和２年１１月 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-115 普通科砲術練習生用　電気学探照燈教科書　昭和７年１月１５日 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-116
普通科砲術練習生用　電気学探照燈教科書　附図　昭和７年１月
１５日

海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-117
掌砲要務雑則（執務上砲術に関する諸令達索引表）明治４４年１０
月　海軍砲術学校

海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-118 帝国海軍現有砲熕要目表　明治４４年１１月調査　海軍砲術学校 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-119 海軍砲術学校野外演習時の写真（複製） 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-120 「ジユツトランド」海戦戦況
ホロウェッチ・フロスト海軍砲術
学校

⑦教育-学校-4(砲術)-121 学生用普通科艦砲射撃学教科書 海軍砲術学校

⑦教育-学校-4(砲術)-122 第９０期普練対空班教程射撃実施細目　昭和１７年９月 横砲校普練対空班

⑦教育-学校-5(水雷)-1 水雷学教科書（魚雷之部）附図 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-2 将校学生　電気器具（２次電池）明治４２年４月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-3 将校学生　電気器具（直流電動機）明治４２年４月１日 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-4
将校及機関官学生　電気器具（直流発電機及白熱電灯）明治４２
年５月

海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-5 普通科学生　電気器具(前編）明治４３年５月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-6 空気圧縮喞筒　明治４４年 海軍水雷学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-5(水雷)-7 普通科水雷術練習用　水雷用電気　昭和９年５月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-8 昭和３年度　艦隊戦策 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-9 機関官学生　電機術(応用電気）明治４３年６月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-10
機関官学生　「アーマーチュアー　ワインデイング」　直流機械　明
治４４年７月

海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-11 将校及機関官学生　交流電機　明治４４年 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-12 将校機関学生　直流発電機　明治４４年 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-13 機関官学生　電気諸試験並に実地取扱管理法　明治４４年１０月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-14 機雷関係講義　昭和９年２月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-15 発射法参考書　昭和９年２月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-16 水雷戦術　昭和３．１１ 海軍水雷学校　戦術科

⑦教育-学校-5(水雷)-17 海軍水雷学校教科書　攻略水雷術　魚雷附図　魚雷速力表 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-17_2 魚雷速力表　海軍水雷学校 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-18 水雷術参考資料　昭和９～１０ 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-19 軍艦外務令講義　法学博士　有賀長雄述　昭和３．９ 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-20 防備関係術科学校　創設の経緯　昭和１０～１８ 今里義光

⑦教育-学校-5(水雷)-21 海軍水雷学校高等科　学生入学考試成績表　昭和４年 -

⑦教育-学校-5(水雷)-22 現用各種機雷　掃海具　防掃具一覧表　昭和４年 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-23 水雷術教科書　電気学校編　明治３６．７ 海軍水雷術練習所

⑦教育-学校-5(水雷)-24 水電術練習所　練習士官教科書 防御之部

⑦教育-学校-5(水雷)-25 水雷術教科書　雷気後編　図書 教員　教程

⑦教育-学校-5(水雷)-26 水雷術教科書　応用数学 海軍水雷術練習所

⑦教育-学校-5(水雷)-27 水雷術練習所教科書 -

⑦教育-学校-5(水雷)-28 水雷術練習所教科書　明治３３．３ -

⑦教育-学校-5(水雷)-29 水雷術教科書(攻撃　前編） 海軍水雷術練習所

⑦教育-学校-5(水雷)-30 水雷術教科書(攻撃　後編）明治３２．１０ 海軍水雷術練習所

⑦教育-学校-5(水雷)-31 水雷術教科書(攻撃　前編　秘密室）明治３５．５ 海軍水雷術練習所

⑦教育-学校-5(水雷)-32 水雷戦術講義録　第２　明治４１．３ 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-33 水雷戦術講義録　第４(掃海法）明治４１．３ 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-34 防禦水雷術　前編　明治４１．３ 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-35 防禦水雷術　中編　明治４１．３ 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-36 攻撃水雷術　明治４３．１１ 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-37 攻撃水雷術(深海及掃海法）明治４３．１１ 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-38 敷設水雷術　大正１．１２ 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-39 障碍物破壊法　第５８９号 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-40 石油発動機　第２版　第５２８号 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-41 魚雷動的発射に於ける誤差に関する一説 海軍水雷学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-5(水雷)-42 海軍水雷学校案内　　明治１２年～昭和５年 -

⑦教育-学校-5(水雷)-43 世界大無線電信局一覧　昭和３年 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-44 昭和３年　文例 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-45 海軍水雷学校教科書　１５冊 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-46 大正１４年　高等科通信学生用　無線電信理論 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-47 短波商用長距離通信 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-48 昭和３年　軍艦外務令講義　法学博士　有賀長雄 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-49 昭和３年　海軍無線電信送受信技術　第１．２編 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-50 明治４年７月　庶務参考 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-50_2 昭和４年７月　庶務参考 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-51 無線用語解説　昭和３年３月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-52 金子堅太郎　子爵　講話　昭和５年３月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-53 ４２式魚雷 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-54 水雷術参考　附図　明治３０年 -

⑦教育-学校-5(水雷)-55 魚雷発射術 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-56 水上発射機　明治４４年５月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-57 水雷講話術　明治４３年１２月 於呉水雷団

⑦教育-学校-5(水雷)-58 攻撃水雷術　３８式２号　加熱装置附３８式２号　明治４２年１１月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-59 攻撃水雷術　魚雷　明治４２年１１月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-59_2 魚形水雷　前編　大正６年　海軍水雷学校 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-60 高等科水雷術練習生　発射術　明治４２年６月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-60_2 発射術　将校学生　海軍水雷学校 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-61 攻撃水雷術　保式魚雷　明治４２年５月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-62 水雷戦術　全　明治３６年１０月 海軍教育本部

⑦教育-学校-5(水雷)-63 機雷諸事概観　昭和３年３月 宮下大尉編

⑦教育-学校-5(水雷)-64 魚雷発射要表　大正５年１１月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-65 軍艦外務令講義　昭和３年９月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-66 魚雷射法後編草案　大正８年１月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-67 魚雷射法　前編　昭和２年１２月 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-68 発射機取扱法　明治４２年 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-69 電気通信機　明治４４年８月　海軍水雷学校 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-70 無線電信兵器　大正６年５月　海軍水雷学校 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-71 無線電信教科書　第壹編（一）（二）大正３年　海軍水雷学校 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-72
電気教科書　巻の貳　明治４５年４月　大正４年５月２冊合本　海
軍水雷学校

海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-73 戦務 海軍水雷学校戦術科

⑦教育-学校-5(水雷)-74 日清海戦史概要 海軍水雷学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-5(水雷)-75 高等科学校用電機第２編（交流電機） 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-76 第９期高等科学生・第８期特修科学生戦術実習記事 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-77 保式１４吋魚雷爆発発射実験次第書 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-78 応用無線電信 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-79 応用無線電信　附図 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-80 無線電信術　第１編 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-81 無線電信術　第２編 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-82 魚形水雷 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-83 明治３６年４月　水雷術　巻３　図 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-84 探照燈　前編 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-85 将校学生　電気器具　電気有線通信機附図 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-86 電気磁気　第２編 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-87 特修科学生　直流発電機 海軍水雷学校

⑦教育-学校-5(水雷)-88 単衛所視発弧器に応用せられたる距離測定法 米村敏郎

⑦教育-学校-6(対潜)-1 磁カン（金へんに旱）帯磁装置（３式掃海具用）昭和１９年１０月 海軍対潜学校

⑦教育-学校-7(通信)-1 普通科練習生用　気象学　参考書　昭和１３年３月 海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-2 電波探信儀の概念　昭和１９年６月 横須賀海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-3 ２式中方位測定機取扱整備　参考資料　昭和２０年２月１５日 横須賀海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-4 合調音語に依る電信符号予習書　附電報書字法　昭和１７年７月 海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-5 通信参考書　昭和１５．７ -

⑦教育-学校-7(通信)-6 通信参考書　昭和１５．１０ -

⑦教育-学校-7(通信)-7 通信関係資料　大正１４年 海軍少将　八角三郎

⑦教育-学校-7(通信)-8 趣味の暗号　昭和５．８ 海軍省教育局

⑦教育-学校-7(通信)-9 暗号部当直記録 -

⑦教育-学校-7(通信)-10
普通科電信術練習生用　電気磁気　電気器具　無線理論　昭和１
３年

海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-11 通信戦指揮参考案(小艦艇指揮官用）昭和１８年３月 海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-12 戦術講義案（第４期高等科学生用） 海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-13 戦務講義案（海軍通信学校予備学生） 海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-14 予備学生戦術講義案 横須賀海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-15 戦略講義案上巻 横須賀海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-16 戦略講義案下巻 横須賀海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-17 戦術（ノート） 海軍水雷学校

⑦教育-学校-7(通信)-18 基本戦術講義案（第３０期高等科学生） 海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-19 通信長執務便覧 海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-20 戦技関係綴　昭和１１年～１２年 海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-21 戦務参考資料（庶務に関係ある用語の解説他）昭和１４年～１７年 海軍通信学校



令和５年４月４日

⑦教育-学校-7(通信)-22 基本戦術講義案　海軍通信学校予備学生　昭和１７年１２月 海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-23
通信戦務講義案　海軍通信学校第４１期高等科学生　昭和１８年
４月

海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-24 海軍戦術 海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-25 海軍通信学校講義資料類　昭和１１年 海軍通信学校

⑦教育-学校-7(通信)-26 作業課題答案綴　昭和５年２月～６年９月 正木生虎海軍大尉

⑦教育-学校-7(通信)-27 海軍通信学校第３４期高等科学生授業予定表 海軍通信学校

⑦教育-学校-8(電測)-1 水上艦艇電測操式草案（案）昭和２０年３月 海軍電測学校

⑦教育-学校-8(電測)-2 １号３型電波探信儀　故障並対策及参考事頃　昭和１９．５ 横通校電測科

⑦教育-学校-8(電測)-3 海軍電測学校　第２期　甲飛電測術練習生 荒木義達

⑦教育-学校-9(航海)-1
普通科運用術練習生教程　航海兵器教科書　附図　巻の３(測定
儀　航跡自画器）昭和１０年５月

海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-2
普通科運用術練習生教程　主要運用作業教科書附図　昭和１１
年１月

海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-3 普通科運用術練習生教程　応急法教科書　附図　昭和１１年９月 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-4 普通科運用術練習生用　造船学教科書　附図　昭和１２年５月 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-5
普通科信号術練習生教程　国際信号法教科書　　巻２　昭和１４
年１０月

海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-6
普通科高等科信号術練習生(気象班）教程　気象術教科書　昭和
１８年３月

海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-7 信号術教程　勤務参考書　昭和１８年３月 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-8 学生教程　２式哨信儀教科書　昭和１９年４月 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-9 駆逐艦　初春　応急処理要表　昭和１９年４月１１日 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-10 丁型駆逐艦操艦参考書　昭和２０年１月 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-11 警防参考資料　第６号　昭和２０．６．２０ 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-12 高等科信号術練習生教程　気象学教科書 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-13 普通科信号術練習生教程　気象術教科書　巻６（上）昭和１４．１０ 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-14 普通科信号術練習生教程　気象術教科書 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-15
普通科信号術練習生教程　信号兵器器具教科書　巻２　昭和１
４．１０

海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-16 普通科練習生教程　図学教科書　附図　昭和１９．９ 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-17 気象学教科書　昭和１４．２ 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-18 航運目録　昭和５　６　７年度 運用術練習艦

⑦教育-学校-9(航海)-19 海軍身分證明書発行原簿　昭和２０．３　以降 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-20 海軍航海学校沿革概要　昭和１７．９ -

⑦教育-学校-9(航海)-21 無線電信之理論実験及実地 海軍技師　木村駿吉

⑦教育-学校-9(航海)-22 天気予察参考資料　昭和１２年２月 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-23 天気予察法．天気図の製り方　昭和１２年１２月 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-24 艦隊運動講義摘録(米村末喜中将遺稿） 海軍航海学校

⑦教育-学校-9(航海)-25 第１期航海学生に対する講話 太田垣航海学校長

⑦教育-学校-11(軍医)-1 海軍選兵医学総論　昭和１７．１２ 海軍軍医学校

⑦教育-学校-11(軍医)-2 海軍選兵医学（視器） 海軍軍医学校
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⑦教育-学校-11(軍医)-3 各国の国防医学に関する　１９３３年以降の趨勢　昭和１２．８．１ 海軍軍医学校

⑦教育-学校-11(軍医)-4 最近に於ける「コレラ」に関する　海軍の研究業績　昭和１６ 海軍軍医学校

⑦教育-学校-11(軍医)-5 海軍選兵医学総論　昭和１７．９．１２ 海軍軍医学校

⑦教育-学校-12(経理)-1
研究調査資料　戦争経済における重要政策綱及び　大東亜経済
建設の基本方策　昭和１９．５．１

海軍経理学校　研究部

⑦教育-学校-12(経理)-2 第３回海軍臨時講習講義録　第２輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-2_2 第３回海軍臨時講習講義録　第２輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-3 第３回海軍臨時講習講義録　第４輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-3_2 第３回海軍臨時講習講義録　第４輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-4 第４回海軍臨時講習講義録　第１輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-5 第４回海軍臨時講習講義録　第２輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-6 第４回海軍臨時講習講義録　第３輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-6_2 第４回海軍臨時講習講義録　第３輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-7 第３回海軍臨時講習講義録　第１輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-7_2 第３回海軍臨時講習講義録　第１輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-8 補給参考書　第５編　蓄積　昭和１９．５ 海軍経理学校　研究部

⑦教育-学校-12(経理)-9 補給参考書(輸送の接合） 海軍経理学校　研究部

⑦教育-学校-12(経理)-10 補給参考書(補給概論）昭和１９．５．２７ 海軍経理学校　研究部

⑦教育-学校-12(経理)-11 第１回海軍臨時講習講義録　工学通論 海軍経理学校　研究部

⑦教育-学校-12(経理)-12 経校研究彙報　第１号　昭和１９．８ 海軍経理学校　研究部

⑦教育-学校-12(経理)-13 航空被服の現状に就て　最近の航空糧食に就て 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-14 第１回海軍臨時講習講義録　特別講義 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-15 会計法規参考書 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-16 海軍公用文例集　昭和１４ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-17 海軍軍需品学教科書　昭和１６．１０．１５ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-18 金銭経理教科書　昭和１８ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-19 軍政学　昭和８．１１．１ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-20 艦船の酒保経営について 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-21 海軍兵食給与の沿革 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-22 庶務教科書　昭和１３．３．１ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-23 経済及財政学　小林丑三郎講述 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-24 庶務教科書　大正１５．７．１ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-25 金銭会計教科書　昭和１３．４．１ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-26 第２回海軍臨時講習講義録　第２輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-27 第５回海軍臨時講習講義録　第１輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-28 第５回海軍臨時講習講義録　第２輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-29 庶務教科書　昭和１３．３ 海軍経理学校
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⑦教育-学校-12(経理)-30 海軍公用文例集　昭和１４．１１ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-31 物品会計教科書　昭和１３．６ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-32 物品会計教科書　昭和１６．１０ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-33 会計法教科書 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-34 会計法教科書 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-35 金銭会計教科書 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-36 金銭会計教科書 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-37 金銭会計教科書 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-38 第３回海軍臨時講習講義録　第１輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-39 第６回海軍臨時講習講義録　第１輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-39_2 第６回海軍臨時講習講義録　第１輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-40 軍政学　昭和８．１１ 等松農夫蔵

⑦教育-学校-12(経理)-41 民法　末弘厳太郎講述 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-42 特別講義 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-43 猶太問題と「フリー・メーソン」　昭和８．５ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-44 戦地勤務　初級主計科士官執務参考書　昭和１９．２．２０ 海軍経理学校研究部

⑦教育-学校-12(経理)-45 第６回海軍臨時講習講義録　第２輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-45_2 第６回海軍臨時講習講義録　第２輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-46 庶務教科書　昭和１３．３．１ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-47 庶務教科書　昭和１９．５ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-48 帝国海軍費の限度　昭和３．７ 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-49 軍政学 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-50 庶務教科書　昭和１７年１月 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-51 海軍公用文例集 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-52 會計法教科書 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-53 海軍５等主厨厨業教科書 海軍教育本部

⑦教育-学校-12(経理)-54 軍政学　昭和８年 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-55 物品会計教科書　昭和１６年 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-56 庶務教科書　昭和１７年 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-57 庶務教科書　昭和１７年 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-58 経済学博士　寺島成信講述　海運政策 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-59 法制経済教科書 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-60 海軍経理学校移転記録 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-61 第２回海軍臨時講習講義録　第１輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-62 第３回海軍臨時講習講義録　第３輯 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-63 第６回海軍臨時講習講義録　第１集 金子堅太郎他
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⑦教育-学校-12(経理)-64 第６回海軍臨時講習講義録　第２集 河津進他

⑦教育-学校-12(経理)-65 海軍経理学校普通科試験問題および採点標準　昭和１９年 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-66 海軍経理学校高等科試験問題および採点標準　昭和１９年 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-67 海軍軍需品学教科書　（糧食品之部）昭和15年11月1日 海軍経理学校

⑦教育-学校-12(経理)-68 海軍厨業管理教科書　昭和17年1月31日 海軍経理学校

⑦教育-学校-13(潜水)-1 掌機練習生用　内火教科書　昭和４．６ 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-2 掌機練習生用　「ビ」式内火機械教科書 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-3 掌機練習生用　「ビ」式内火機械教科書附図　昭和４．７ 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-4 掌機練習生用　「ズ」式２号内火機械教科書　昭和４．７ 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-5 掌機練習生用　「ズ」式２号内火機械教科附図　昭和５．５ 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-6 内火式機械教科書　大正１３．３ 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-7 第６潜水艇遭難顛末記　昭和１年１２ 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-8 光学兵器（潜望鏡）大正１３．９ 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-9 潜望鏡写真要表案　昭和２．１１ 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-10 海大３型　巡潜型　潜水艦潜航可能時間の研究　昭和３．４ 海軍潜水学校　研究部

⑦教育-学校-13(潜水)-11 独潜に関する参考資料　昭和３．９ 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-12 第１１期甲種学生出動　実習成果並所見　昭和１０ 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-13 耐寒発射に就て　昭和１０．１ 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-14 潜水艦発射法　講義録　其１　昭和１０．３ 海軍潜水学校　加藤教官

⑦教育-学校-13(潜水)-15 潜水艦襲撃法講義録 -

⑦教育-学校-13(潜水)-16 造船学教科書（甲種学生用） 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-17 楠妙要 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-18 潜水艦戦術参考　第２編 大平教官編

⑦教育-学校-13(潜水)-19 潜水艦戦術参考　第２編 大平教官編

⑦教育-学校-13(潜水)-20 山鹿兵学　全集（抄）上 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-21 山鹿兵学　全集（抄）下 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-22 潜望鏡視界目盛の使用法に就て -

⑦教育-学校-13(潜水)-23 山鹿語類巻２１士道(抄） 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-24 潜水艦坐礁衝突　事件摘録　大正１２年以降 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-25 潜水艦操縦法講義録　昭和１０．１ 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-26 潜水艦発射法参考資料　昭和１０．１ 海軍潜水学校

⑦教育-学校-13(潜水)-27 戦務参考庶務講義摘要　昭和18年9月
相徳一郎中佐編纂
海軍潜水学校複写

⑦教育-学校-13(潜水)-28 戦務参考庶務講義摘要　昭和19年6月
相徳一郎中佐編纂
海軍潜水学校複写

⑦教育-学校-13(潜水)-29 海軍潜水学校普通科学生ノート　昭和１８年 渋谷信也

⑦教育-学校-13(潜水)-30
普通科・高等科潜航術特技章付与銓衡試験問題および採点標準
昭和１９年度

海軍潜水学校

⑦教育-学校-14(工機)-1
普通科機関術（掌缶術専修）練習生教程　機関術教科書（附図）
昭和５．５．１

海軍工機学校
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⑦教育-学校-14(工機)-2
高等科普通科電気術機関術　練習生教程　機関技術参考書（整
理操縦）昭和１５．５．１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-3
普通科電機術練習生教程　電機術教科書（通信装置）昭和１６．１
０．１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-4 普通科電機術練習生教程　電機術教科書（配電） 海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-5 普通科電機術練習生教程　機関術教科書（附図）昭和１６．１１．１ 海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-6
普通科電機術練習生教程　電機術教科書（交流機）昭和１８．６．
１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-7
普通科機関術練習生（掌缶術専修）教程　機関術教科書（重油専
焼缶及同関連装置）昭和１８．１０．１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-8
普通科電機術練習生教程　電力機関教科書（電燈照明）昭和１
９．２．１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-9 普通科工作術練馬生教程　機構学教科書（航空）昭和１３．１１．１ 海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-10
普通科電機術練習生教程　電機術教科書（測定器具管理諸装
置）昭和１６．１０．１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-11 普通科電機術練習生教程　電機術教科書（附図）昭和１６．１０．１ 海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-12 普通科電機術練習生教程　電機術教科書（直流機） 海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-13
普通科電機術練習生教程　電機術教科書（軍用電動機）昭和１
６．１１．１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-14
普通科機関術練習生(掌内火機械術専修）電機術教科書　昭和１
６．１１．１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-15
普通科電機術（掌蓄電池）練習生教程　電機術教科書（蓄電池）
昭和１７．１１．１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-16
普通科電機術練習生教程　電機術参考書（電気工業）昭和１８．
２．１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-17
普通科内灯術練習生教程　複動内火主機械教科書　昭和１８．
３．１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-18
普通科電気術練習生（掌発電機術専修）教程　電力機関教科書
（鉛蓄電池）昭和１８．９．１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-19
普通科電気術練習生教程　電力機関教科書（直流機）昭和１９．
１．１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-20
普通科電気術練習生教程　電力機関教科書（配電）昭和１９．２．
１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-21
普通科機関術練習生（掌主機械専修）教程　機関術教科書（補助
機械用　「タービン」潤滑装置）昭和１９

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-22
普通科機関術練習生（掌主機械専修）教程　機関術教科書（復水
装置）昭和１９．２．１

海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-23 高等科学生教程　電機械参考書（電池） 海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-24 鉛２次電池扱法　昭和６．５ 海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-25 高等学科生教程　電機術参考書（電池追補） 海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-26 電灯附図 -

⑦教育-学校-14(工機)-27 電機術教科書（直流電動機）附図(高等科電機術練習生徒程） 海軍工機学校

⑦教育-学校-14(工機)-28 海軍工機学校練習生採用試験問題集と模範解答 -

⑦教育-学校-15(工作)-1
普通科工作術練習生（木具専修）教程　潜水教科書　昭和１６．
４．１

海軍工作学校

⑦教育-学校-15(工作)-2 高等科工作術練習生教程　機構教科書（航空機）昭和１８．２．１ 海軍工作学校

⑦教育-学校-15(工作)-3
普通科工作術練習生（鋳造専修）教程　工作教科書（鋳造）昭和１
６．４．１

海軍工作学校

⑦教育-学校-15(工作)-4
普通科工作術練習生（機械専修）教程　工作教科書（機械）昭和１
６．４．１

海軍工作学校

⑦教育-学校-15(工作)-5
普通科工作術練習生教程　工作教科書（航空板金）昭和１８．７．
１

海軍工作学校

⑦教育-学校-15(工作)-6
高等科工作術練習生（航空溶接専修）教程　工作教科書（航空溶
接）昭和１８．１１．１

海軍工作学校

⑦教育-学校-15(工作)-7
普通科工作術練習生(鍛治専修）教程　工作術教科書（鍜治）昭和
１７．４．１

海軍工作学校

⑦教育-学校-15(工作)-8 結索編索参考書　昭和１９．３ 海軍工作学校

⑦教育-学校-15(工作)-9
普通科工作術練習生(舟艇専修）教程　工作教科書（舟艇）昭和１
９．２．１０

海軍工作学校
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⑦教育-学校-15(工作)-10 工作参考書(陣地構築）昭和１７．２．１ 海軍工作学校

⑦教育-学校-15(工作)-11 工作参考書(設営）昭和１７．７．１ 海軍工作学校

⑦教育-学校-16(衛生)-1 賀茂海軍衛生学校　教務規程 -

⑦教育-学校-16(衛生)-2 賀茂海軍病院練習部　教務規程試行案 -

⑦教育-学校-16(衛生)-3 海軍普通科衛生術　教科書　上巻 賀茂海軍衛生学校

⑦教育-学校-16(衛生)-4 海軍看護術教科書(普通科）下巻　昭和１９．８．１５ 海軍省教育局

⑦教育-学校-16(衛生)-5
第１回高等科看護術特技章付与銓衡試験問題および答案・採点
標準

海軍病院練習部

⑦教育-学校-17(機雷)-1 昭和１６年度艦隊水測　講習参考資料 海軍機雷学校

⑦教育-学校-17(機雷)-2 水中測的参考書　昭和１８．２ 海軍機雷学校

⑦教育-その他-1 兵科新兵教員準備教育実施方案　大正１５年度 横須賀海兵団

⑦教育-その他-2 主計関係研究調査事項実験調査　実施方案　昭和５年５月１６日 妙高艦長　植松練磨

⑦教育-その他-3 海軍機関少尉候補生見聞録　第３７期 軍艦　出雲

⑦教育-その他-4 支那声音字彙 -

⑦教育-その他-5 養成工員作業実習指導案内　昭和１７年度版
第２海軍航空廠　飛行機部教育
班

⑦教育-その他-6 補修科用　水雷学発射管編 呉海軍工廠教習所

⑦教育-その他-7 運用術教科書　巻之１ 航空局

⑦教育-その他-8 航海術教科書　巻之２（航法） 航空局

⑦教育-その他-9 航空機操縦生用　材料学　教程　昭和１３年５月 航空局

⑦教育-その他-10 操縦術教科書　９０式水上練習機 航空局

⑦教育-その他-11 高等乗員養成所普通科操縦生用　空中航法教科書　前編 航空局

⑦教育-その他-12 航空工学（材料）教科書 航空局

⑦教育-その他-13 空中航法教科書 航空局

⑦教育-その他-14 空中航法学教程　昭和８年１月４日 航空局

⑦教育-その他-15 飛行機学教程　昭和１６年１０月 航空局

⑦教育-その他-16 海底線試験心得　大正１３年５月２９日 遞信省工務局

⑦教育-その他-17 蒸気機関学教科書(上）補修科用　昭和１６年１月 横須賀海軍工廠工員養成所

⑦教育-その他-18 見習科　算数代表教科書　巻１　昭和１８年４月 第２海軍燃料廠工員養成所

⑦教育-その他-19 見習科　幾何三角法教科書　巻１　昭和１８年４月 第２海軍燃料廠工員養成所

⑦教育-その他-20
第２海軍火薬廠実習報告　昭和１７年３月２３日　昭和１７年３月３
０日

明治専門学校海軍造兵生徒
鷹取錬一

⑦教育-その他-21 無線理論　第１巻 海軍通信学校

⑦教育-その他-22 無線理論　第２巻 海軍通信学校

⑦教育-その他-23 無線理論　第３巻 海軍通信学校

⑦教育-その他-24 無線理論　第４巻 海軍通信学校

⑦教育-その他-25 点呼参会者の為に　昭和９ 海軍省人事局

⑦教育-その他-26 聖上陛下御日常の一端に関する謹話 出光海軍兵学校長

⑦教育-その他-27 戦時ドイツの新製造材料 国民科学社発行
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⑦教育-その他-28 歴代の詔勅 文学博士　河野省三

⑦教育-その他-29 操艦の栞(間崎中佐）操艦に関する艦長申継集(米村少将） 大島中佐

⑦教育-その他-30 帝国憲法の精神基礎 子爵　金子堅太郎　（講演）

⑦教育-その他-31 日本海軍初期無線　電信思出談 海軍技師　木村駿吉

⑦教育-その他-32 我海軍の生徒教育 海軍主計少将　片岡覺太郎

⑦教育-その他-33 航空工学（電気）教科書　昭和１４．１１ 横須賀海軍航空隊

⑦教育-その他-34 造船学 -

⑦教育-その他-35 和文英訳捷径 -

⑦教育-その他-36 公算射法附録 -

⑦教育-その他-37 戦争心理に就て 加藤寛治　中将　講演

⑦教育-その他-38 兵器工学（理科）参考書　昭和１４．１２ 横須賀海軍航空隊

⑦教育-その他-39 機関製図法教科書　附図 -

⑦教育-その他-40 機関手練習生　機関的実用算術教科書 -

⑦教育-その他-41 訓示摘要　明治４１．１１．２７　於
舞鶴港旗艦　阿藤　伊地知練習
艦隊司令長官

⑦教育-その他-42 第３５．３６期生　生徒大試験成績表　明治３８．１１ -

⑦教育-その他-43 造兵中尉基本実習指導方策 呉海軍工廠砲熕部

⑦教育-その他-44 海軍用普通鋼々材寸法表　昭和１９．４．１ 海軍艦政本部会計部

⑦教育-その他-45 水雷部見習工員実習座学(仕上之部） 水雷部見習工員実習工場

⑦教育-その他-46 数学解折　巻２ 海軍教授　土居善二郎　（講述）

⑦教育-その他-47 数学解折　巻３ 海軍教授　土居善二郎　（講述）

⑦教育-その他-48 和英対訳機関用語集 技術研究会

⑦教育-その他-49 班長手帳 -

⑦教育-その他-50 海軍教授　土居善二郎　講述　数学解折　巻１ -

⑦教育-その他-51 直結発電機（「エクリプス」）取扱説明書（案） -

⑦教育-その他-52 北海道方面見学旅行報告　昭和１３．１０ 第２９期語学選科学生

⑦教育-その他-53 昭和１０年後期初任　下士官教育史料 呉海兵団

⑦教育-その他-54 ピヂン英語 海軍嘱託　石川源三

⑦教育-その他-55 掌砲要務(第８０期練習生用）昭和１３ -

⑦教育-その他-56 印刷学教科書　上巻　昭和２０．３ 水路部修技所

⑦教育-その他-57 練習生隊内務規程 賀茂海軍衛生学校

⑦教育-その他-58 課題（精神教育資料）答申　昭和１２．８．２０ 海軍中尉　中村苫夫

⑦教育-その他-59 日米不戦論　昭和２．５．１８　講演 呉鎮守府

⑦教育-その他-60 巡回講習講話案　昭和３ -

⑦教育-その他-61 射撃幹部員測的員　訓練法詳述 海軍大尉　大田實

⑦教育-その他-62 致忠　大正１２．５ 第４７期会

⑦教育-その他-63 自動車参考書（整備之部）昭和１４．１１．１０ 海軍省教育局
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⑦教育-その他-64 自動車参考書（機構之部）昭和１４．１１．１０ 海軍省教育局

⑦教育-その他-65 自動車参考書（操縦之部）昭和１４．１１．１０ 海軍省教育局

⑦教育-その他-66 自動車操縦講習教科書（機構）昭和１８．６ 海軍省教育局

⑦教育-その他-67 軍鳩参考書　昭和１８．９．３０ 海軍省教育局

⑦教育-その他-68
内火術特技兵（自動車班）臨時講習指導参考書（教員用）昭和１
８．１１．３０

海軍省教育局

⑦教育-その他-69 雑問参考書　大正９．６ 横須賀海兵団

⑦教育-その他-70 軍隊教育と芸術　大正１２．９ 海軍中佐　廣瀬豊

⑦教育-その他-71 電気鎔接法　昭和７．１１．１ 海軍造船少佐　藁谷英彦

⑦教育-その他-72 海軍の常識 帝国在郷軍人会本部

⑦教育-その他-73 在独会計官任務報告より　昭和１０．１１ 海軍主計中佐　宮本正光

⑦教育-その他-74 非常時海軍国防読本　海軍大佐　有馬成甫著　昭和８．８．２７ 社会法人　海軍協会

⑦教育-その他-75 調和函数概説 海軍技術研究所造船研究部

⑦教育-その他-76 海軍将校便覧（完）明治２４．１１．３０ -

⑦教育-その他-77 牒報書式　明治２９．１１ 海軍軍令部

⑦教育-その他-78 教授法大意抜粋
海軍教育本部　相良海軍中佐
述

⑦教育-その他-79 「不安なる世界相」講演後半　昭和３．１．２４ 豊田　海軍大佐

⑦教育-その他-80 ロシアの真相　昭和３．４ 舞鶴要港司令官

⑦教育-その他-81 士道　大正５．１ 扶桑艦長　向井彌一

⑦教育-その他-82 中．北支那を視察して　昭和１３
拓務政務次官海軍中将　八角
三郎

⑦教育-その他-83 面子考察　附没法子 -

⑦教育-その他-84
普通学問題集綴　操縦練習生　下士官任用　准士官進級用　各種
普通科　昭和１０～１１

-

⑦教育-その他-85 各種普通科練習生　採用試験問題集綴　昭和１０～１１ -

⑦教育-その他-86 部外教育便覧　昭和１８．１０．１　１版 教育省教育局

⑦教育-その他-87 航海長及運用長講習資料等　昭和１４．１１ 海軍航海学校長　茂泉慎一

⑦教育-その他-88 国語便覧(練習兵用）昭和１９．５ 海軍省教育局

⑦教育-その他-89 国語教科書　巻２(練習兵用）昭和１９．５ 海軍省教育局

⑦教育-その他-90 国文法教科書(練習兵用）昭和１９．５ 海軍省教育局

⑦教育-その他-91 錨作業指導及びカテナリー曲線　大正１５年 海軍少佐　坂部省三

⑦教育-その他-92
航泊日誌記註上の心得　昭和６年　達第７０号　航泊日誌取扱及
記註心得

運用術練習艦

⑦教育-その他-93 艦団隊教育に就いて -

⑦教育-その他-94 写真　海洋少年団　昭和１７年 植松尊慶

⑦教育-その他-95 公認飛行記録集 霞ヶ浦海軍航空隊教務副官部

⑦教育-その他-96 飛行に要する経費 霞ヶ浦海軍航空隊

⑦教育-その他-97 精神教育参考資料　昭和４年１１月 横須賀海兵団

⑦教育-その他-98 ４等水兵乘艦練習所感綴　大正１３年３月 -

⑦教育-その他-99
木下奥宛書簡及び木下奥ノート昭和１４年海軍志願兵検査合格証
書海軍機関兵採用徴募通知実物付属

機関科木下奥
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⑦教育-その他-100 海軍卒（水雷術特修兵以外）水雷術教科書草案　大正８年 帝国海軍社

⑦教育-その他-101 海軍の進歩　昭和４年　点呼参会者の為に 海軍省人事局

⑦教育-その他-102 精神教育談　第1集 軍事教育会

⑦教育-その他-103 「モーゼル」式拳銃取扱法 -

⑦教育-その他-104 国民科教科書　上 海軍航空本部

⑦教育-その他-105 海軍図識図巻　全 尚古堂

⑦教育-その他-106 海軍教導隊学兵班船芸学　巻之１ 海軍教導隊

⑦教育-その他-107 陸戦　兵器・戦術関連ノート 上野敬次郎

⑦教育-その他-108 昭和４年度機関長講習講演録 海軍省

⑦教育-その他-109 昭和４年度機関長講習附図 海軍省

⑦教育-その他-110 雑問参考書　陸戦要務参考書 横須賀海兵団

⑦教育-その他-111 運用術参考書草案 横須賀海兵団

⑦教育-その他-112 勤務参考綴 ―

⑦教育-その他-113_2 九州飛行機技術幹部養成所教材（１）（写真及び証書綴込） 九州飛行機株式会社

⑦教育-その他-114 九州飛行機技術幹部養成所教材（２） 九州飛行機株式会社

⑦教育-その他-115_2 九州飛行機技術幹部養成所教材（３） 九州飛行機株式会社

⑦教育-その他-116_2 航空力学　No.３ 九州飛行機株式会社

⑦教育-その他-117 鉸鋲心得 九州飛行機株式会社

⑦教育-その他-118_2 技術幹部養成所生徒服務綱要
九州飛行機株式会社技術幹部
養成所

⑦教育-その他-119 戦闘的人生観を読みて 友成　佐市郎

⑦教育-その他-120 海軍の通信教育内容 不詳

⑦教育-その他-121 蒸気器械書　明治２年 海軍学校

⑧参考-全般-1 海軍特種被服写真帖 -

⑧参考-全般-2 准士官以上借用證　綴　昭和１９年 -

⑧参考-全般-3 警防団関係　綴　昭和１４年 -

⑧参考-全般-4 戦争と平和の研究　自由は創造する　昭和９年４月 八角史料　（国政研究会）

⑧参考-全般-8 海大より日比谷図書館に移管せる図書目録 -

⑧参考-全般-10 国有財産目録　昭和２０年８月３１日　現在 呉鎮

⑧参考-全般-11 海軍自動車関係制度統一に関する意見
大村海軍航空分隊長　海軍機
関大尉　福屋正孝

⑧参考-全般-12 海軍特種被服写真帖 横海軍需部

⑧参考-全般-13
出征帰還将官等御取扱関係　昭和１６年１２月２日　昭和１７年１０
月１２日

海軍省　軍務局

⑧参考-全般-14 靖国神社のお話 靖国神社社務所

⑧参考-全般-15 闘戦経　（全） 江家正豊

⑧参考-全般-16 食糧問題解決の捷径　－麦多収穫の実際－ -

⑧参考-全般-17 全力 河上則光

⑧参考-全般-18 兵役の合理化 松島剛
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⑧参考-全般-19 マッカァサ元帥　ホイットニ少将　占領軍行政の一節 -

⑧参考-全般-20 部下より見たる部下統御 海軍看護特務中尉　築田多吉

⑧参考-全般-21 孫子御進講録 海軍中将　佐藤鐵太郎

⑧参考-全般-22 海軍私見 山下龜三郎

⑧参考-全般-23 航空要覧
航空局編輯　大日本飛行協会
発行

⑧参考-全般-24 軍令部秘報　昭和９年８月号 軍令部

⑧参考-全般-25
帝国在郷軍人会第５回講習会講義録の３　国土の防空に就て　近
代艦船兵器進歩の趨勢　昭和５．８

帝国在郷軍人会本部

⑧参考-全般-26 衆議院要覧　（乙）　昭和１７．１１ 衆議院事務局

⑧参考-全般-27 海軍特種被服写真帳　昭和１５．１０．１ 横須賀海軍軍需部研究課

⑧参考-全般-28 世界の海軍　昭和５年３月　大阪毎日新聞　特別附録 大阪毎日新聞

⑧参考-全般-29 関東大震災における軍の救護活動 後藤新八郎

⑧参考-全般-30 闘戦経　全 -

⑧参考-全般-31 戦史抜萃（機関科関係） 隈部編

⑧参考-全般-32 支那の政党　明治４５．３ 海軍軍令部

⑧参考-全般-33 支那に於ける政党結社　明治４５．７ 海軍軍令部

⑧参考-全般-34 共和成立後に於ける支那新旧人物畧歴　大正元年９月 海軍軍令部

⑧参考-全般-35 支那の政党　其の２　大正２．１２ 海軍軍令部

⑧参考-全般-36 支那の政党　其の３　大正３．１ 海軍軍令部

⑧参考-全般-37 西蔵事情　大正３．２ 海軍軍令部

⑧参考-全般-38 支那の研究　大正３．９ 海軍軍令部

⑧参考-全般-39 支那特報号外　支那所見　大正５．３ 海軍軍令部

⑧参考-全般-40 輪船招商局の現状　大正５．９．１５ 海軍軍令部

⑧参考-全般-41 輪船招商局の現状　大正５．９．１５ 海軍軍令部

⑧参考-全般-42
支那特報第８６号附属　支那税関に於ける外国人　大正５．１０．２
４

海軍軍令部

⑧参考-全般-43
支那特報第８６号附属　支那税関に於ける外国人　大正５．１０．２
４

海軍軍令部

⑧参考-全般-44 対支管見一端　大正５．１２．７ 海軍軍令部

⑧参考-全般-45 陜西油田視察報告　大正６．３．６ 海軍軍令部

⑧参考-全般-46 １０月８日事件の発端　（抜書於文芸春秋昭和７年１１月号） 堀田九萬一

⑧参考-全般-47 第２回興亜協力会議議事録　昭和１８．１２．２２ 大政翼賛会興亜総本部

⑧参考-全般-48 戦死報告原稿　其の４　昭和１９．６以降 舞鶴海軍人事部長

⑧参考-全般-49 各部隊行事方案綴　昭和２～８ -

⑧参考-全般-50 御用書留　（１）　明治１０年 伊東史料

⑧参考-全般-51 御用書留　（２）　明治１０年 伊東史料

⑧参考-全般-52 御用書留　（３）　明治１０～１１年 伊東史料

⑧参考-全般-53 御用書留　（４）　明治１２年 伊東史料

⑧参考-全般-54 海軍軍事講演参考資料　（第１輯）　昭和１７．４ 海軍省軍務局第４課
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⑧参考-全般-55 最近の支那視察余談　大正１５年５月 海大教官機関中佐　葛良修談

⑧参考-全般-56 内海水道航行規則略解 運用術練習艦

⑧参考-全般-57
海軍観音寺航空隊に散布された海軍航空隊　米軍の宣伝ビラ　昭
和２０年８月

-

⑧参考-全般-58
香港作戦時日本軍が英軍及び英領住民向けに散布した伝單（ビ
ラ）

-

⑧参考-全般-59 海軍被服地解説　（海軍被服地見本）　付　昭和９年 海軍省軍需局　海軍文庫

⑧参考-全般-60 海軍被服地解説　昭和９年 海軍省軍需局　海軍文庫

⑧参考-全般-61 海の護り　昭和１５年点呼参会者の為に 海軍省人事局

⑧参考-全般-62 食後の一言　大正１３年１１月 横須賀海軍人事局

⑧参考-全般-63 食後の一言　続　大正１４年８月 横須賀海軍人事局

⑧参考-全般-64 海軍一般　昭和３年 横須賀海軍人事部

⑧参考-全般-65
講演録　・国防の本義と軍縮問題　・時局と国防　・軍縮会議の重
要性と我が帝国の主張　昭和１０年

横須賀海軍人事部

⑧参考-全般-66
海軍軍事普及部パンフレット　・英米は何故に我均等兵力の主張
に反対するか　・海軍航空の概要　昭和１０年

海軍省海軍軍事普及部

⑧参考-全般-67 帝国議会に於ける我海軍　昭和７年 -

⑧参考-全般-68 海軍関係特殊記録綴　昭和１０年～２０年 海軍省人事局　軍務局

⑧参考-全般-69 大光澤豪華原色版　上海の近代美　（絵葉書） -

⑧参考-全般-70 河本孟七郎　関係資料 -

⑧参考-全般-72 大東亜戦争海軍関係記事摘録 徳川造船少将

⑧参考-法務-1
昭和３７年度警務研究資料　海難事件の刑事法的処理に関する
一考察

海上自衛隊　警務隊本部

⑧参考-法務-2 海軍刑法　（分隊士参考書） -

⑧参考-法務-3 軍艦例規　（第１艦隊法令別冊） -

⑧参考-法務-5 海軍予備員関係法令　昭和１４年１０月 海軍省人事局

⑧参考-法務-6 自動車取締内規　昭和１９年 第２河和　海軍航空隊

⑧参考-法務-7 館山海軍航空隊　自動車取締保安内規 -

⑧参考-法務-8
大東亜戦争中特に発布せられたる兵器の供給整理に関する法規
類集　昭和１８年５月

海軍航空本部

⑧参考-法務-9 機密中部太平洋方面艦隊法令綴　昭和１９年４月１３日 第２１４設営隊

⑧参考-法務-11 刑法質疑回答綴　明治４０年～昭和１４年 海軍省法務局

⑧参考-法務-12
陸海軍刑法改正案　共同調査会議事要録　第１編総則の部　明
治４０年

海軍省法務局

⑧参考-法務-13 海軍懲罰令　質疑回答綴　明治４１年～昭和１４年 海軍省法務局

⑧参考-法務-14 諸法令　質疑回答綴　大正１０年～昭和１４年 海軍省法務局

⑧参考-法務-15 恩赦関係書類　大正元年～３年 -

⑧参考-法務-16 刑務所関係　昭和１２．１３年度 海軍省法務局

⑧参考-法務-17 海軍司法職員武官制化関係　昭和１５年 海軍省法務局

⑧参考-法務-18 法務官試補採用関係　昭和１６年 -

⑧参考-法務-19 海軍軍法会議法関係　昭和１７年１月 海軍省法務局

⑧参考-法務-20 法務科士官制度関係　（勅令．其の他）　昭和１７年３月 海軍省法務局

⑧参考-法務-21 海軍懲罰令中改正関係綴 -
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⑧参考-法務-22 海軍懲罰令改正委員会議事録 -

⑧参考-法務-23 文官普通懲戒委員書類 -

⑧参考-法務-24 海軍刑法　質疑回答綴　明治４０年～昭和１４年 海軍省法務局

⑧参考-法務-25 海軍刑法会議　質疑回答　大正１０年～昭和１４年 海軍省法務局

⑧参考-法務-27
治罪法軍法会議法例規参考書　明治２２年７月１６日　昭和１９年
７月２９日

呉鎮守府軍法会議

⑧参考-法務-28 国際問題研究資料（其の１）　昭和２９年８月３１日 陸上幕僚監部監理部

⑧参考-法務-29 国際問題研究資料（其の２）　昭和２９年１１月 陸上幕僚監部監理部

⑧参考-法務-30 国際問題研究資料（其の３）　昭和２９年１１月 陸上幕僚監部監理部

⑧参考-法務-31 国際問題研究資料（其の４）　昭和２９年１１月 陸上幕僚監部監理部

⑧参考-法務-32 国際問題研究資料（其の５）　昭和２９年１１月 陸上幕僚監部監理部

⑧参考-法務-33 国際問題研究資料（其の６）　昭和２９年１１月 陸上幕僚監部監理部

⑧参考-法務-34 国際問題研究資料（其の７）　昭和２９年１１月 陸上僚監部監理部

⑧参考-法務-35 国際問題研究資料（其の８）　昭和３０年５月 陸上僚監部監理部

⑧参考-法務-36 極東軍事裁判弁護資料雑件綴 榎本重治

⑧参考-法務-37 極東軍事裁判支那事変証言記録綴　昭和２２年５月 榎本重治

⑧参考-法務-38 豊田元大将事件判決　昭和２４年９月６日 -

⑧参考-法務-39 東條英機最終弁論
弁護士　ジー．エフ．ブルエット・
清瀬一郎

⑧参考-法務-40 法令．雑綴 -

⑧参考-法務-41 刑法質疑回答　昭和１４年４月２０日～昭和２０年２月２日 海軍省法務局

⑧参考-法務-42
海軍艦船艤装規程　第１号　第２号　大正１０年６月２１日　大正１
１年２月

海軍長崎駐在官

⑧参考-法務-43 内規　昭和１０．７ -

⑧参考-法務-44 戦時国際法規綱要　附表　昭１２．５ 海軍大臣官房

⑧参考-法務-45 令達 水交社

⑧参考-法務-46 海軍禮時令　昭和３．３．２８　改正 -

⑧参考-法務-47 海軍服装令　昭和３．１０．２６改正 -

⑧参考-法務-48 二河川丸生徒練習用内規及部署 -

⑧参考-法務-49 戦時法規準備研究委員会に関する報告　大正１１年 -

⑧参考-法務-50 海軍銃隊操式 -

⑧参考-法務-51
海軍禮式令、旗章令、禮砲令合本　附　海軍訪問規則　大正３．
３．１

軍港堂発行

⑧参考-法務-52 海軍共済組合規則施行細則　昭和２０年 海軍共済組合

⑧参考-法務-53 第３海軍火薬廠　工事費整理規則施行細則 -

⑧参考-法務-54 第４艦隊法令綴 -

⑧参考-法務-55 執務参考書　昭和１７．５．１ -

⑧参考-法務-56 機密連合艦隊法令　昭和１７．１１．３０～１８．１．２０ -

⑧参考-法務-57 郵便物取扱に関する例規附　有線電報取扱に関する件 -

⑧参考-法務-58 海軍施設工務規則 海軍技師　兒玉温
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⑧参考-法務-59 微用関係類集（２）（追加之部）　昭和１７．９ 海軍省兵備局

⑧参考-法務-60 明治１年海軍旗章 -

⑧参考-法務-61 艦船弾薬庫鎖鑰並取締規程　（他各種標準表等）　大正～昭和 -

⑧参考-法務-62 海軍服制 海軍省軍務局

⑧参考-法務-63 海上衝突予防法図説 鹿児島政雄

⑧参考-法務-64
海軍刑法並　海軍軍法会議法に関する会同決議　質疑回答類集
明治３５～昭和６年

厚生省援護局業務第２課

⑧参考-法務-65 戒厳令施行に関する参考資料　昭和１５．１２ 海軍省法務局

⑧参考-法務-66 勅令請議控綴　昭和２０年 厚生省援護局業務第２課

⑧参考-法務-67 軍艦例規　第１艦隊法令別冊　昭和６．９．１　第６回改版 第１艦隊

⑧参考-法務-68 自動車関係諸法規　昭和１６．４ 第１１連合航空隊司令部

⑧参考-法務-69 海軍　礼式令　旗章令　礼砲令　服装令 -

⑧参考-法務-70 海軍　礼式令　旗章令　礼砲令　服装令 -

⑧参考-法務-71 捕獲審検所に関する件　１／７　昭和１７年度 -

⑧参考-法務-72 捕獲審検所に関する件　２／７　昭和１８年度 -

⑧参考-法務-73 捕獲審検所に関する件　３／７　昭和１８年度 -

⑧参考-法務-74 捕獲審検所に関する件　４／７　昭和１８年度 -

⑧参考-法務-75 捕獲審検所に関する件　５／７　昭和１８年度 -

⑧参考-法務-76 捕獲審検所に関する件　６／７　昭和１９年度 -

⑧参考-法務-77 捕獲審検所に関する件　７／７　昭和２０年度 -

⑧参考-法務-78
舞鶴鎮守府海軍司法警察官　職務執行者捜査処分手続　昭和１
７．１０

ボルネオ海軍特別警察隊

⑧参考-法務-79 法規分類大全　第２編　巻６ -

⑧参考-法務-80 海軍武官服制　并　旗章　明治６．１１．１４　改定 -

⑧参考-法務-81 海軍武官服制　并　旗章　明治６．１１．１４　改定 -

⑧参考-法務-82 海軍治罪法取扱書式 海軍兵学校

⑧参考-法務-83 海軍武官服制　明治６．１１．１４　改訂 -

⑧参考-法務-84 海軍服制 -

⑧参考-法務-84_2 海軍服制 -

⑧参考-法務-85 海軍服制 -

⑧参考-法務-85_2 海軍服制 -

⑧参考-法務-86 濱口首相狙撃事件判決書並に佐郷屋留雄特別弁護申請書写 -

⑧参考-法務-87 海上衝突予防法原文 運用術練習艦

⑧参考-法務-88 海軍刑法、海軍刑法施行法 -

⑧参考-法務-89 東海鎮守府　回達録　明治９～１２年 -

⑧参考-法務-90 常備艦隊例規　完　明治３１年４月１日 -

⑧参考-法務-91 海軍服制　昭和７年４月１日調製 海軍省軍務局

⑧参考-法務-92 海軍服制　昭和７年４月１日調製 海軍省軍務局



令和５年４月４日

⑧参考-法務-93 軍用資源秘密保護法説明資料　昭和１４年 -

⑧参考-法務-94
海軍工場関係規則類　１．海軍工作庁工事費整理規則　２．海軍
工務規則　別冊　その他

-

⑧参考-法務-95 水路測令　全　明治１４年４月 海軍水路局

⑧参考-法務-96 海軍刑法　明治１４年１２月２８日 -

⑧参考-法務-97
軍港要港規則　各軍港各要港細則　軍港要港規則英文訳及同仏
文訳　明治２３年

海軍省

⑧参考-法務-98 ６版　常備艦隊司令長官達摘録　完　明治２８年６月 常備艦隊幕僚

⑧参考-法務-99 海軍　服制　附　服装　徽章　明治４２年７月１５日 海軍省軍務局

⑧参考-法務-100 海軍　服制　附　服装　徽章　大正５年３月１５日 海軍省軍務局

⑧参考-法務-101 万国戦時公法　陸戦條規　全　明治２７年 有賀長雄　編集　陸軍大学校

⑧参考-法務-102 日清戦役国際法諭　明治２９年
有賀長雄　原著並訳述　陸軍大
学校

⑧参考-法務-103 戦時関係現行諸條約及外国捕獲規程 海軍大臣官房

⑧参考-法務-104 陸軍将校用　国際公法提要　明治３３年 辻治太郎訳　陸軍大学校

⑧参考-法務-105
陸軍治罪法　海軍治罪法　改正案共同調査委員会議事録　第１
回～第３３回　大正３年１２月７日～大正５年２月２９日

-

⑧参考-法務-106
陸軍治罪法　海軍治罪法　改正案共同調査委員会議事録　第３４
回～第６６回　大正５年３月７日～大正６年２月１３日

-

⑧参考-法務-107
陸軍治罪法　海軍治罪法　改正案共同調査委員会議事録　第６７
回～第９９回　大正６年２月２０日～大正８年７月１４日

-

⑧参考-法務-108 戦時国際公法　大正１４年度　東大講議 立博士述

⑧参考-法務-109 戦時　国際法規綱要附表　昭和１２年５月 海軍大臣官房

⑧参考-法務-110 明治１３年　海軍艦隊通則 東海鎮守府

⑧参考-法務-111
海軍軍医科士官　医務取扱規程　附録様式　昭和１８年９月２７日
達第２３２号　別冊１

-

⑧参考-法務-112 英国軍艦刑法　小幡甚三郎　訳述　明治２年 -

⑧参考-法務-113 豊田副武口供書 -

⑧参考-法務-114 豊田副武口供書　（英文） -

⑧参考-法務-115
豊田副武海軍大将　弁護側最終弁論　其１　（英文）　昭和２４年８
月９日～１６日

豊田副武　大将弁護団

⑧参考-法務-116
豊田副武海軍大将　弁護側最終弁論　其２　（英文）　昭和２４年８
月９日～１６日

豊田副武　大将弁護団

⑧参考-法務-117 豊田副武海軍大将に対する判決文
総司令部　戦争犯罪軍事裁判
所

⑧参考-法務-118 豊田副武海軍大将　極東軍事裁判関係資料　（英文） 弁護団

⑧参考-法務-119 豊田副武海軍大将　極東軍事裁判関係資料　（英文） 弁護団

⑧参考-法務-120 第１１連合航空隊教務規程 鹿島海軍航空隊教務副官部

⑧参考-法務-121 大津分遣隊飛行内規(案） 鹿島海軍航空隊

⑧参考-法務-122 滑空内規案 大津海軍航空隊

⑧参考-法務-123 大津海軍航空隊飛行内規 大津海軍航空隊

⑧参考-法務-124 極東国際軍事法廷関連・萱島ノート 萱島浩一

⑧参考-法務-125 I〟CASE比島関係　マニラ東方海軍防衛部隊" 萱島浩一

⑧参考-法務-126 I〟CASE嘆願書控" 萱島浩一

⑧参考-法務-127 極東国際軍事法廷陳述(豊田ケース） 萱島浩一

⑧参考-法務-128 マニラ戦参考　ＧＨＱ戦史課関係 萱島浩一



令和５年４月４日

⑧参考-法務-130 職員仮履歴綴　第１南遣艦隊軍法会議 第１南遣艦隊軍法会議

⑧参考-法務-131 仮履歴票　第百一海軍刑務所 昭南第１０１海軍刑務所

⑧参考-法務-132 法務見習士官教育受講ノート　海軍法務見習士官　高木文雄 海軍法務見習士官　高木文雄

⑧参考-法務-133 法務関係法令受講ノート　海軍法務中尉　高木文雄 海軍法務中尉　高木文雄

⑧参考-法務-134 レンバン島軍法会議建設要綱 第１南遣艦隊軍法会議

⑧参考-法務-135 プラカンマチ作業隊に於ける軍紀違反事件に関する手記
セレター第３キャンプ　海軍中尉
野津治郎

⑧参考-法務-143 昭和20年10月起　事件関係(附懲罰) 第１南遣艦隊軍法会議

⑧参考-法務-145
終戦時に於ける「シンガポール」より「スマトラ」向集団逃亡事件捜
査概要の件報告

高木文雄海軍法務大尉

⑧参考-法務-153 公訴提起命令等　第１南遣艦隊軍法会議 第１南遣艦隊司令長官

⑧参考-法務-160
恩赦関係　第１南遣艦隊軍法会議　昭和２０年１０月１７日公布（即
日施行）

(第１南遣艦隊)軍法会議（法務
局長等）

⑧参考-法務-161 恩赦関係綴　昭和２1年１1月１７日公布
軍法会議（復員庁第二復員局長
等）

⑧参考-法務-162 日誌　第１南遣艦隊軍法会議　昭和２０年９月１日起 (第１南遣艦隊)軍法会議

⑧参考-法務-163 残務整理関係一件綴　第１南遣艦隊軍法会議 (第１南遣艦隊)軍法会議

⑧参考-法務-164 逃亡者統計関係綴　第１南遣艦隊軍法会議 (第１南遣艦隊)軍法会議

⑧参考-法務-165 私有金関係書類入
第１南遣艦隊軍法会議首席法
務官　小森武介

⑧参考-法務-166 第１南遣艦隊司令部付　法務科司令部員編成名簿 第１南遣艦隊司令部付法務科

⑧参考-法務-168 乗船名簿　ジュロン通過部隊第２０部隊 ジュロン通過部隊第２０部隊

⑧参考-法務-172
参考綴(帰農を志す海軍復員諸士に御願ひ)第１南遣艦隊司令長
官海軍中将　福留繁

海軍中将　福留　繁

⑧参考-法務-173 南方残留同胞残留及引揚の概要　昭和２２年春（８月追補）
南方残留同胞引揚促進全国家
族同盟本部

⑧参考-法務-174 シンガポール・マライ・スマトラ地区行方不明者に関する資料
元第１南遣艦隊司令部付法務
科士官高木文雄

⑧参考-外事-1 米国軍艦「アストリア」来航関係　昭和１４年４月 海軍大臣官房

⑧参考-外事-2 外国軍艦来航関係（仏・伊・米）　昭和９年 海軍省

⑧参考-外事-3 外国人　黒潮会及通信関係員　招待関係　昭和９年 -

⑧参考-外事-4 外国軍艦接待関係　昭和７年 -

⑧参考-外事-5 外国軍艦来航関係　英国支那艦隊　昭和９年 海軍省

⑧参考-外事-6 米国軍艦「ヒューストン」来航関係　昭和８年 海軍省副官

⑧参考-外事-7 英国支那艦隊来航関係　昭和８年 海軍省副官

⑧参考-外事-8 外国人招待関係　（満州国特使）　昭和９年 海軍省副官

⑧参考-外事-9 外国武官関係　昭和１６年．昭和２０年 海軍大臣官房文書課

⑧参考-外事-10
在日泰国大使館附海空武官との往復文書　（其の１）　昭和１７年
４月．昭和２０年２月

海軍省副官

⑧参考-外事-11 外国人叙勲関係　昭和１７年．昭和１８年 -

⑧参考-外事-12
国際連盟規約第１５條　第４項に依る　国際聨盟総会報告書
（案）　昭和８．２

外務省

⑧参考-外事-13
外国人叙勲録目録　（外人が日本勲章をうけたもの）　明治４４以
降

海軍大臣官房記録庫

⑧参考-外事-14 海軍遣独軍事視察団報告　昭和１６
海軍独軍事視察団長　野村直
邦

⑧参考-外事-15 海軍遣独軍事視察団報告　別冊　昭和１６
海軍独軍事視察団長　野村直
邦

⑧参考-外事-16 米国事情ノート　昭和１３～１４ -



令和５年４月４日

⑧参考-外事-17 米国軍事情況　昭和１３～１７ -

⑧参考-外事-18 主要国際日誌　昭和１５．４～６ -

⑧参考-外事-19 英海軍艦艇見取図　其の２　（巡洋艦の部）　昭和１９．４．１５ 軍令部

⑧参考-外事-20 ＲＡＳＰＬＡＴＡ　上巻　中巻　下巻 -

⑧参考-外事-21 独逸軍港視察報告進達　昭和９．５．３０ 独国在勤帝国大使館附武官

⑧参考-外事-22 華府会議後に於ける米国の戦備 -

⑧参考-外事-23 在独海軍事務所内務規則等　昭和１６年 -

⑧参考-外事-24 国際問題資料　（日本）　昭和２１年 海軍大臣官房

⑧参考-外事-25 国際問題資料　（米．英．ソ）　昭和２１年 海軍大臣官房

⑧参考-外事-26 米国艦隊接待次第　明治４１年 米国接待委員

⑧参考-外事-27 英国駐在武官補佐官英国情報告原稿１／３ 海軍少将　澤本　頼雄

⑧参考-外事-28 英国駐在武官補佐官英国情報告原稿２／３ 海軍少将　澤本　頼雄

⑧参考-外事-29 英国駐在武官補佐官英国情報告原稿３／３ 海軍少将　澤本　頼雄

⑧参考-外事-30 海軍組織　昭和２年～５年　稲川史料 -

⑧参考-会議-1 海軍機関学会創立の由来　明治３４年 -

⑧参考-会議-2 会議・委員会　昭和９．１２～１７．５ 海軍省

⑧参考-会議-3 部外・委員会　昭和１６．３～１７．７ 海軍省

⑧参考-会議-4 対陸軍関係　昭和１５．９～２０．２ -

⑧参考-会議-5 法務長会議関係　（１／２） -

⑧参考-会議-6 法務長会議関係　（２／２） -

⑧参考-会議-7 海軍軍法会議法抜萃 -

⑧参考-会議-8 第９回御前会議関係　綴 -

⑧参考-感状-1 明治３７．３８年戦役　感状写 財団法人　三笠保存会

⑧参考-感状-2 明治３７．３８年戦役　感状写 財団法人　三笠保存会

⑧参考-感状-3 明治３７．３８年日露戦争に於ける海軍感状写 財団法人　三笠保存会

⑧参考-感状-4 明治３７．３８年日露戦争に於ける海軍感状写 財団法人　三笠保存会

⑧参考-感状-5 感状．賞詞．表彰状輯録　（海軍の部）　大正３～昭和９ -

⑧参考-感状-6 感状一覧表　昭和１６～２０ -

⑧参考-感状-7
感状．賞詞．表彰状輯録　（海軍の部）　日露戦争．支那事変．大
東亜戦争

-

⑧参考-感状-8 感状．賞詞．表彰状輯録　（海軍の部）　大東亜戦争 -

⑧参考-感状-9 大東亜戦争　感状 -

⑧参考-感状-10 連合艦隊関係感状　（写）　昭和１７．３～１８．１１ 第二復員局

⑧参考-感状-11 連合艦隊関係感状　（写）　昭和１９．３～２０．５ 第二復員局

⑧参考-感状-12 感状（電）　綴　昭和２０ 海軍航空隊等

⑧参考-感状-13 横須賀鎮守府特別陸戦隊に対する感状　昭和１７．５
連合艦隊司令長官　山本五十
六

⑧参考-感状-14
第３０２海軍航空隊大村派遣隊夜間戦斗機に対する感状　昭和１
９．１０

佐世保鎮守府司令長官　小松
輝久



令和５年４月４日

⑧参考-感状-15
森海軍大佐の指揮せし揚子江部隊前衛隊に対する感状　昭和１
３．７．２７

支那方面艦隊司令長官　及川
古志郎

⑧参考-感状-16 感状授与関係　綴　昭和１３．６～１８．１．４ 軍務局長　連合艦隊司令長官

⑧参考-感状-17
感状　１．大川内海軍少将の指揮せし陸戦部隊　２．竹下海軍少
佐の指揮せし上陸掩護隊　昭和１２年

第３艦隊司令長官　長谷川清

⑧参考-人事-1 退官退職解嘱関係　綴　昭和１５年～１８年
海軍航空技術廠　総務部職員
人事係

⑧参考-人事-2_2 兵曹長　松永栄太郎の経歴標　（複製物） -

⑧参考-人事-3 人事関係（兵員轉勤）　綴　昭和２０年８月１４日 横須賀海軍人事部長

⑧参考-人事-4 人事書類　綴　昭和２０年１０月９日 呉海軍人事部

⑧参考-人事-5 人事関係　綴 -

⑧参考-人事-6 人事関係　綴　昭和２０年１月１０日 -

⑧参考-人事-7 人事関係書類 第８艦隊　等

⑧参考-人事-8 １５３空昇任個命　綴 -

⑧参考-人事-9 軍艦長門．人事関係　綴　昭和２０年 -

⑧参考-人事-10 人事関係機密　綴　昭和１１年９月～ 第１１航空隊

⑧参考-人事-11 戦時死亡者人事取扱事務参考　昭和１８年９月 第８艦隊副官

⑧参考-人事-12 人事関係通達　綴　昭和２０年 長野地方海軍人事部

⑧参考-人事-13 執務便覧　大正７年６月 -

⑧参考-人事-14 人事関係　綴　昭和１８年 海軍航空技術廠

⑧参考-人事-15 海軍戦時召集猶予関係　綴　昭和１２年～１４年 -

⑧参考-人事-16 文官　武官　進級増俸関係　綴　昭和１７年度．昭和１８年度 海軍航空技術廠

⑧参考-人事-17 文官進級増俸関係　綴　昭和１９年度 海軍航空技術廠　職員人事係

⑧参考-人事-18
人事関係通達　綴　自昭和１９年４月４日　至昭和２０年１０月１９
日

第６４警備隊

⑧参考-人事-19 人事関係　綴　自昭和９年　至昭和１３年 館山海軍航空隊主計科

⑧参考-人事-21 考課表進達　名簿　昭和１９年１月５日～昭和２０年１月２５日 海軍航空技術廠

⑧参考-人事-22 軍人傷痍記章引換願　昭和１３年 呉鎮

⑧参考-人事-23 沖縄県出身者調査表 -

⑧参考-人事-24 人事関係通達　綴　昭和１９年度 第９５防空隊

⑧参考-人事-25 身上一般関係　綴　昭和１８年度 海軍航空技術廠

⑧参考-人事-26 補職命課服務　綴　昭和１９年度 海軍航空技術廠

⑧参考-人事-28 人事関係資料　綴 軍艦　長門

⑧参考-人事-29 位勲執務便覧　昭和１４年１２月 舞鶴海軍人事部

⑧参考-人事-30
海軍兵学校　機関学校　経理学校　軍医学校　選修学生書類　大
正９年

海軍大臣官房

⑧参考-人事-31 人事取扱上に関する注意．希望　事項（その２）　昭和９年１月 軍艦　長門

⑧参考-人事-32 愛宕級機関科定員に関する意見　昭和６年１月１５日 愛宕艤装員

⑧参考-人事-33
海軍徴兵　志願兵徴募摘要　附　大正１４年海兵機経校　統計一
覧　自．大正９年～至．大正１１年

-

⑧参考-人事-34 生徒　練習生　採用試験問題　大正１０年以降 -

⑧参考-人事-35 各種練習生採用試験問題綴　（海兵生徒学生を含む） -
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⑧参考-人事-36 大東亜戦争中戦歿者等身上取扱規則制定関係　昭和１８年 海軍省人事局

⑧参考-人事-37 件名簿　昭和１９年１１月１日 第６４警備隊

⑧参考-人事-38 例規　綴　１ 呉海軍人事部　戦歿者係

⑧参考-人事-39 例規　綴　２ 呉海軍人事部　呉地方復員局

⑧参考-人事-40 家族説明資料　昭和２２年４月～昭和２３年１０月 呉海軍人事部　戦歿係

⑧参考-人事-41 第７期選修学生分隊事務教案　昭和２年 -

⑧参考-人事-42 考課表記註例　（大正年間） -

⑧参考-人事-43 人事関係例規　綴　明治３４年７月以降 呉地方復員部

⑧参考-人事-44 航空殉職者叙勲関係　昭和６年以降　昭和１５年１０月１８日 海軍省人事局第２課

⑧参考-人事-45 昭和１０年大演習中事故亡失　勲章関係　昭和１０年１１月２９日 海軍省人事局

⑧参考-人事-46
東京駅助役に年末慰労金贈与の件　昭和１０年１２月１２日～昭
和１５年１２月１１日

海軍省人事局

⑧参考-人事-47 金鵄勲章制度改正案関係　昭和１６年１２月８日 海軍省人事局

⑧参考-人事-48 大東亜戦役行賞関係　昭和１７年１月７日 海軍省人事局

⑧参考-人事-49 叙勲に関する件　昭和１７年３月３０日 高松宮　宣仁親王

⑧参考-人事-50 海軍功績調査関係例規類　大正３年１１月１１日～昭和１３年３月 海軍省人事局

⑧参考-人事-51 賞賜内規　昭和６年１０月３日～昭和８年６月１０日 海軍省人事局

⑧参考-人事-52 死没者行賞具申関係　昭和７年８月２５日～昭和８年２月２５日 海軍省人事局

⑧参考-人事-53 一般行賞令達仰裁　等　昭和７年１０月３日～昭和８年４月１５日 海軍省人事局

⑧参考-人事-54
賞賜物件伝達等の取扱　昭和１４年１月２１日～昭和１７年１月１
日

海軍省人事局

⑧参考-人事-55 海軍葬儀関係　大正７年２月５日～昭和１８年１１月２０日 海軍省人事局

⑧参考-人事-56 国葬に関する前例　昭和１５年１１月２０日 海軍省人事局

⑧参考-人事-57 第１１根拠地隊告示　綴　昭和２０年度 第１１根拠地隊司令部

⑧参考-人事-58 第１１根拠地隊命令抜萃綴　昭和２０年度 第１１根拠地隊司令部

⑧参考-人事-59 第１１特別根拠地隊通達綴　昭和２０年度 第１１根拠地隊司令部

⑧参考-人事-60 第１１根拠地隊司令部通達綴　昭和２０．５．１～昭和２１．５．４ 第１１根拠地隊司令部

⑧参考-人事-61 終戦時解員関係綴　昭和２０年８月２２日～昭和２１年１０月４日 佐復

⑧参考-人事-62
大東亜戦争忠霊搭建設関係綴　昭和１６．６．２０～昭和１８．３．１
９

海軍省

⑧参考-人事-63 合同葬儀弔慰関係　昭和１６．８．２１～昭和１７．７．１ 海軍省

⑧参考-人事-64
支那事変記念章　大東亜戦争従軍記章に関する打合せ関係　昭
和１７．７．２９～昭和１７．１０．２７

海軍功績調査部

⑧参考-人事-65 勲章記章亡失の処置関係　昭和１７．８．１９～昭和１８．６．２４ 海軍省人事局第２課

⑧参考-人事-66 傷痍記章関係法規　大正１２．４．６～昭和１９．５．１７ -

⑧参考-人事-67 表彰委員会関係　昭和６．１．２７～昭和１７．１２．１７ 海軍省人事局

⑧参考-人事-68 叙位．叙勲．論功行賞．感状　昭和７．２．５～昭和１４．４．２８ 海軍大臣官房

⑧参考-人事-69 身上異動通知　綴　昭和１９年～２０年 第６４警備隊

⑧参考-人事-70 昭和１６．１２．１３　昭和１８．７．１　顕彰碑及び合祀関係綴 海軍省人事局第２課

⑧参考-人事-71 帝国海軍の人事制度及び人事行政に関する考察 末国正雄
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⑧参考-人事-71_2 帝国海軍の人事制度及び人事行政に関する考察 末国正雄

⑧参考-人事-72 功績調査関係史料 -

⑧参考-人事-73 人事（搭乗員）関係史料 -

⑧参考-人事-74 人事局長　申継覚　等 海軍省人事局長

⑧参考-人事-75 人事関係　綴 -

⑧参考-人事-76 海軍省人事局　綴 -

⑧参考-人事-77 人事　綴 人事局長

⑧参考-人事-78 人事関係　綴 海軍省人事局長

⑧参考-人事-79 人事（搭乗員）関係史料 -

⑧参考-人事-80 刑務所長会議関係 -

⑧参考-人事-81 褒賞　綴 -

⑧参考-人事-82 人事局史料 -

⑧参考-人事-83 弔慰　綴 -

⑧参考-人事-84 褒章 -

⑧参考-人事-85 人事講話要領　大正１１．２
横須賀海軍人事部部員　松山
海軍中佐

⑧参考-人事-86 諸礼式と服装並に　勲章佩用一覧 呉鎮守府副官

⑧参考-人事-87 位勲執務便覧　昭和１６．２ 呉海軍人事部

⑧参考-人事-88 （ダバオ基地）　昇任発令簿綴 -

⑧参考-人事-90 海軍臨時適性検査　研究部情報綴　大正１１．６ 海軍大臣官房記録庫

⑧参考-人事-91 海軍の進歩　点呼参会者の為に　昭和５ 海軍省人事局

⑧参考-人事-92
人秘　綴　（海軍経理学校第４７期　普通科経理術練習生　外）
昭和５年

-

⑧参考-人事-93 白金海軍墓地埋葬者墓籍索引　昭和７．２．１ 海軍大臣官房

⑧参考-人事-94 白金海軍墓地埋葬者墓籍索引　昭和７．２．１ 海軍大臣官房

⑧参考-人事-95 考課表 -

⑧参考-人事-96 海軍在郷軍人須知　（下士官兵の部）　昭和１５．４改正
海軍省人事局　帝国在郷軍人
会本部

⑧参考-人事-97 位勲事務参考　昭和１６．１０ 横須賀海軍人事部

⑧参考-人事-98 艦船恩給年叙勲年　加算始終期調　昭和１６．１２～１７．１２ 海軍省軍事局　人事局

⑧参考-人事-99 庶務参考資料　其の１　昭和１７．２ 第８艦隊

⑧参考-人事-100 支那方面艦隊　告示　綴　昭和１６～１７年度 軍艦　安宅

⑧参考-人事-101 人事関係通達　綴　昭和１８ -

⑧参考-人事-102 転官士官関係　綴　昭和１８年度 海軍省総務部　職員人事係

⑧参考-人事-103
掌電信兵、掌機雷（水測）兵、飛行兵、工作兵、軍楽兵　志願者一
般適性検査実施要領書

海軍省教育局

⑧参考-人事-104 人事書類　綴　昭和１８年度 -

⑧参考-人事-105 殊勲者の布告に関する件申進　昭和１８．１．４ 連合艦隊参謀長

⑧参考-人事-106 技倆調査　考課表関係　綴　昭和１８．１．１２ 海軍航空技術廠長

⑧参考-人事-107 海軍下士官　兵考課表記註要領　昭和１８．５．１５ -



令和５年４月４日

⑧参考-人事-108 人事関係　綴 第７５２海軍航空隊

⑧参考-人事-109 位勲事務参考　昭和１８．７ 横須賀海軍人事部

⑧参考-人事-110
庶務残務整理関係　綴　（下士官兵身上異動通知等）　昭和１９．
２．１～

第５３１海軍航空隊

⑧参考-人事-111 書類　綴　庶務関係　昭和１９．３ 南東空廠業務課

⑧参考-人事-112 身上調書　昭和１９．８ 菲島空レガスビー派遣隊

⑧参考-人事-113 身上調書　（其の１）　昭和１９．９ 第２２分隊

⑧参考-人事-114 軍属船員履歴　昭和２０ 釜山在勤海軍武官

⑧参考-人事-115 功績関係資料　（個人）　昭和２０．３．１ -

⑧参考-人事-116 定期考課表　昭和２０．７．５ 鎮海海軍施設部長

⑧参考-人事-117
鎮海海軍施設部長より　海軍施設本部総務部長あて　定期考課
表　昭和２０

-

⑧参考-人事-118 軍属関係　綴 第６４警備隊

⑧参考-人事-119 井上隊身上調書 井上隊

⑧参考-人事-120 日本の勲章図 -

⑧参考-人事-121 功績整理簿 第６４警備隊

⑧参考-人事-122 各種練習生　銓衡内規　昭和１９ 軍艦長門機関科

⑧参考-人事-123 馬門山海軍墓地について　昭３１．３　作成 横須賀海軍復員部

⑧参考-人事-125 選抜表　所見表練習生人秘綴　昭和１４年度 第十八分隊

⑧参考-人事-126 長門１８分隊　人秘練習生関係綴　昭和１４年度以降 長門第十八分隊

⑧参考-人事-127 長門１８分隊、第１５分隊　人秘控　昭和１５年度以降 第十八分隊　第十五分隊

⑧参考-人事-128 恩給関係書類　昭和２０ 第１０４空廠ウォッチュ分工場

⑧参考-人事-130 第１３警備隊戦歴調書 -

⑧参考-人事-131 旧軍人転勤発令等雑綴 -

⑧参考-人事-132 人事関係事務打合資料 -

⑧参考-人事-133 特准転勤関係綴 -

⑧参考-人事-134 大東亜戦争（軍属の部）　戦歿者索引（イーラ） 呉地方復員部

⑧参考-人事-135 宮中関係綴 -

⑧参考-人事-136 特准配員その他雑綴 -

⑧参考-人事-137 人秘綴　履歴　大正１５年起 -

⑧参考-人事-138 三将銅像撤去関係　昭和１８．２ 海軍省人事局第２課

⑧参考-人事-139 下士官任用進級者名簿 -

⑧参考-人事-140 戦死者戦死証明書　昭和１７．７．１～１７．１２．３１ 厚生省援護局業務第２課

⑧参考-人事-141 戦歿者戦死証明書　昭和１８．１．１～１８．６．３０ 厚生省援護局業務第２課

⑧参考-人事-142 戦歿者戦死証明書　昭和１８．７．１～１８．１２．３１ 厚生省援護局業務第２課

⑧参考-人事-143
戦歿者資料控　１／２　（呉鎮守府関係）　昭和１９．１．１～１９．
７．３０

厚生省援護局業務第２課

⑧参考-人事-144 対空射撃指揮官外講習員綴　昭和１９ 海軍省人事局第２課

⑧参考-人事-145 宮中儀式関係綴　昭和１８ 海軍省人事局第２課
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⑧参考-人事-146 宮中儀式関係綴　昭和１９ 海軍省人事局第２課

⑧参考-人事-147 宮中儀式関係綴　昭和２０ 海軍省人事局第２課

⑧参考-人事-148 宮中儀式関係綴　昭和２１ 第２復員人事局

⑧参考-人事-149 甲号戦死證明書綴　昭和１９．１．１～１９．７．３１ 厚生省援護局業務第２課

⑧参考-人事-150 死没者関係情報履歴　昭和２０ 呉地方復員部

⑧参考-人事-151 帰還赴任将官　取扱文書綴（各司令官以上）　昭和１７～１９ 海軍省副官

⑧参考-人事-152 特修科学生に関する　文書綴　昭和１８～２０ 海軍大臣他各学校長

⑧参考-人事-153
大東亜戦争定期功績　概見表綴　（個人３名分）　昭和１９．１２．１
～２０．５．３１

-

⑧参考-人事-154 特別幹部練習生関係　人事文書綴　昭和２０ 厚生省援護局業務第２課

⑧参考-人事-155 残務整理簿　（戦病死者名簿） 第６４警備隊

⑧参考-人事-156 旧警関係准以上叙勲履歴 第６４警備隊

⑧参考-人事-157 外国人叙勲人名簿　明治２５年以降 海軍大臣官房記録

⑧参考-人事-158 外国人叙勲書類　巻１　明治４４～大正４ 海軍大臣官房記録

⑧参考-人事-159 外国人叙勲書類　巻２　大正５～大正６ 海軍大臣官房記録

⑧参考-人事-160 外国人叙勲書類　巻３　大正７ 大臣官房記録

⑧参考-人事-161 外国人叙勲書類　巻４　大正８ 大臣官房記録

⑧参考-人事-162 外国人叙勲書類　巻５　大正９ 大臣官房記録

⑧参考-人事-163 外国人叙勲書類　巻６　大正１０～大正１２ 海軍大臣官房記録

⑧参考-人事-164 外国人叙勲関係書類　７　大正１３～大正１５ 海軍大臣官房記録

⑧参考-人事-165 外国人叙勲関係　８　昭和２～昭和５ 海軍省副官

⑧参考-人事-166 外国人叙勲関係　１０　昭和１２～昭和１４ 海軍省副官

⑧参考-人事-167 反乱事件関係綴 -

⑧参考-人事-168 外国人叙勲録 -

⑧参考-人事-169 故海軍中将伊地知彦次郎閣下　追憶記並小年表　昭和１４．８ -

⑧参考-人事-170 戦歿別前例集 -

⑧参考-人事-171 点呼参会者の為に　大正１０年 海軍省人事局

⑧参考-人事-172 点呼参会者の為に　大正１１年 海軍省人事局

⑧参考-人事-173 点呼参会者の為に　大正１２年 海軍省人事局

⑧参考-人事-174 点呼参会者の為に　大正１３年 海軍省人事局

⑧参考-人事-175 点呼参会者の為に　大正１４年 海軍省人事局

⑧参考-人事-176 備忘　綴 島野属

⑧参考-人事-177 長野地方海軍人事部雑綴　昭和２０．８以降 -

⑧参考-人事-178 人事　新聞　通信関係綴　大正５ -

⑧参考-人事-179 海軍　陸軍　最高幹部行賞案　昭和１０．１２．２１ -

⑧参考-人事-180 葬儀師に関する文書史料綴 -

⑧参考-人事-181 海軍主要軍人の履歴 秦郁彦編



令和５年４月４日

⑧参考-人事-182 当直内規等　昭和１０～１６ -

⑧参考-人事-183 海をめざして　昭和１４．１２ 海軍省人事局

⑧参考-人事-184 帝国海軍人事制度概説　昭和４４．９ 末国正雄

⑧参考-人事-185 帝国海軍における海軍予備制度及び召集制度概説　昭和４５．７ 末国正雄

⑧参考-人事-186 軍人養成関係　昭和１７～２０ 海軍省人事局第３課

⑧参考-人事-187 人事関係来歴等記録綴　明治１８年～昭和２０年 海軍省人事局調製

⑧参考-人事-188 大蔵省減俸案　昭和４年１０月１６日 -

⑧参考-人事-190_2 海軍軍医中将　鈴木裕二　辞令書綴 -

⑧参考-人事-191 各鎮守府人事取扱参考資料　昭和１８年 -

⑧参考-人事-192 官位相当表 大島史料

⑧参考-人事-193 海軍省人事局　第１課長申継綴　大正１２年から終戦まで 海軍省人事局第１課長

⑧参考-人事-194 海軍省人事局長申継綴　昭和１７年１１月 海軍省人事局長

⑧参考-人事-195 海軍人事取扱内規綴 -

⑧参考-人事-196 海軍進級会議大臣口達覚　昭和１１年１１月 海軍人事局

⑧参考-人事-197
海軍監督将校に関する書類　（陸軍船舶輸送司令部派遣将校関
係）　昭和１７年１月～２月

-

⑧参考-人事-199 海軍士官人事に関する局長説明　大正１２年～昭和８年 海軍省人事局長

⑧参考-人事-200 海軍人事計画　（少将．大佐及び海兵３６～４７期関係） 海軍人事局

⑧参考-人事-201 侍従武官　東宮武官関係書類　其１　大正２年～昭和１４年 -

⑧参考-人事-206 海軍大臣口達覚綴　大正１２年～昭和９年 海軍省人事局

⑧参考-人事-207 元帥関係史料綴　昭和３年以降 人事局長

⑧参考-人事-208 海軍軍人の解員について　昭和２０年８月２１日 横須賀鎮守府

⑧参考-人事-209 海軍武官等表　卒職名等級表沿革　明治１９年～昭和１８年 海軍人事局第２課

⑧参考-人事-210
三笠掌帆長　境吉次郎関連史資料　元三笠、香取掌帆長海軍兵
曹長境吉次郎叙任、辞令、写真、川崎造船社長園遊会、宮内大臣
宴会招待状等

境吉次郎

⑧参考-人事-211 妊娠より育児まで 舞鶴海軍人事部

⑧参考-人事-212 海軍少将小島謙太郎任官・叙位関連 海軍省等

⑧参考-人事-213 在郷士官参考事項便覧　昭和８年１１月 海軍省人事局

⑧参考-会計-1 臨時軍事費（昭和１９年４月分）　支払證憑書類 軍艦扶桂

⑧参考-会計-2 現金出納簿　（昭和１９年） 軍艦扶桂

⑧参考-会計-3 出納簿　（昭和１９年） （軍艦扶桂）

⑧参考-会計-4 海軍軍人俸給日割表　（昭和１８年４月１日改正） 海軍省経理局

⑧参考-会計-5 海軍軍人俸給日割表　（昭和１８年４月１日改正） 海軍省経理局

⑧参考-会計-6 現金出納簿　日報　昭和１８年 -

⑧参考-会計-7 酒保現金出納簿　（昭和１６～１９年） 第６４警備隊

⑧参考-会計-8 臨時軍事費戦給品領収書綴　昭和２０年 -

⑧参考-会計-9 臨時軍事費支出現況報告　完　明治２７年１２月～２９年８月 大本営海軍大臣副官部

⑧参考-会計-10 海軍火薬廠原簿統計表　大正１１年４月～昭和８年３月 -



令和５年４月４日

⑧参考-会計-11 作業簿記 海軍大薬廠会計部

⑧参考-会計-12 海軍火薬廠作業原簿統計表　昭和８年４月～１７年３月 経理局特別会計

⑧参考-会計-13 海軍燃料廠原簿統計表　大正１１年４～昭和８年３月 -

⑧参考-会計-14 海軍工廠資金増額関係綴 -

⑧参考-会計-15 海軍工廠資金会計所属材料　関係綴 -

⑧参考-会計-16 工廠資金増額関係 -

⑧参考-会計-17 工廠資金日記簿例　（特別会計） -

⑧参考-会計-18 作業簿記　附表 -

⑧参考-会計-19 明治３７．３８年戦役と海軍臨時軍事費 海軍大学校

⑧参考-会計-20 臨時軍事費特別会計始末　昭和１２年７月～２１年２月 -

⑧参考-会計-21 既成艦実費統計表抜萃　昭和２０年１月 呉廠造船部

⑧参考-会計-22 海軍工廠所属材料　関係綴　資金会計　（その１） -

⑧参考-会計-24 特別会計予定計算書各目　明細表 -

⑧参考-会計-25 帝国決算統計　（昭和１７年） -

⑧参考-会計-27 特別会計支出成規　綴 経理局第１課

⑧参考-会計-28 糧食品供給票　第１０３軍需セブ支部　昭和２０年 -

⑧参考-会計-29 糧食品證憑書類　昭和１７年７月 第３１特別根拠地隊

⑧参考-会計-30 給与通牒　綴　昭和１９年 南東方面航空廠

⑧参考-会計-31 軍需品現在額の件　昭和１９年 第４南遺艦隊

⑧参考-会計-32 臨時海軍購買名簿　昭和１７年 海軍省経理局

⑧参考-会計-33 海軍退職賞與取扱手続　昭和１８年 第１航空艦隊

⑧参考-会計-35 ４月分被服物品交付交換證憑類　昭和１８年 軍艦御楯

⑧参考-会計-36 陸上部隊戦斗給養実施標準草案　昭和２０年７月 海軍経理学校本部

⑧参考-会計-37 契約変更に関する件　昭和２０年 艦政本部

⑧参考-会計-38 第６４警備隊分納帳　昭和１９年８月 -

⑧参考-会計-39 第６４警備隊分納帳　昭和１９年８月 -

⑧参考-会計-40 海軍被服物品規格 -

⑧参考-会計-41 調査報告．福監関係　（１）　昭１６年度 -

⑧参考-会計-42 補給参考書　昭和１９年５月２５日 海軍経理学校研究所

⑧参考-会計-43 会計部年報　昭和１４年度 横須賀海軍工廠会計部

⑧参考-会計-44 直接雑費通知票　昭和１８～２０年 第２製造所

⑧参考-会計-45 間接工金通知票　昭和１９年度 -

⑧参考-会計-46 軍事郵便為替振出請求書 -

⑧参考-会計-47 戦役臨時軍事費説明材料　自大正３年　至大正９年 海軍省

⑧参考-会計-48 臨時軍事費決算顛末 海軍省

⑧参考-会計-49
明治２３年度（１８９０年）以降　海軍予算．決算科目別一覧表　昭
和１０年１１月

海軍省



令和５年４月４日

⑧参考-会計-50 海軍省所管臨時軍事費決算書　明治２７．８年 海軍省

⑧参考-会計-51 海軍戦時給与等の取扱要領　昭和１８年９月１日 海軍省

⑧参考-会計-52 海軍内国旅費規則改正要旨　昭和１８年１２月 海軍省

⑧参考-会計-53 海軍内国旅費規則改正要旨　昭和１８年１２月 海軍省

⑧参考-会計-54 海軍内国旅費規則改正要旨　昭和１８年１２月 海軍省

⑧参考-会計-55 海軍戦時特例給与規則　昭和１６年１２月３０日 海軍省

⑧参考-会計-56 海軍戦時特例給与規則　昭和１６年１２月３０日 -

⑧参考-会計-57 対粁鉄道旅客運賃表　昭和１９年４月１日 海軍省

⑧参考-会計-58 各特別会計予算編成関係　綴　昭和１９年度 海軍省

⑧参考-会計-59 海軍省所管　各廠予算関係綴　昭和２０年度 海軍省

⑧参考-会計-60 海軍工廠資金会計法　特例関係　綴　昭和１５年３月１３日 海軍省

⑧参考-会計-61
海軍省所管臨時軍事費　特別会計歳入　歳出科目表　昭和１９年
３月１７日

-

⑧参考-会計-62
特例旅費（昭和１９年官方法経第８８号）　説明　昭和１９年１月３１
日

海軍省

⑧参考-会計-63
海軍省所管歳入歳出科目表　（臨時軍事費特別会計を除く）　昭
和１９年２月２５日

-

⑧参考-会計-64 戦地各地と本邦間旅費概算払定額表　昭和１９年３月１日 海軍省

⑧参考-会計-65 戦地各地と本邦間旅費概算　払定額表　昭和１９年３月１日 海軍省

⑧参考-会計-66 海軍軍人俸給日割表　昭和１８年４月１日　改正 海軍省

⑧参考-会計-67 海軍軍人俸給日割表　昭和９年４月１日　改正 海軍省

⑧参考-会計-68 対粁鉄道旅客運賃表　昭和１７年４月１日 大湊海軍経理部

⑧参考-会計-69 対粁鉄道旅客運賃表　昭和１９年４月１日 海軍省

⑧参考-会計-70 粁程便覧　昭和１６年版 海軍省

⑧参考-会計-71 金銭諸給与参考諸表　昭和１９年１月 横経

⑧参考-会計-72 金銭諸給与参考諸表　昭和１９年１月 横経

⑧参考-会計-73 海軍　軍人　文官　恩給額計算表　昭和１９年３月 海軍省人事局

⑧参考-会計-74 会計関係例規　綴　昭和１８年１０月１５日　昭和２０年６月９日 呉海軍経理部

⑧参考-会計-75 海軍工廠資金原簿統計表　昭和１０年度　昭和１３年度 海軍省

⑧参考-会計-76 特別会計支出成規　綴　明治４３年１０月　昭和８年３月２７日 海軍省

⑧参考-会計-77 海軍工廠資金原簿統計表　昭和７年度　昭和９年度 海軍省

⑧参考-会計-78
各臨時軍事費特別会計　歳入歳出決算関係書類輯録　昭和１６
年３月

-

⑧参考-会計-79 海軍工廠資金原簿統計表　昭和４年度　昭和６年度 海軍省

⑧参考-会計-80 海軍火薬廠原簿統計表　昭和１７年３月　昭和１８年３月 海軍省

⑧参考-会計-81 家族下渡変更通知書　昭和１９年１２月 第１０３海軍病院

⑧参考-会計-83 海軍工廠資金原簿統計表　大正７年３月　大正１２年３月 海軍省

⑧参考-会計-84 海軍工廠資金原簿統計表　昭和１年度　昭和３年度 海軍省

⑧参考-会計-85 会計部第１課施設予算執務便覧　昭和１８年１２月 艦政本部

⑧参考-会計-86 金銭会計例規　昭和２０年１月１９日　昭和２０年１０月２５日 呉海軍経理部



令和５年４月４日

⑧参考-会計-87 撮要綴　昭和２０年１月１９日　昭和２１年６月５日 呉復　会計

⑧参考-会計-88 会計検査関係綴　昭和２１年３月２５日　昭和２１年６月２８日 呉復　経理

⑧参考-会計-89 金銭会計例規　昭和２０年３月２７日　昭和２０年８月８日 呉経

⑧参考-会計-90 金銭関係例規　昭和２０年１２月１日　昭和２２年１月４日 呉復　経理

⑧参考-会計-91 金銭会計撮要　昭和２０年３月１５日　昭和２０年１０月１０日 呉海　経理部

⑧参考-会計-92 海軍省所管一般会計予算表　昭和１２年度　昭和２０年度 -

⑧参考-会計-93 臨時軍事費（海軍関係）予定表　昭和１２～２０年 -

⑧参考-会計-94 臨時軍事費海軍関係予算諸表　昭和１２年　以降 -

⑧参考-会計-95 粁程便覧　昭和１６年版 海軍省経理局

⑧参考-会計-96 監査例規　綴　昭和１９年１月５日　昭和１９年１２月１２日 呉海軍経理部

⑧参考-会計-97 海軍艦政本部関係契約書綴　昭和６年７月　昭和９年６月 海軍省経理局

⑧参考-会計-98 海軍燃料廠作業原簿統計表　昭和８年４月　昭和１７年３月 -

⑧参考-会計-99 海軍航空機用強靱鋼板　契約書 海軍省経理局

⑧参考-会計-100 定則　会計定則　その他　明治４年４～１０月 海軍中将　伊東祐磨　史料

⑧参考-会計-101 物価統制に就て 海軍主計大佐　西野定市

⑧参考-会計-102 海軍省所管歳入歳出科目表　昭和１４年度 -

⑧参考-会計-103
主計会報告総目録　自第１号～至第１４２号　明治４２．４～昭和１
４．１１

-

⑧参考-会計-104 航空被服に関する諸問題　（榊原傳）　食品の貯藏法 （下田國司）

⑧参考-会計-105 海軍軍人俸給日割表　昭和１８．４．１改正 海軍省経理局

⑧参考-会計-106 改訂　金銭会計執務参考書 佐世保鎮守府　眞鍋義隆

⑧参考-会計-107 昭和１８年度　歳入歳出総決算 -

⑧参考-会計-108 昭和１８年度　歳入歳出総決算 -

⑧参考-会計-109
昭和１８年度　第１予備金支出総計算書　特別会計第１予備金支
出総計算書　特別会計予備費支出総計算書

-

⑧参考-会計-110 戦時に於ける軍需品の調達問題 海軍主計大佐　森島種雄

⑧参考-会計-111 藤枝航空基地　要員外食用特別配給申請書 海仁会藤枝支所

⑧参考-会計-112 借用書綴　昭和１８．７以降 龍第１２分隊

⑧参考-会計-113 兵器請求票　綴　昭和１８．８～１９．１ 第７６１海軍航空隊

⑧参考-会計-114 艦隊経費前渡資金　現況報告書　昭和１９．２～２．１ 第６４警備隊給与

⑧参考-会計-115 臨時事件　臨時軍事費決算顛末　大正３ 海軍省経理局

⑧参考-会計-116 大東亜戦役死没者　特別賜金額表　昭和１７ 海軍省

⑧参考-会計-117 既成艦船工事記録　自昭和１７．１２～至昭和２０．８ 第２復員局　残務処理部資料課

⑧参考-会計-118 転免役賜金令並　給与細則 -

⑧参考-会計-119 海軍被服地の原價計算に就て 海軍省軍需局

⑧参考-会計-120 海軍被服地解説 海軍省軍需局

⑧参考-会計-121 海軍衣糧給与法規沿革 海軍省軍需局

⑧参考-会計-122 爆薬部会計事務の概念　昭和１０ 爆薬部会計課
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⑧参考-会計-123 為替振出帳　昭和１７．１２．２３ -

⑧参考-会計-124 航空兵器経理規程　昭和１８．１０．８ 第９０２海軍航空隊

⑧参考-会計-125 金銭諸給与参考諸表　昭和１９．１ 横須賀海軍経理部

⑧参考-会計-126 臨時軍事費歳出　昭和１９．４．２ 軍艦扶桂分仕出納官吏

⑧参考-会計-127 俊鷹丸給料表 -

⑧参考-会計-128 給与関係通達簿 -

⑧参考-会計-129 １月分納帳 第６４警備隊

⑧参考-会計-130 臨時海軍購買名簿　昭和１５ 海軍省経理局

⑧参考-会計-131 臨時軍事費　支払證憑書類　昭和２０．４分 大阪海軍病院

⑧参考-会計-132 海軍工作庁工事費整理規則 海軍艦政本部

⑧参考-会計-133 軍装品関係例規類綴 職員人事係

⑧参考-会計-134 特別会計に就て　大正１５．６ 海軍主計大佐　清沢吉之助

⑧参考-会計-135 研究実験成績報告　請負法の改善　昭和１０．１ 佐世保海軍工廠

⑧参考-会計-136 前渡資金出納計算書　昭和１４年度 在独日本帝国大使館

⑧参考-会計-137 爲替払渡帳　昭和１６．１２～１９．１．２８ -

⑧参考-会計-138 達第２４２号　航空兵器経理規程　昭和１８．１０．８ -

⑧参考-会計-139 綴費関係綴　昭和１８～１９ 第６４警備隊

⑧参考-会計-140 旅費精算證書　昭和１９．４ 第１０３海軍工作部

⑧参考-会計-141 海軍航空機用　作動油契約書 海軍省経理局

⑧参考-会計-142 １月分納帳 第６４警備隊

⑧参考-会計-143 海軍航空機用　亜麻羽布及切込テープ契約書 海軍省経理局

⑧参考-会計-144 海軍航空機用　柔軟鋼索契約書 海軍省経理局

⑧参考-会計-145 標準船に対する　契約事務処理要旨 海軍艦政本部

⑧参考-会計-146 支出證憑類　昭和２０．３分 鎮海海軍経理部

⑧参考-会計-147 戦時所要調達表 横須賀海軍工廠

⑧参考-会計-148 軍事為替目録書　綴　自昭和１８．１１．２３～至１９．１１．２３ 第１３海２派出所

⑧参考-会計-149 給与残務整理関係綴 第５３１海軍航空隊

⑧参考-会計-150 購売．契約綴 -

⑧参考-会計-151 主計長会報摘録綴　昭和１８．６以降 第２６１空給与

⑧参考-会計-152 １番艦隊　月給糧米其外諸品凡価積調　明治４．１１ 艦隊指揮　伊東祐麿

⑧参考-会計-153 俸給表　明治 伊東史料

⑧参考-会計-154 海軍工廠資金原簿統計表　昭和１５年度 海軍省経理局

⑧参考-会計-155 海軍工廠資金原簿総計表総括表（１／２）　昭和１６年度 海軍省経理局

⑧参考-会計-156 海軍工廠資金原簿総計表総括表（２／２）　昭和１６年度 海軍省経理局

⑧参考-会計-157 海軍工廠資金原簿総計表総括表（１／２）　昭和１７年度 海軍省経理局

⑧参考-会計-158 海軍工廠資金原簿統計表総括表（２／２）　昭和１７年度 海軍省経理局
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⑧参考-会計-159 海軍工廠資金原簿統計表総括表（１／２）　昭和１８年度 海軍省経理局

⑧参考-会計-160 海軍工廠資金原簿統計表総括表（２／２）　昭和１８年度 海軍省経理局

⑧参考-会計-161 会計　昭和１８年 -

⑧参考-会計-162 海軍燃料廠作業会計原簿統計表（１／２）　昭和１７年度 経理局

⑧参考-会計-163 海軍燃料廠作業会計原簿統計表（２／２）　昭和１７年度 経理局

⑧参考-会計-164 海軍燃料廠作業会計原簿統計表（１／２）　昭和１８年度 経理局

⑧参考-会計-165 海軍燃料廠作業会計原簿統計表（２／２）　昭和１８年度 経理局

⑧参考-会計-166 海軍燃料廠作業会計原簿統計表（１／２）　昭和１９年度 海軍省経理局

⑧参考-会計-167 海軍燃料廠作業会計原簿統計表（２／２）　昭和１９年度 海軍省経理局

⑧参考-会計-168 海軍火薬廠作業会計原簿統計表　昭和１８年度 経理局

⑧参考-会計-169 海軍火薬廠作業会計原簿統計表　昭和１９年度 海軍省経理局

⑧参考-会計-170 海軍工廠資金会計原簿統計表（１／３）　昭和１９年度 海軍省経理局

⑧参考-会計-171 海軍工廠資金会計原簿統計表（２／３）　昭和１９年度 海軍省経理局

⑧参考-会計-172 海軍工廠資金会計原簿統計表（３／３）　昭和１９年度 海軍省経理局

⑧参考-会計-173 入庫通知訂正書　昭和２０．４～７ -

⑧参考-会計-174 一般会計予算綱要　昭和９年度 -

⑧参考-会計-175 一般会計予算綱要　昭和１０年度 -

⑧参考-会計-176 南方方面主計科業務便覧　昭和１７年９月 海軍省経理局

⑧参考-会計-177 購買物品検査規格 -

⑧参考-会計-178 海軍省所管臨時軍事費　特別会計歳入歳出科目表　昭和１７年 -

⑧参考-会計-179 海軍給与の概要　昭和１９年 陸軍経理学校

⑧参考-会計-180 財政調査第２部　財政制度要綱（案）　昭和１８年１月 海南海軍特務部政務局

⑧参考-会計-181 消粍品仮払出簿 -

⑧参考-会計-182
第６４警備隊　検査書綴　自．昭和１８年１２月３１日　至．昭和２０
年８月

-

⑧参考-会計-183 海軍艦政本部会計部関連資料（１） 海軍省、海軍艦政本部

⑧参考-会計-184 海軍艦政本部会計部関連資料（２） 海軍省、海軍艦政本部

⑧参考-会計-185 海軍艦政本部会計部関連資料（３） 海軍艦政本部、第二復員局

⑧参考-会計-186 予算成立経過簿 海軍艦政本部会計部

⑧参考-医事-1 第２防疫班（ラバウル）の防疫作業記録　其の１ -

⑧参考-医事-2 第２防疫班（ラバウル）の防疫作業記録　其の２ -

⑧参考-医事-3 第２防疫班（ラバウル）の防疫作業記録　其の３ -

⑧参考-医事-4 第２防疫班（ラバウル）の防疫作業記録　其の４ -

⑧参考-医事-5 第２防疫班（ラバウル）の防疫作業記録　其の５ -

⑧参考-医事-6 研究調査成績報告（第１号～２４号）　昭和１９年 海軍々医学校　研究部

⑧参考-医事-7 日本海軍軍医部組織衛生関係綴 -

⑧参考-医事-8 医務、衛生、海軍衛生史実資料 -
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⑧参考-医事-9 衛生関係参考綴　昭和１９年以降 -

⑧参考-医事-10 衛生関係参考綴 -

⑧参考-医事-11 最近に於ける赤痢に関する海軍の研究業績　昭和１６年 -

⑧参考-医事-12 翔鶴医事関係綴　昭和１６年１１月～１７年１０月 -

⑧参考-医事-13 第６６警備隊減食関係綴　昭和１９年１月１５日～２０年１０月１５日 -

⑧参考-医事-14
海軍部隊　東部ニューギニア衛生環境　統計表　昭和１８年１１月
～２０年８月

-

⑧参考-医事-15 南洋群島「ミレ」島に於ける　軍陣医学を主とする戦時報告 -

⑧参考-医事-16 普通科海軍看護術教科書 -

⑧参考-医事-17 高等科海軍看護術教科書　（下巻）　昭和２０年 -

⑧参考-医事-18 治療品　経理規程　（海軍省医務局）　昭和１６年７月 -

⑧参考-医事-19 熱帯下痢（松原軍医大尉） -

⑧参考-医事-20 戦地に於けるマラリヤ防遏作業に関する私見 -

⑧参考-医事-21 海軍衛生兵基礎教育教科書 -

⑧参考-医事-22 海軍衛生勤務法　昭和１６年度 海軍々医学校

⑧参考-医事-23 前線診療指針　昭和１９年 海軍教育局

⑧参考-医事-24 治療品経理規定　昭和１６年７月２８日　改正 海軍省医務局

⑧参考-医事-25 治療品の現地自給に関する調査　昭和２０年６月８日 第１海軍療品廠

⑧参考-医事-26 海軍航空衛生学大意　昭和１８年１０月 海軍軍医少佐　山崎千里

⑧参考-医事-27 海軍処方集　（案） -

⑧参考-医事-28 医務関係 -

⑧参考-医事-29 臨床小兒結核 斉藤良象

⑧参考-医事-30 医事関係資料　脳震盪　脳挫傷　脳圧迫 -

⑧参考-医事-31 熱帯衛生必携　昭和１６年１０月 海軍省教育局

⑧参考-医事-32 熱帯衛生必携　昭和１６年１０月 海軍省教育局

⑧参考-医事-33 集団防毒施設の衛生学的研究　昭和１６年１０月１０日 海軍省教育局

⑧参考-医事-34 新兵保健対策　昭和１６年１２月２５日 海軍省教育局

⑧参考-医事-35 医事関係書類　綴　昭和１７年２月５日～昭和１７年１１月１４日 -

⑧参考-医事-36 海軍軍医会　会則　昭和１７年１２月 -

⑧参考-医事-37 医務参考書　昭和１８年５月１６日 呉海軍病院　練習部

⑧参考-医事-38 化学兵器傷病論　昭和１８年６月３０日 海軍省教育局

⑧参考-医事-39 患者月報　昭和１９年７月～昭和１９年１０月 特務艦　知床　他

⑧参考-医事-40 患者月報　昭和１９年９月 第１０１海軍病院入院

⑧参考-医事-41
食料品及乾燥食品中に於ける急性細菌性食品中毒菌の生存期
間　昭和１３年１０月３１日

海軍省教育局

⑧参考-医事-42
印度支那軍隊内に於ける衛生状態及び医療活動　昭和１６年１月
２５日

日本印度支那協会

⑧参考-医事-43
長江警備砲艦乗員の健康保持並に増進について　昭和１６年１２
月２５日

海軍省教育局

⑧参考-医事-44 医事関係現状報告　昭和１８年１１月 佐世保第６特別陸戦隊医務室
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⑧参考-医事-45 患者日誌　昭和１９年１１月 第２２１空医務室

⑧参考-医事-46 疏明文書　１２編　昭和１８年９月２９日 西浦綱一

⑧参考-医事-47 若き軍医たち　原爆戦記　昭和２０．８．９ 長崎県大村海軍病院

⑧参考-医事-48 簡易熱帯衛生必携　昭和１６年９月 海軍省教育局

⑧参考-医事-49 海軍看護教科書 海軍教育本部

⑧参考-医事-50 海軍看護術教科書（普通科）　昭和１５ 海軍省教育局

⑧参考-医事-51 特設連合特別陸戦隊　医務隊員須知事項　昭和１６年１０月１０日 海軍省教育局

⑧参考-医事-52 海軍４等兵衛生参考書　昭和１７．８ 海軍省教育局

⑧参考-医事-53 海軍軍医科士官医務　取扱規程　昭和１８．９ 第５海軍建設部

⑧参考-医事-54 海軍軍医科士官服務規則　大正１４年達１５０号別冊 -

⑧参考-医事-55 虱類の研究資料　１／２ -

⑧参考-医事-56 虱類の研究資料　２／２ -

⑧参考-医事-57 前線診療指針　昭和１９．９．１５ 海軍省教育局

⑧参考-医事-58 海軍軍医会会報　大正９．１１～１０．１０ -

⑧参考-医事-59 海軍軍医会雑誌　第３１巻上　昭和１７年 海軍軍医学校

⑧参考-医事-60 海軍軍医会雑誌 -

⑧参考-医事-61 海軍軍医会雑誌　昭和１８年度 -

⑧参考-医事-62 海軍軍医会雑誌　昭和１９年度 -

⑧参考-医事-63 海軍軍医会雑誌 -

⑧参考-医事-64 海軍軍医会雑誌 -

⑧参考-医事-65 海軍軍医会雑誌　第３０巻　昭和１６年 -

⑧参考-医事-66 海軍軍医会雑誌　第３１巻下　昭和１７年 -

⑧参考-医事-67 海軍軍医会雑誌　昭和１０．２．１発行 -

⑧参考-医事-68 ロタ島給水並急性伝染病　発生要図 -

⑧参考-医事-69 看病要法　明治１２年 海軍医務局

⑧参考-医事-71 伝染病予防法概旨 海軍衛生部

⑧参考-医事-72 青木軍醫少監來状抜萃 青木軍医少監

⑧参考-連合軍-1
連合軍の質問に対する回答　１／１０　（ギルバード、パラオ、比
島、ニューギニア、硫黄島、沖縄、マーシャル）

史実調査部　２復史料

⑧参考-連合軍-2
連合軍の質問に対する回答　２／１０　（日本海軍艦船の被害表、
アリューシャン、マリアナ、ミッドウェー等）

史実調査部　２復史料

⑧参考-連合軍-3
連合軍の質問に対する回答　３／１０　（捷号作戦、カロリン諸島
等）

史実調査部　２復史料

⑧参考-連合軍-4 連合軍の質問に対する回答　４／１０　（サルモン少佐関係） 史実調査部　２復史料

⑧参考-連合軍-5 連合軍の質問に対する回答　５／１０ 史実調査部　２復史料

⑧参考-連合軍-6 連合軍の質問に対する回答　６／１０　（潜水艦関係等） 史実調査部　２復史料

⑧参考-連合軍-7 連合軍の質問に対する回答　７／１０ 史実調査部

⑧参考-連合軍-8
連合軍の質問に対する回答　８／１０　（作戦統帥関係情報要求の
件回答）

史実調査部　２復史料

⑧参考-連合軍-9
連合軍の質問に対する回答　９／１０　対談要旨　１／２　（米側質
問応答の件）

史実調査部　２復史料
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⑧参考-連合軍-10
連合軍の質問に対する回答　１０／１０　対談要旨　２／２　（米側
質問応答の件）

史実調査部

⑧参考-連合軍-11 米国戦略爆撃調査団質問回答　其の１ 海軍省史実調査部　２復史料

⑧参考-連合軍-12 米国戦略爆撃調査団質問回答　其の２ 海軍省史実調査部　２復史料

⑧参考-連合軍-13 米国戦略爆撃調査団質問回答　其の３ 海軍省史実調査部　２復史料

⑧参考-連合軍-14 爆撃調査団ロッツ質問に対する回答 海軍省実調査部

⑧参考-連合軍-15
米側公式報告書　合衆国海軍の作戦　昭和２０．３．１～２０．１０．
１

アーネスト．Ｊ．キング　提督

⑧参考-連合軍-16
米側公式報告書　戦時下の我海軍　１９４５年３月１日に至る戦闘
作戦の報告　昭和２０．３．１

アーネスト．Ｊ．キング　提督

⑧参考-連合軍-17 連合軍回答資料　（１）　昭和２１．６～２１．１０ 史実調査部２復史料

⑧参考-連合軍-18 連合軍質問回答資料 史実調査部２復史料

⑧参考-連合軍-19 連合軍回答資料 史実調査部２復史料

⑧参考-連合軍-20 兵器に関する米側質問に対する回答　昭和２１ ２復艦本整理部

⑧参考-連合軍-23
ケニー大将の「ビスマーク」海戦に関する質問回答　昭和２１．７．
１１

-

⑧参考-連合軍-24 戦争責任等に関する応答要領綴 -

⑧参考-連合軍-25 米軍上陸作戦要覧　昭和１９．８ 軍令部　第０３部

⑧参考-連合軍-26 米軍上陸作戦要覧　昭和１９．８ 軍令部　第０３部

⑧参考-連合軍-27 米軍上陸作戦要覧　昭和１９．８．２０ 軍令部　第０３部

⑧参考-連合軍-28 Ｕ．Ｓ．ＷＡＲＳＨＩＰＳ　ＯＦ　ＷＯＲＬＤ　ＷＡＲ　ＩＩ． -

⑧参考-連合軍-29 海軍指揮官、艦船、航空基地及人員の現状　昭和２０年 -

⑧参考-連合軍-30 米海軍歴代作戦部長　（人物．経歴．事蹟の記録） 米海軍戦史部

⑧参考-連合軍-31 読売新聞社連載　東京への血みどろの道　完 アイケルバーガー中将

⑧参考-連合軍-32 日本の悪夢　太平洋戦争に於ける対日機雷封鎖作戦 海軍少佐　アーノルド．Ｓ．ロット

⑧参考-連合軍-33
米国海軍航跡図　ベララベラ海戦、ベララベラ沖夜戦、クラ湾海
戦、コロンバンガラ海戦、昭和１８．７～

-

⑧参考-連合軍-34 トラファルガー海戦報道　印刷物　１８０５．１１．３０　発刊 -

⑧参考-連合軍-35 書誌抜萃　綴 ＢＵＬＬ’Ｓ　ＲＵＮ　２復史料

⑧参考-連合軍-36 ＦＯＵＲＴＥＥＮ　ＢＲＯＡＤＣＡＳＴＳ　ＴＯ　ＪＡＰＡＮ　（対日放送） ２復史料

⑧参考-連合軍-37
Ｕ．Ｓ．ＮＡＶＹ　ＡＴ　ＷＡＲ　米側公式報告　其の３　（キング元帥
報告書）

２復史料

⑧参考-連合軍-38 書誌抜萃（ニューズウイーク） ２復史料

⑧参考-連合軍-39 誰が何を沈めたか　昭和１７～１９ ウイルトンエルロビンスン

⑧参考-連合軍-40 ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＢＡＴＴＬＥＳＨＩＰ　ＡＮＤ　ＣＲＵＩＳＥＲＳ　（１） 出版協同社贈呈

⑧参考-連合軍-41
ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＡＩＲＣＲＡＦＴ　ＣＡＲＲＩＥＲＳ　ＡＮＤ　ＤＥＳＴＲＯＹＥ
ＲＳ　（２）

出版協同社贈呈

⑧参考-連合軍-42 米国艦艇要目表 -

⑧参考-連合軍-44 連合軍との往復文書　昭和２０年１０月２５日 佐鎮

⑧参考-連合軍-45 米海軍指令関係綴　昭和２０年９月１２日～昭和２０年１２月２４日 呉鎮守府

⑧参考-連合軍-46 佐世保軍港諸施設調査綴　昭和２６年 呉鎮守府

⑧参考-連合軍-47 連合国指令関係綴　昭和２０年１２月～昭和２２年８月 -

⑧参考-連合軍-48
艦船部品転用に関する米軍指示　昭和２０年１２月２９日～昭和２
１年３月１２日

佐復
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⑧参考-連合軍-49 渉外雑輯　昭和２２年４月１１日～昭和２７年１月２４日 呉復

⑧参考-連合軍-50 連合国指令関係　綴　昭和２０年９月 -

⑧参考-連合軍-51 連合国接収員に対する説明資料　昭和２０年８月３１日 第１１海軍航空廠　発動機部

⑧参考-連合軍-52
連合軍　日本政府　連絡事項　綴　昭和２０年９月９日～昭和２０
年１２月２９日

-

⑧参考-連合軍-53 連合軍質問事項中　技術関係回答綴　昭和２１年２月 佐復

⑧参考-連合軍-54 連合軍指令関係綴　昭和２０年９月２０日～昭和２０年１０月２１日 佐鎮

⑧参考-連合軍-55
連合国最高司令部　日本政府間の応答文書　昭和２０年８月２２
日～昭和２０年９月２５日

大阪警備府

⑧参考-連合軍-56 連合軍進駐関係　綴　昭和２０年９月２７日 大津空　串本派遣隊

⑧参考-連合軍-57 旧海軍施設現状調査　綴　昭和２６年１０月３１日現在 佐復

⑧参考-連合軍-58 連合国指令　綴　昭和２０年９月２８日～昭和２１年８月９日 -

⑧参考-連合軍-59 連合国最高司令部指令第２号　昭和２０年９月３日 大阪警備府

⑧参考-連合軍-60 米軍との往復文書　昭和２０年９月２５日～昭和２１年１月 呉鎮

⑧参考-連合軍-61 連合国指令　綴　昭和２０年９月１０日～昭和２６年５月１３日 横復

⑧参考-連合軍-62
連合国最高司令部　日本政府間の応答文書　昭和２０年９月２５
日～昭和２０年１０月９日

大阪警備府

⑧参考-連合軍-63 米国太平洋爆撃調査団回答書　昭和２０年７月１日　現在 呉施設病院　第１１．１２航空廠

⑧参考-連合軍-64 米国太平洋戦略爆撃調査団　回答書　昭和２０年７月１日　現在 呉海軍工廠

⑧参考-連合軍-65 米国太平洋戦略爆撃調査団　回答書　昭和２０年７月１日　現在 呉海軍軍需部

⑧参考-連合軍-66 米国太平洋戦略爆撃調査団　回答書　昭和２０年７月１日　現在 呉鎮

⑧参考-連合軍-67 連合軍司令部　日本帝国政府　応答文書　昭和２０年９月１０日 大阪警備府

⑧参考-連合軍-68 米軍進駐接収関係　綴　昭和２０年１０月１日 呉海軍軍需部

⑧参考-連合軍-69 米国戦略爆撃調査関係　昭和２０年１０月２３日 横鎮

⑧参考-連合軍-70 米国戦略爆撃調査関係　昭和２０年１０月２３日 横鎮

⑧参考-連合軍-71
政府及大本営　連合軍最高司令官　間連絡事項　昭和２０年１０
月２７日～昭和２０年１１月１１日

-

⑧参考-連合軍-72 米第１０軍司令官指示に依る報告書　昭和２０年１１月１日 大島方面部隊　指揮官

⑧参考-連合軍-73
合衆国戦略爆撃団司令部　海軍関係質問書　Ｂ　昭和２０年１１月
３日

第１１航空廠

⑧参考-連合軍-74
米海軍技術調査団報告　昭和２０年１１月９日～昭和２１年２月２６
日

横復

⑧参考-連合軍-75
連合国最高司令官　帝国政府　指令事項　昭和２１年１月１日～
昭和２１年３月３日

-

⑧参考-連合軍-76 砲弾薬及火薬一覧表　昭和２１年３月 第１１航空隊

⑧参考-連合軍-77 連合軍指令関係綴　昭和２１年３月２９日～昭和２１年１２月１６日 -

⑧参考-連合軍-78 連合軍指示事項　綴　昭和２１年６月～昭和２１年９月 大阪地方復員局

⑧参考-連合軍-79 連合軍指示事項　綴　昭和２１年１０月～昭和２１年１２月 大阪地方復員局

⑧参考-連合軍-80
連合国最高司令部　日本政府間の応答文書　昭和２０年１０月２
日～昭和２０年１０月１３日

大阪警備府

⑧参考-連合軍-81 連合軍指令関係綴　昭和２１年７月２４日～昭和２２年７月２３日 -

⑧参考-連合軍-82
太平洋戦略爆撃団質問事項　回答（被服．糧食）　昭和２０年１１
月２１日

海軍省第４課

⑧参考-連合軍-83
太平洋戦略爆撃団質問事項　回答（英文）　昭和１５年１月～昭和
２０年６月

呉海軍施設部

⑧参考-連合軍-84
太平洋戦略爆撃団質問事項　回答（英文）　昭和１５年１月～昭和
２０年６月

呉海軍工廠
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⑧参考-連合軍-85
太平洋戦略爆撃団質問事項　回答（英文）　昭和１５年１月～昭和
２０年６月

呉海軍軍需部

⑧参考-連合軍-86
太平洋戦略爆撃団質問事項　回答（英文）　昭和１５年１月～昭和
２０年６月

呉海軍病院

⑧参考-連合軍-87
太平洋戦略爆撃団質問事項　回答（英文）　昭和１５年１月～昭和
２０年６月

第１１海軍航空廠

⑧参考-連合軍-88
連合軍般命以外の提出書類一覧表　昭和２０年１２月１５日～昭
和２１年２月１５日

第２復員局

⑧参考-連合軍-89
連合国最高司令部　日本政府　間の応答文書　昭和２０年１０月６
日～昭和２０年１０月１６日

大阪警備府

⑧参考-連合軍-90
連合国最高司令部　日本政府　間の応答文書　昭和２０年１０月９
日～昭和２０年１０月３１日

大阪警備府

⑧参考-連合軍-91
連合国最高司令部　日本政府　間の応答文書　昭和２０年１１月１
日～昭和２０年１１月２９日

大阪警備府

⑧参考-連合軍-92
連合国最高司令部　日本政府　間の応答文書　昭和２０年１２月３
日～昭和２０年１２月２４日

大阪警備府

⑧参考-連合軍-93
連合国最高司令官指令　綴　昭和２１年２月１１日～昭和２１年４
月２６日

大阪警備府

⑧参考-連合軍-94
連合国最高司令官指令　綴　昭和２０年１１月６日～昭和２１年２
月１６日

大阪警備府

⑧参考-連合軍-95
連合軍指令に依る支那沿岸海軍関係防禦設備調査　昭和２１年９
月

第２復員局

⑧参考-連合軍-96 連合軍接衝文書　昭和２０年１０月２１日～昭和２１年２月１日 佐鎮　地方復員局

⑧参考-連合軍-97 日本管理月次報告　１９４６年５月号 マッカーサー司令部

⑧参考-連合軍-98
太平洋戦略爆撃団　質問事項回答（被服．糧食）　昭和２０年１１
月２１日

第２復員局

⑧参考-連合軍-99
マンソン大佐質問回答集　昭和２０年１０月２２日～昭和２１年２月
７日

史実調査部

⑧参考-連合軍-100 米爆撃調査団覚書に対する回答 史実調査部

⑧参考-連合軍-101 毎日新聞連載　切抜　占領秘録　昭和２７．４～２７．８ -

⑧参考-連合軍-102 戦後連合軍よりの連絡　訳文　写　綴 厚生省援護局業務第２課

⑧参考-連合軍-103 太平洋における軍事情報　情報摘要　１／１１　昭和２０．３．１０ 太平洋海洋区域米海軍司令部

⑧参考-連合軍-104 太平洋における軍事情報　情報摘要　２／１１　昭和２０．１．１ 太平洋海洋区域米海軍司令部

⑧参考-連合軍-105 太平洋における軍事情報　情報摘要　３／１１　昭和２０．１．５ 太平洋海洋区域米海軍司令部

⑧参考-連合軍-106 太平洋における軍事情報　情報摘要　４／１１　昭和２０．１．９ 太平洋海洋区域米海軍司令部

⑧参考-連合軍-107 太平洋における軍事情報　情報摘要　５／１１　昭和２０．１．１５ 太平洋海洋区域米海軍司令部

⑧参考-連合軍-108 太平洋における軍事情報　情報摘要　６／１１　昭和２０．１．１０ 太平洋海洋区域米海軍司令部

⑧参考-連合軍-109 太平洋における軍事情報　情報摘要　７／１１　昭和２０．１．１５ 太平洋海洋区域米海軍司令部

⑧参考-連合軍-110 太平洋における軍事情報　情報摘要　８／１１　昭和２０．１．１５ 太平洋海洋区域米海軍司令部

⑧参考-連合軍-111 太平洋における軍事情報　情報摘要　９／１１　昭和２０．１．１３ 太平洋海洋区域米海軍司令部

⑧参考-連合軍-112 太平洋における軍事情報　情報摘要　１０／１１　昭和２０．１．１０ 太平洋海洋区域米海軍司令部

⑧参考-連合軍-113 太平洋における軍事情報　情報摘要　１１／１１　昭和２０．１．１５ 太平洋海洋区域米海軍司令部

⑧参考-連合軍-115 西部太平洋方面　米軍部隊編制概要推定表　昭和２０．３．１７ 軍令部　第３部

⑧参考-連合軍-116 日本軍の迷彩．偽装 -

⑧参考-連合軍-117 クエゼリン島の米軍捕虜処刑に対する米側の戦後の訊問資料 -

⑧参考-書簡-1 市丸利之助海軍少将遺書　昭和２０年３月 -

⑧参考-書簡-2 元海軍航空隊員の遺書 -

⑧参考-書簡-3 白浜栄－海軍大佐追悼記　昭和１８年１０月 -

⑧参考-書簡-4 故幸田中尉　追悼記 -
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⑧参考-書簡-5 元海軍中将　河野千万城遺稿 -

⑧参考-書簡-6 嶋田海軍大臣　堀悌吉海軍　中将書簡（吉田善吾　海軍大将宛） -

⑧参考-書簡-7
第１３海軍航空隊司令　奥田喜久司宛　軍令部作戦課長　草鹿龍
之介　書翰　昭和１４年５月９日

-

⑧参考-書簡-8
ガダルカナル島血戦記補遺書　昭和１７年８月４日～１８年４月７
日

-

⑧参考-書簡-9 植山利正海軍中佐（兵６６期）　遺書　その他 -

⑧参考-書簡-10
第１３海軍航空隊司令　海軍大佐　奥田喜久司遺書　昭和１４年１
１月４日

-

⑧参考-書簡-11
第２連合航空隊司令官　大西瀧治郎少将宛　第１３海軍航空隊司
令　奥田喜久司大佐遺書　昭和１４年１１月

-

⑧参考-書簡-12 昭和２０年１月　故　仁科少佐　遺墨集 -

⑧参考-書簡-13 昭和２０年１月　故　仁科少佐　遺墨集 -

⑧参考-書簡-14 梅林大尉　遺言状 -

⑧参考-書簡-15
マリアナ沖海戦　第１次攻撃隊　指揮官　垂井明　海軍少佐遺書
昭和１９年５月

-

⑧参考-書簡-16 八代六郎海軍大将　書簡 -

⑧参考-書簡-17
キスカ島撤収完了後　収容隊　指揮官　木村昌福　海軍小将　感
懐の詩　他

-

⑧参考-書簡-18 海軍少佐　廣瀬武夫　書簡 -

⑧参考-書簡-19 海軍少佐　都所静世　書簡 -

⑧参考-書簡-20 故南雲忠一海軍大将に対する　米内光政海軍大臣の弔辞 -

⑧参考-書簡-21 大正天皇宸筆御製漢詩　（軍艦） -

⑧参考-書簡-22 佐久間海軍大尉遺書 -

⑧参考-書簡-23 樋口．黒木両大尉　（遺書　壁書） -

⑧参考-書簡-24 樋口、黒木両大尉　回天中における絶筆の遺書並に壁書 -

⑧参考-書簡-25 海軍大将　小林躋造　遺稿集　消閑録　（１） 小林躋造

⑧参考-書簡-26 海軍大将　小林躋造　遺稿集　消閑録　（２） 小林躋造

⑧参考-書簡-27 海軍大将　小林躋造　遺稿集　消閑録　（３） 小林躋造

⑧参考-書簡-28 海軍大将　小林躋造　遺稿集　消閑録　（４） 小林躋造

⑧参考-書簡-29 海軍大将　小林躋造　遺稿集　消閑録　（５） 小林躋造

⑧参考-書簡-30 小林躋造　海軍大将手記　昭和１７年９月 小林躋造

⑧参考-書簡-31 広瀬武夫　中佐　直筆手紙　明治３７年２月１９日 -

⑧参考-書簡-32 海軍大将　小林躋造　遺稿集　嶋田海相との往復文書 小林躋造

⑧参考-書簡-33
海軍大将　小林躋造　遺稿集　１９３０年　倫敦海軍会議当時の実
相

小林躋造

⑧参考-書簡-34 海軍大将　小林躋造　遺稿集　軍人と政治．予の経歴 小林躋造

⑧参考-書簡-35 海軍大将　小林躋造　遺稿集　耄録志 小林躋造

⑧参考-書簡-36
海軍大将　小林躋造　遺稿集　昭和１７年９月の手記　小林大将
の言上要旨

小林躋造

⑧参考-書簡-37 故海軍中佐　森圭作君追悼録 厚生省援護局業務第２課

⑧参考-書簡-38 八角中将書簡写　昭和７年 -

⑧参考-書簡-39 八角海軍中将書簡綴　昭和８～９年 -

⑧参考-書簡-40 八角中将書簡綴 -



令和５年４月４日

⑧参考-書簡-41 昭和６１年１月２４日　山本元帥から一実業家宛の書簡 -

⑧参考-書簡-42
軍神広瀬中佐遺墨　（川島令次郎氏への手紙）　５枚＋１枚　複製
品

-

⑧参考-書簡-44
山本五十六連合艦隊司令長官書簡集　昭和１６年８月１０日～１８
年２月２３日　（宛　海軍次官　澤本頼雄）

-

⑧参考-書簡-45
山本五十六．古賀峯一　書簡集　昭和１５年１０月２８日～１８年１
１月１５日

山本五十六大将及び古賀峯一
大将

⑧参考-書簡-46
古賀峯一支那方面艦隊長官から青木成一中将への書簡（礼状）
昭和１７年１月２０日

古賀峯一

⑧参考-書簡-47 嶋田海軍大将宛小林躋造海軍大将の私信 小林　躋造

⑧参考-書簡-48 緒方三郎宛緒方於菟男書簡　明治２７年１２月１日付 緒方於菟男

⑧参考-水交社記事　目録-1 水交社記事　総目録（１）　明治２３．６～３９．６ 水交社

⑧参考-水交社記事　目録-2 水交社記事　総目録（２）　明治３９．９～昭和１８．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-1 水交社記事　第６３号　明治２８．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-2 国際法篇（水交社記事抜萃） 水交社

⑧参考-水交社記事-3 水交社記事　臨時　明治３８．３ 水交会

⑧参考-水交社記事-4 水交社記事　臨時第２号　明治３８．７ 水交社

⑧参考-水交社記事-5 水交社記事　附録　第１０号　明治４１．１２ 水交会

⑧参考-水交社記事-6 水交社記事　第５巻．第４号　明治４１．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-7 水交社記事　明治４１ 水交社

⑧参考-水交社記事-7_2 水交社記事　明治４２年３月６月９月１２月第６巻第１号～第４号 -

⑧参考-水交社記事-7_3 水交社記事　明治４３年３月６月２冊合本 -

⑧参考-水交社記事-8 水交社記事　第７巻　第３号　明治４３．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-9 水交社記事　第７巻　第４号　明治４３．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-10 水交社記事　第８巻　第１号　明治４４．４ 水交社

⑧参考-水交社記事-11 水交社記事　第８巻　第２号　明治４４．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-12 水交社記事　第８巻　第３号　明治４４．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-13 水交社記事　第８巻　第４号　明治４４．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-14 水交社記事　第９巻　第１号　明治４５．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-15 水交社記事　第９巻　第２号　明治４５．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-16 水交社記事　第１０巻　第１号　大正１年．９月 水交社

⑧参考-水交社記事-17 水交社記事　第１０巻　第２号　大正１年．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-18 水交社記事　第１１巻　第２号　大正２．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-19 水交社記事　第１１巻　第１号　大正２．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-19_2 水交社記事　大正２年１２月 -

⑧参考-水交社記事-19_3 水交社記事　第１２巻　第１号～３号　大正３年３月～９月 -

⑧参考-水交社記事-20 水交社記事　第１３巻　第１号～第４号　大正４ 水交社

⑧参考-水交社記事-21 水交社記事　第１３巻　第２号　大正４．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-22 水交社記事　第１３巻　第３号　大正４．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-23 水交社記事　第１４巻　第１号　大正５．３ 水交社



令和５年４月４日

⑧参考-水交社記事-24 水交社記事　第１４巻　第２号　大正５．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-25 水交社記事　第１４巻　第３号　大正５．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-26 水交社記事　第１４巻　第４号　大正５．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-27 水交社記事　第１５巻　第１号　大正６．２ 水交社

⑧参考-水交社記事-28 水交社記事　第１５巻　第２号　大正６．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-29 水交社記事　第１５巻　第３号　大正６．４ 水交社

⑧参考-水交社記事-30 水交社記事　第１５巻　第３号　大正６．４ 水交社

⑧参考-水交社記事-31 水交社記事　第１５巻　第４号　大正６．５ 水交社

⑧参考-水交社記事-32 水交社記事　第１５巻　第６号　大正６．７ 水交社

⑧参考-水交社記事-32_2 水交社記事　第１５巻　第７号　大正６年８月 -

⑧参考-水交社記事-33 水交社記事　第１６巻　第２号　大正７．２ 水交社

⑧参考-水交社記事-34 水交社記事　第１６巻　第８号　大正７．８ 水交社

⑧参考-水交社記事-35 水交社記事　第１６巻　第２号　大正８．２ 水交社

⑧参考-水交社記事-36 水交社記事　第１７巻　第８号　大正８．８ 水交社

⑧参考-水交社記事-37 水交社記事　第１７巻　第９号　大正８．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-38 水交社記事　第１７巻　第１１号　大正８．１１ 水交社

⑧参考-水交社記事-39 水交社記事　第１７巻　第１０号　大正８．１０ 水交社

⑧参考-水交社記事-40 水交社記事　第１８巻　第２号　大正９．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-41 水交社記事　第１８巻　第３号　大正９．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-42 水交社記事　第２０巻　第３号　大正１１．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-43 水交社記事　第２０巻　第４号　大正１１．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-44 水交社記事　第２１巻　第１号　大正１２．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-45 水交社記事　第２０巻　第２号　大正１１．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-46 水交社記事　第２１巻　第２号　大正１２．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-47 水交社記事　第２１巻　第３号　大正１２．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-48 水交社記事　第２２巻　第１号　大正１３．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-49 水交社記事　第２２巻　第２号　大正１３．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-50 水交社記事　第２２巻　第２号　大正１３．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-51 水交社記事　第２２巻　第３号　大正１３．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-52 水交社記事　第２２巻　第４号　大正１３．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-53 水交社記事　第２３巻　第２号　大正１４．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-54 水交社記事　第１６巻　第１２号　大正７．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-55 水交社記事　第１７巻　第１２号　大正８．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-56 水交社記事　第１９巻　第１号　大正１０．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-57 水交社記事　第１９巻　第２号　大正１０．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-58 水交社記事　第１９巻　第３号　大正１０．１２ 水交社



令和５年４月４日

⑧参考-水交社記事-59 水交社記事　第２０巻　第１号　大正１１．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-60 水交社記事　第２３巻　第３号　大正１４．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-61 水交社記事　第２５巻　第１号　昭和２．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-62 水交社記事　第２６巻　第３号　昭和３．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-63 水交社記事　第２７巻　第１号　昭和４．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-64 水交社記事　第２８巻　第４号　昭和５．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-65 水交社記事　第２９巻　第１号　昭和６．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-66 水交社記事　第２９巻　第３号　昭和６．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-67 水交社記事　第２９巻　第４号　昭和６．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-68 水交社記事　第３０巻　第２号　昭和７．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-69 水交社記事　第３０巻　第３号　昭和７．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-70 水交社記事　第３０巻　第４号　昭和７．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-71 水交社記事　第３１巻　第１号　昭和８．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-72 水交社記事　第３１巻　第２号　昭和８．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-73 水交社記事　第３１巻　第３号　昭和８．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-74 水交社記事　第３２巻　第３号　東郷元帥追悼号　昭和９．８ 水交社

⑧参考-水交社記事-75 水交社記事　第３２巻　第４号　昭和９．１０ 水交社

⑧参考-水交社記事-76
水交社記事　第３２巻　第５号　日清戦役威海衛総攻撃特輯号
昭和９．１２

水交社

⑧参考-水交社記事-77
水交社記事　第３３巻　第２号　上海事変３周年記念特輯号　昭和
１０．４

水交社

⑧参考-水交社記事-78
水交社記事　第３３巻　第３号　続上海事変３周年記念特輯号　昭
和１０．６

水交社

⑧参考-水交社記事-79 水交社記事　第３３巻　第４号　昭和１０．８ 水交社

⑧参考-水交社記事-80 水交社記事　昭和１０．４～１０．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-81 水交社記事　第３３巻　第６号　昭和１０．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-82 水交社記事　第３４巻　第２号　昭和１１．４ 水交社

⑧参考-水交社記事-83
水交社記事　第３４巻　第３号　大勲位斉藤海軍大将追悼号　昭
和１１．６

水交社

⑧参考-水交社記事-84 水交社記事　第３６巻　第４号　昭和１３．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-85 水交社記事　第３７巻　第３号　昭和１４．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-86 水交社記事　第３８巻　第１号　皇紀２６００年奉讃号　昭和１５．２ 水交社

⑧参考-水交社記事-87 水交社記事　第３８巻　第２号　昭和１５．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-88 水交社記事　第３８巻　第３号　昭和１５．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-89 水交社記事　第３８巻　第３号　昭和１５．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-90 水交社記事　第３８巻　第４号　昭和１５．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-91 水交社記事　第３８巻　第４号　昭和１５．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-92 水交社記事　第３８巻　第４号　昭和１５．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-93 水交社記事　第３８巻　第４号　昭和１５．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-94 水交社記事　第３９巻　第１号　昭和１６．３ 水交社



令和５年４月４日

⑧参考-水交社記事-95 水交社記事　第３９巻　第１号　昭和１６．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-96 水交社記事　第３９巻　第１号　昭和１６．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-97 水交社記事　第３９巻　第２号　昭和１６．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-98 水交社記事　第３９巻　第２号　昭和１６．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-99 水交社記事　第３９巻　第３号　昭和１６．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-100 水交社記事　第３９巻　第３号　昭和１６．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-101 水交社記事　第３９巻　第４号　昭和１６．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-102 水交社記事　第３９巻　第４号　昭和１６．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-103 水交社記事　第４０巻　第１号　昭和１７．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-104 水交社記事　第４０巻　第１号　昭和１７．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-105 水交社記事　第４０巻　第２号　昭和１７．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-106 水交社記事　第４０巻　第３号　昭和１７．１０ 水交社

⑧参考-水交社記事-107 水交社記事　第４０巻　第３号　昭和１７．１０ 水交社

⑧参考-水交社記事-108 水交社記事　第４０巻　第４号　昭和１７．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-109 水交社記事　第４１巻　第１号　昭和１８．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-110 水交社記事　第４１巻　第２号　昭和１８．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-111 水交社記事　第４１巻　第２号　昭和１８．６ 水交社

⑧参考-水交社記事-112 水交社記事　第４１巻　第３号　昭和１８．９ 水交社

⑧参考-水交社記事-113 水交社記事　第４１巻　第４号　昭和１８．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-114 水交社記事　第４１巻　第４号　昭和１８．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事-115 水交社記事　第４２巻　第１号　昭和１９．３ 水交社

⑧参考-水交社記事-116 戦略及戦術篇　（水交社記事抜萃） 水交社

⑧参考-水交社記事-117 軍政篇　（水交社記事抜萃） -

⑧参考-水交社記事-118 太平洋海権論 水交社

⑧参考-水交社記事-119 海戦の危機 水交社

⑧参考-水交社記事-120
日露戦争に関する外人の論評記事．批評　臨時第１号　附録戦局
日誌

水交社

⑧参考-水交社記事-121 水交社記事　第３４巻１号～第３４巻４号　昭１１ 水交社

⑧参考-水交社記事-122 水交社記事　第３０巻１号　昭和７．３ -

⑧参考-水交社記事-123
日露戦爭に関する外人の論説記事批評　水交社記事　臨時第１
号　明治３８．３

-

⑧参考-水交社記事-124
日露戦爭に関する外人の論説記事批評　水交社記事　臨時第２
号　明治３８．７

-

⑧参考-水交社記事-125
日露戦爭に関する外人の論説記事批評　水交社記事　臨時第２
号　明治３８．７

-

⑧参考-水交社記事-126
日露戦爭に関する外人の論説記事批評　水交社記事　臨時第３
号　明治３８．１２

-

⑧参考-水交社記事-127
日露戦爭に関する外人の論説記事批評　水交社記事　臨時第３
号　明治３８．１２

-

⑧参考-水交社記事-128 会員名簿　昭和３２．４ 水交会

⑧参考-水交社記事-129 会員名簿　昭和４７．８．３１　調 水交会

⑧参考-水交社記事-130
｛水交社記事（合冊）　第１８巻第１号（大正９年３月）　第１５巻第１
号（大正６年２月）

-
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⑧参考-水交社記事-131
水交社記事（合冊）　第１６巻第８号附録　艦船操縦法並に衝突座
礁に就て戦史に現はれた気象

-

⑧参考-水交社記事-132 水交社記事　第３０巻　第４号　昭和７年１２月２５日 -

⑧参考-水交社記事-133
水交社記事　第３２巻　第３号　東郷元帥　追悼号　昭和９年８月１
日

-

⑧参考-水交社記事-134 水交社記事　第３５巻　第１号　昭和１２年３月１日 -

⑧参考-水交社記事-135 水交社記事　第３５巻　第２号　昭和１２年６月１日 -

⑧参考-水交社記事-136 水交社記事　第３５巻　第３号　昭和１２年９月１日 -

⑧参考-水交社記事-137 水交社記事　第３５巻　第４号　昭和１２年１２月１日 -

⑧参考-水交社記事-138 水交社記事　第３６巻　第１号　昭和１３年３月５日 -

⑧参考-水交社記事-139
水交社記事　第３２巻　第３号　東郷元帥追悼号　別冊　昭和９年
８月１日

-

⑧参考-水交社記事-140 水交社記事　第１８巻　第１号　大正９年３月 -

⑧参考-水交社記事　附録-1 武士道講話　第５巻　第１号 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-1_2 水交社記事　附録第１０号　諸国抄略誌　明治４１年１２月刊行 -

⑧参考-水交社記事　附録-2 各種砲射程射角表　第１５３号　明治４２．３ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-3 洋人日本探検年表　第６巻　第４号　明治４２．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-4
洋人日本探検年表　第６巻　第４号　海軍少将栃内曽次郎綴　明
治４２．１２

水交社

⑧参考-水交社記事　附録-5 魚雷発射参考表　第７巻　第１号　明治４３．３ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-5_2 長江航泊心得　水交社記事第７巻１号附録 -

⑧参考-水交社記事　附録-5_3 長江航泊心得 秋山眞之

⑧参考-水交社記事　附録-6
武教小学　武教本論　武教講録　志基農玖賀陀智　第７巻　第３
号　明治４３．９

水交社

⑧参考-水交社記事　附録-7 日本古典論完　第７巻　第４号　昭和４３．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-8 楠正成の訓話　第７巻　第４号　明４３．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-8_2 楠正成の訓話　水交社記録　第７巻　第４号附録　明治４３．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-9 楠正成の訓話　第７巻　第４号　明治４３．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-10 日本古典　完　第７巻　第４号　明治４３．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-10_2 舷窗漫語　水交社記事第８巻１号附録 -

⑧参考-水交社記事　附録-11 防寒処置報告　第９巻　第１号　明治４５．３ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-11_2 暹羅王国の瞥見　水交社記事第９巻第１号附録 -

⑧参考-水交社記事　附録-12
驅逐艦海風測程儀に関する実験　魚雷落下秒時に起因する平行
偏斜修正角度表　第１０巻第１号

水交社

⑧参考-水交社記事　附録-13 火薬の自燃　第１１巻　第１号　大正２．３ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-13_2 精神の修養第１巻　水交社記事第１１巻１号附録 -

⑧参考-水交社記事　附録-14 李舜臣伝　附年表　第１１巻　第２号　大正２．６ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-14_2 長江史蹟　精神の修養　第２巻　水交社記事第１１巻第２号附録 -

⑧参考-水交社記事　附録-15 百分比表　第１１巻　第３号　附速力時間航程関係表　大正２．９ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-15_2
「ツァーリと外交政策」「皇太后宮殿下の御高徳に就て」水交社記
事第１２巻第１号附録

-

⑧参考-水交社記事　附録-16 厳冬に於ける旅順要港　第１３巻　第３号　大正４．９ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-17 厳冬に於ける旅順要港　第１３巻　第３号　大正４．９ 水交社
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⑧参考-水交社記事　附録-18
浦塩斯徳方面行勤中防寒施設事項所見及実験報告　電気推進法
に就て液体燃料に関する調査報告

水交社

⑧参考-水交社記事　附録-19 英国の戦時行政　大正５．９ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-20
戦時に於ける露西亜最近英国産業界の大勢　１９１４～１５年　大
英国財政要史　大正５．１２

水交社

⑧参考-水交社記事　附録-21 欧英の縦絣　第１６巻　第６号　大正７．６ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-22 艦船操縦法並に衝突座礁について　大正７．８ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-23 支那人に接するの心得について　第１６巻　第９号　大正７．９ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-24 雑嚢　大正８．５ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-25 大正７年水交社員軍事研究述作　大正８．５ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-26 世界戦争の教訓　大正８．５ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-27 大正７年水交社員軍事研究述作　大正８．５ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-28 大正７年水交社員軍事研究述作　大正８．５ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-29 地中海の１年有半　大正８．６ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-30 戦史研究資料　第１輯　大正８．８ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-31 予のロンドン生活（Ｍｙ　Ｌｏｎｄｏｎ　Ｌｉｆｅ）　大正８．９ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-32 トルコに於けるドイツ外交秘史　大正８．１０ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-33 軍事上に於ける心理学の応用　大正８．１１ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-34 大正９年水交社員軍事研究述作　大正１０．６ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-35 大正１０年水交社員軍事研究述作　大正１１．６ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-36
軍艦神通驅逐艦蕨衝突の際神通防水所感　軍艦那珂駆逐艦葦触
衝の際に於ける葦機関の状況並応急処置

水交社

⑧参考-水交社記事　附録-37 帝国々防史論第５巻　第３号　明治４１．９ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-38 期日一覧　第６巻　第２号　明治４２．２ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-39
炭費航続距離速算表　速力時間航程関係表　第１１巻　第２号
大正２．６

水交社

⑧参考-水交社記事　附録-40 トルコに於けるドイツ外交秘史　大正８．１０ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-41 海軍刑法　海軍刑法施行法　明治４１ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-42 速力時間航程関係百分比表　大正２．９ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-43
海軍大佐　丸橋彦三郎述　艦船操縦法並に衝突座礁に就て　附
下之関海峽針路法　新航海長に與ふる諷示

-

⑧参考-水交社記事　附録-44
土耳古に於ける独逸外交秘史　（ボスフォラスの秘密）　大正８年１
０月刊行

ヘンリーモルゲンソー著　石川
清訳（海軍中佐）　水交社

⑧参考-水交社記事　附録-45
軍艦富士自英国至　日本航海報告　水交社記事第８９号附録　明
治３１．３刊行

-

⑧参考-水交社記事　附録-46 長江史蹟　水交社記事第１１巻　第２号附録　大正２．６刊行 ３艦隊司令部編纂

⑧参考-水交社記事　附録-46_2 長江史蹟　水交社記事第１１巻　第２号附録　大正２．６ 第３艦隊司令部

⑧参考-水交社記事　附録-46_3 水交社記事　第１１巻　第２号附録　長江史蹟　大正２年６月刊行 ３艦隊司令部

⑧参考-水交社記事　附録-47
厳冬に於ける旅順要港　水交社記事　第１３巻　第３号附録　大正
４．９刊行

-

⑧参考-水交社記事　附録-48
艦船操縦法並に衝突座礁に就て　水交社記事　第１６巻　第８号
附録　大正７．８刊行

水交社

⑧参考-水交社記事　附録-49 軍事心理学要領　水交社記事　第２７巻　第３号附録　昭和４．９ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-50 水交社記事　第８巻　第１号附録　明治４４．４ 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-51
李舜臣傳　附年表　大正２年６月発行　水交社記事　第１１巻　第
２号附録

-
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⑧参考-水交社記事　附録-52 水交社記事　第１１号　巻３号附録　百分比表 -

⑧参考-水交社記事　附録-53
精神の修養　第１巻　大正２年３月　水交社記事　第１１巻　第１号
附録

-

⑧参考-水交社記事　附録-53_2
精神の修養　第１巻　水交社記事　第１１巻　第１号附録　大正２
年３月

-

⑧参考-水交社記事　附録-54
精神の修養　第２巻　大正２年６月３０日　水交社記事　第１１巻
第２号附録

-

⑧参考-水交社記事　附録-55
運用術提要　全　明治４５年６月刊行　水交社記事　第９巻　第２
号附録

-

⑧参考-水交社記事　附録-56 運用術提要　全　明治４９年６　水交社記事　第８巻　第２号 -

⑧参考-水交社記事　附録-57 水交社記事　附録　方位投錨用表 -

⑧参考-水交社記事　附録-58 水交社記事　第１２号　第２号附録　支那の革命　大正３年６月 宗方小太郎氏　講話

⑧参考-水交社記事　附録-59
軍事心理学要領　水交社記事　第２７巻　第３号附録　昭和４年９
月

水交社

⑧参考-水交社記事　附録-60 保氏水雷　自叙伝　上巻　明治２４年 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-61 保氏水雷　自叙伝　中巻　明治２４年 水交社

⑧参考-水交社記事　附録-62 保氏水雷　自叙伝　下巻　明治２４年 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-1 大正８年水交社員　軍事研究述作　大正９．５ 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-2 大正８年水交社員　軍事研究述作　大正９．５ 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-3 水交社記事　第３２巻　第３号　東郷元帥追悼別冊　昭和９．８ 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-4 水交社記事　第３２巻　第３号　東郷元帥追悼別冊　昭和９．８ 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-5
水交社記事　第３３巻　第２号別冊　上海事変３周年記念特輯号
昭和１０．４

水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-6
水交社記事　第３３巻　第３号別冊　続上海事変３周記念特輯号
昭和１０．６

水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-7
水交社記事　第３３巻　第３号別冊　続上海事変３周記念特輯号
昭和１０．６

水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-8 運動用図を使用する　占位運動の研究第３７巻　第４号 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-9
航海術上より見たる無線及天体方位に関する諸種の問題　第３８
巻　第３号　昭和１５．９

水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-10 初めてスキーをやられる人の為に　第３８巻　第４号　昭和１５．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-11 初めてスキーをやられる人の為に　第３８巻　第４号　昭和１５．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-12 １００題短話　第３９巻　第１号　昭和１６．３ 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-13 登山とハイキングとの手引　第３９巻　第２号　昭和１６．６ 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-14 登山とハイキングとの手引　第３９巻　第２号　昭和１６．６ 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-15 体育に就いて　第３９巻　第４号　昭和１６．１２ 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-16 運動用図を使用する占位運動の研究　第３７巻　第４号 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-17 魚形水雷速力表 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-18 捕獲審検所検定書 水交社

⑧参考-水交社記事　別冊-19
戦時下健康無病の生活法　（第４０巻　第２号　水交社記事別冊）
昭和１７．６．５

-

⑧参考-水交社記事　別冊-20 ＲＡＳＰＬＡＴＡ　上、中、下 -

⑧参考-水交社記事  別冊-21 瓜生海軍大将追悼号 水交社記事 第３６巻第１号別冊 財団法人 東京水交社

⑧参考-有終-1 有終　１１月号　第１９２号　昭和４．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-2 有終　１０月号　第２３９号　昭和８．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-3 有終　６月号　第２４７号　昭和９．６ 海軍有終会
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⑧参考-有終-4 有終　７月号　第２４８号　（故東郷元帥追憶号）　昭和９．７ 海軍有終会

⑧参考-有終-5 有終　８月号　第２４９号　昭和９．８ 海軍有終会

⑧参考-有終-6 有終　９月号　第２５０号　昭和９．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-7 有終　１０月号　第２５１号　昭和９．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-8 有終　１１月号　第２５２号　昭和９．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-9 有終　１１月号　第２５２号　昭和９．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-10 有終　１２月号　第２５３号　昭和９．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-10_2 有終　１月号　第２５４号　昭和１０．１ 海軍有終会

⑧参考-有終-11 有終　２月号　第２５５号　昭和１０．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-12 有終　３月号　第２５６号　昭和１０．３ 海軍有終会

⑧参考-有終-13 有終　４月号　第２５７号　昭和１０．４ 海軍有終会

⑧参考-有終-14 有終　５月号　第２５８号　昭和１０．５ 海軍有終会

⑧参考-有終-15 有終　６月号　第２５９号　昭和１０．６ 海軍有終会

⑧参考-有終-16 有終　７月号　第２６０号　昭和１０．７ 海軍有終会

⑧参考-有終-17 有終　８月号　第２６１号　昭和１０．８ 海軍有終会

⑧参考-有終-18 有終　９月号　第２６２号　昭和１０．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-19 有終　１０月号　第２６３号　昭和１０．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-19_2 有終　１１月号　第２６４号　昭和１０．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-20 有終　１２月号　第２６５号　昭和１０．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-21 有終　１月号　第２６６号　昭和１０．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-22 有終　２月号　第２６７号　昭和１１．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-23 有終　３月号　第２６８号　昭和１１．３ 海軍有終会

⑧参考-有終-24 有終　４月号　第２６９号　昭和１１．４ 海軍有終会

⑧参考-有終-25 有終　５月号　第２７０号　昭和１１．５ 海軍有終会

⑧参考-有終-26 有終　６月号　第２７１号　昭和１１．６ 海軍有終会

⑧参考-有終-27 有終　７月号　第２７２号　昭和１１．７ 海軍有終会

⑧参考-有終-28 有終　８月号　第２７３号　昭和１１．８ 海軍有終会

⑧参考-有終-29 有終　９月号　第２７４号　昭和１１．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-30 有終　１０月号　第２７５号　昭和１１．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-31 有終　１１月号　第２７６号　昭和１１．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-32 有終　１２月号　第２７７号　昭和１１．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-33 有終　１２月号　第２７７号　昭和１１．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-34 有終　１月号　第２７８号　昭和１１．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-35 有終　２月号　第２７９号　昭和１２．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-36 有終　３月号　第２８０号　昭和１２．３ 海軍有終会

⑧参考-有終-37 有終　３月号　第２８０号　昭和１２．３ 海軍有終会



令和５年４月４日

⑧参考-有終-38 有終　４月号　第２８１号　昭和１２．４ 海軍有終会

⑧参考-有終-39 有終　４月号　第２８１号　昭和１２．４ 海軍有終会

⑧参考-有終-40 有終　５月号　第２８２号　昭和１２．５ 海軍有終会

⑧参考-有終-41 有終　６月号　第２８３号　昭和１２．６ 海軍有終会

⑧参考-有終-42 有終　７月号　第２８４号　昭和１２．７ 海軍有終会

⑧参考-有終-43 有終　８月号　第２８５号　昭和１２．８ 海軍有終会

⑧参考-有終-44 有終　９月号　第２８６号　昭和１２．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-45 有終　１０月号　第２８７号　昭和１２．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-46 有終　１１月号　第２８８号　昭和１２．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-47 有終　１２月号　第２８９号　昭和１２．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-48 有終　１月号　第２９０号　昭和１２．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-49 有終　２月号　第２９１号　昭和１３．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-50 有終　３月号　第２９２号　昭和１３．３ 海軍有終会

⑧参考-有終-51 有終　４月号　第２９３号　昭和１３．４ 海軍有終会

⑧参考-有終-52 有終　５月号　第２９４号　昭和１３．５ 海軍有終会

⑧参考-有終-53 有終　５月号　第２９４号　昭和１３．５ 海軍有終会

⑧参考-有終-54 有終　６月号　第２９５号　昭和１３．６ 海軍有終会

⑧参考-有終-55 有終　６月号　第２９５号　昭和１３．６ 海軍有終会

⑧参考-有終-56 有終　７月号　第２９６号　昭和１３．７ 海軍有終会

⑧参考-有終-57 有終　８月号　第２９７号　昭和１３．８ 海軍有終会

⑧参考-有終-58 有終　８月号　第２９７号　昭和１３．８ 海軍有終会

⑧参考-有終-59 有終　９月号　第２９８号　昭和１３．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-60 有終　９月号　第２９８号　昭和１３．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-61 有終　１０月号　第２９９号　昭和１３．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-62 有終　１０月号　第２９９号　昭和１３．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-63 有終　１１月号　第３００号　昭和１３．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-64 有終　１２月号　第３０１号　昭和１３．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-65 有終　１月号　第３０２号　昭和１３．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-66 有終　２月号　第３０３号　昭和１４．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-67 有終　３月号　第３０４号　昭和１４．３ 海軍有終会

⑧参考-有終-68 有終　４月号　第３０５号　昭和１４．４ 海軍有終会

⑧参考-有終-69 有終　５月号　第３０６号　昭和１４．５ 海軍有終会

⑧参考-有終-70 有終　６月号　第３０７号　昭和１４．６ 海軍有終会

⑧参考-有終-71 有終　７月号　第３０８号　昭和１４．７ 海軍有終会

⑧参考-有終-72 有終　８月号　第３０９号　昭和１４．８ 海軍有終会

⑧参考-有終-73 有終　９月号　第３１０号　昭和１４．９ 海軍有終会



令和５年４月４日

⑧参考-有終-74 有終　１０月号　第３１１号　昭和１４．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-75 有終　１０月号　第３１１号　昭和１４．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-76 有終　１１月号　第３１２号　昭和１４．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-77 有終　１２月号　第３１３号　昭和１４．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-78 有終　１月号　第３１４号　昭和１４．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-79 有終　２月号　第３１５号　昭和１５．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-80 有終　３月号　第３１６号　昭和１５．３ 海軍有終会

⑧参考-有終-81 有終　３月号　第３１６号　昭和１５．３ 海軍有終会

⑧参考-有終-82 有終　４月号　第３１７号　昭和１５．４ 海軍有終会

⑧参考-有終-83 有終　５月号　第３１８号　昭和１５．５ 海軍有終会

⑧参考-有終-84 有終　６月号　第３１９号　昭和１５．６ 海軍有終会

⑧参考-有終-85 有終　６月号　第３１９号　昭和１５．６ 海軍有終会

⑧参考-有終-86 有終　７月号　第３２０号　昭和１５．７ 海軍有終会

⑧参考-有終-87 有終　８月号　第３２１号　昭和１５．８ 海軍有終会

⑧参考-有終-88 有終　９月号　第３２２号　昭和１５．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-89 有終　９月号　第３２２号　昭和１５．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-90 有終　１０月号　第３２３号　昭和１５．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-91 有終　１１月号　第３２４号　昭和１５．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-92 有終　１２月号　第３２５号　昭和１５．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-93 有終　１月号　第３２６号　昭和１５．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-94 有終　１月号　第３２６号　昭和１５．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-95 有終　２月号　第３２７号　昭和１６．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-96 有終　３月号　第３２８号　昭和１０．３ 海軍有終会

⑧参考-有終-97 有終　４月号　第３２９号　昭和１６．４ 海軍有終会

⑧参考-有終-98 有終　５月号　第３３０号　昭和１６．５ 海軍有終会

⑧参考-有終-99 有終　６月号　第３３１号　昭和１６．６ 海軍有終会

⑧参考-有終-100 有終　６月号　第３３１号　昭和１６．６ 海軍有終会

⑧参考-有終-101 有終　７月号　第３３２号　昭和１６．７ 海軍有終会

⑧参考-有終-102 有終　８月号　第３３３号　昭和１６．８ 海軍有終会

⑧参考-有終-103 有終　９月号　第３３４号　昭和１６．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-104 有終　１０月号　第３３５号　昭和１６．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-105 有終　１０月号　第３３５号　昭和１６．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-106 有終　１１月号　第３３６号　昭和１６．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-107 有終　１２月号　第３３７号　昭和１６．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-108 有終　１２月号　第３３７号　昭和１６．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-109 有終　１月号　第３３８号　昭和１６．１２ 海軍有終会



令和５年４月４日

⑧参考-有終-110 有終　１月号　第３３８号　昭和１６．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-111 有終　２月号　第３３９号　昭和１７．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-112 有終　２月号　第３３９号　昭和１７．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-113 有終　３月号　第３４０号　昭和１７．３ 海軍有終会

⑧参考-有終-114 有終　４月号　第３４１号　昭和１７．４ 海軍有終会

⑧参考-有終-115 有終　５月号　第３４２号　昭和１７．５ 海軍有終会

⑧参考-有終-116 有終　５月号　第３４２号　昭和１７．５ 海軍有終会

⑧参考-有終-117 有終　６月号　第３４３号　昭和１７．６ 海軍有終会

⑧参考-有終-118 有終　７月号　第３４４号　昭和１７．７ 海軍有終会

⑧参考-有終-119 有終　８月号　第３４５号　昭和１７．８ 海軍有終会

⑧参考-有終-120 有終　９月号　第３４６号　昭和１７．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-121 有終　１０月号　第３４７号　昭和１７．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-122 有終　１１月号　第３４８号　昭和１７．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-123 有終　１２月号　第３４９号　昭和１７．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-124 有終　１月号　第３５０号　昭和１７．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-125 有終　２月号　第３５１号　昭和１８．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-126 有終　３月号　第３５２号　昭和１８．３ 海軍有終会

⑧参考-有終-127 有終　４月号　第３５３号　昭和１８．４ 海軍有終会

⑧参考-有終-128 有終　４月号　第３５３号　昭和１８．４ 海軍有終会

⑧参考-有終-129 有終　５月号　第３５４号　昭和１８．５ 海軍有終会

⑧参考-有終-130 有終　６月号　第３５５号　昭和１８．６ 海軍有終会

⑧参考-有終-131 有終　７月号　第３５６号　昭和１８．７ 海軍有終会

⑧参考-有終-132 有終　８月号　第３５７号　昭和１８．８ 海軍有終会

⑧参考-有終-133 有終　８月号　第３５７号　昭和１８．８ 海軍有終会

⑧参考-有終-134 有終　９月号　第３５８号　昭和１８．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-135 有終　１０月号　第３５９号　昭和１８．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-136 有終　１１月号　第３６０号　昭和１８．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-137 有終　１２月号　第３６１号　昭和１８．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-138 有終　１月号　第３６２号　昭和１９．１ 海軍有終会

⑧参考-有終-139 有終　２月号　第３６３号　昭和１９．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-140 有終　３月号　第３６４号　昭和１９．３ 海軍有終会

⑧参考-有終-141 有終　４月号　第３６５号　昭和１９．４ 海軍有終会

⑧参考-有終-142 有終　５月号　第３６６号　昭和１９．５ 海軍有終会

⑧参考-有終-143 有終　６月号　第３６７号　昭和１９．６ 海軍有終会

⑧参考-有終-144 有終　７月号　第３６８号　昭和１９．７ 海軍有終会

⑧参考-有終-145 有終　８月号　第３６９号　昭和１９．８ 海軍有終会



令和５年４月４日

⑧参考-有終-146 有終　９月号　第３７０号　昭和１９．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-147 有終　１０月号　第３７１号　昭和１９．１０ 海軍有終会

⑧参考-有終-148 有終　１１月号　第３７２号　昭和１９．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-149 有終　１２月号　第３７３号　昭和１９．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-150 有終　１月号　第３７４号　昭和２０．１ 海軍有終会

⑧参考-有終-151 有終　２月号　第３７５号　昭和２０．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-152 有終　３月号　第３７６号　昭和２０．３ 海軍有終会

⑧参考-有終-153 有終　４月号　第３７７号　昭和２０．４ 海軍有終会

⑧参考-有終-154 満洲視察談　昭和６．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-155 満洲視察談　昭和６．１２ 海軍有終会

⑧参考-有終-156 若槻氏の「倫敦会議の思い出」を読む 海軍有終会

⑧参考-有終-157 戦袍余薫　懐旧録第１輯　日清戦役の巻 海軍有終会

⑧参考-有終-158 若槻氏の「倫敦会議の思い出」を読む 海軍有終会

⑧参考-有終-159 マイヤース戦略論　昭和９．１ 海軍有終会

⑧参考-有終-160 列国海軍勢力概要　昭和２．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-161 国防と海軍軍費　昭和１０．８ 海軍有終会

⑧参考-有終-162 帝国憲法制定の精神　欧米各国学者政治家の論評 海軍有終会

⑧参考-有終-163 水軍史資料　海洋国家の先駆八幡船隊ほか 松下三鷹

⑧参考-有終-164 戦史参考　日露戦争勃発当時の旅順艦隊 海軍有終会発行

⑧参考-有終-165 運用漫談　昭和９．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-166 海軍有終会沿革誌　昭和１４．３ 海軍有終会

⑧参考-有終-167 戦袍余薫　懐旧録　第２輯　日露戦役の巻 有終会

⑧参考-有終-168 雑誌有終　大正１５年度合本 -

⑧参考-有終-169 雑誌有終　昭和２年度合本 -

⑧参考-有終-170 雑誌有終　昭和３年度合本 -

⑧参考-有終-171 雑誌有終　昭和５年度合本 -

⑧参考-有終-172 雑誌有終　昭和５年度合本 -

⑧参考-有終-173 有終　昭和６年度 -

⑧参考-有終-174 有終　昭和６年度 -

⑧参考-有終-175 最近列国の情勢と支那事変に対する動向　昭和１２．１１ 海軍有終会

⑧参考-有終-176 軍縮問題参考諸表　昭和９．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-177 軍縮問題参考諸表　昭和９．９ 海軍有終会

⑧参考-有終-178 有終　第１８２号　１月号　昭和４年度合本 -

⑧参考-有終-179 有軍軍縮関係冊子　昭和９．１０～１１．２ 海軍有終会

⑧参考-有終-180 １９３６年度版ブラッセー海軍年鑑　昭和１１年７月 海軍有終会

⑧参考-有終-181 懐旧録　第４輯　北清事變之巻 -



令和５年４月４日

⑧参考-有終-182 １９４０年版　ブラッセル海軍年鑑　昭和１５年９月 海軍有終会

⑧参考-有終-183 １９４１年版　ブラッセル海軍年鑑　昭和１６年１０月 海軍有終会

⑧参考-有終-184 雪窓夜話 海軍有終会

⑧参考-有終-185 １９２９年　ブラッセー海軍年鑑 海軍有終会

⑧参考-有終-186 １９３４年版　ブラッセー海軍及海運年艦 海軍有終会

⑧参考-有終-187 １９４０年版　ブラッセー海軍年艦 海軍有終会

⑧参考-有終-188 海軍有終会小冊子　昭和９年～１０年 海軍有終会

⑧参考-有終-189 海軍有終会小冊子　昭和１１年～１３年 海軍有終会

⑧参考-有終-190 海軍有終会小冊子　昭和１４年～１６年 海軍有終会

⑧参考-有終-191
「有終」第１９巻第１号附録　明春の軍縮会議に就て　昭和７年１月
号

財団法人有終会

⑧参考-会誌-1 会誌　第５６号　明治４４．３ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-2 会誌　第９６号　大正６．７ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-3 会誌　第１０９号　大正８．５ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-4 会誌　第１１７号　大正９．１１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-5 会誌　第１１９号　大正１０．２ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-6 会誌　第１２４号　大正１１．２ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-7 会誌　第１２５号　大正１１．５ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-8 会誌　第１２６号　大正１１．８ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-9 会誌　第１２７号　大正１１．１０ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-10 会誌　第１２８号　大正１１．１２ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-11 会誌　第１３０号　大正１２．６ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-12 会誌　第１３１号　大正１３．１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-13 会誌　第１３２号　大正１３．３ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-14 会誌　第１３３号　大正１３．６ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-15 会誌　第１３４号　大正１３．１０ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-16 会誌　第１３５号　大正１４．１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-17 会誌　第１３６号　大正１４．４ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-18 会誌　第１３７号　大正１４．７ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-19 会誌　第１３８号　大正１４．１０ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-20 会誌　第１３９号　大正１５．１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-21 会誌　第１４０号　大正１５．４ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-22 会誌　第１４０号　大正１５．７ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-23 会誌　第１４２号　大正１５．１０ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-24 会誌　第１４３号　昭和２．１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-25 会誌　第１４４号　昭和２．４ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-26 会誌　第１４５号　昭和２．７ 海軍機関学会



令和５年４月４日

⑧参考-会誌-27 会誌　第１４６号　昭和２．１１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-28 会誌　第１４７号　昭和３．１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-29 会誌　第１４８号　昭和３．４ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-30 会誌　第１４９号　昭和３．７ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-31 会誌　第１５０号　昭和３．１０ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-32 会誌　第１５１号　昭和４．１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-33 会誌　第１５２号　昭和４．４ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-34 会誌　第１５３号　昭和４．７ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-35 会誌　第１５４号　昭和４．１０ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-36 会誌　第１５６号　昭和５．４ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-37 会誌　第１５７号　昭和５．７ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-38 会誌　第１５８号　昭和５．１０ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-39 会誌　第１５９号　昭和６．１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-40 会誌　第１６０号　昭和６．４ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-41 会誌　第１６１号　昭和６．７ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-42 会誌　第１６２号　昭和６．１０ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-43 会誌　記念号　昭和６．１２ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-44 会誌　第１６３号　昭和７．１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-45 会誌　第１６４号　昭和７．４ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-46 会誌　第１６５号　昭和７．７ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-47 会誌　第１６０号　昭和７．１０ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-48 会誌　第１６８号　昭和８．４ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-49 会誌　第１６９号　昭和８．７ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-50 会誌　第１７０号　昭和８．９ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-51 会誌　第１７１号　昭和８．１１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-52 会誌　第１７２号　昭和９．１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-53 会誌　第１７３号　昭和９．３ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-54 会誌　第１７４号　昭和９．５ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-55 会誌　第１７５号　昭和９．７ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-56 会誌　第１７６号　昭和９．９ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-57 会誌　第１７９号　昭和１０．３ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-58 会誌　第１８０号　昭和１０．５ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-59 会誌　第１８２号　昭和１０．９ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-60 会誌　号外　昭和９．１２ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-61 豆形煉炭及角形煉炭に関する実験　大正５．１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-62 巡洋戦艦機関計画要領　大正５．３ 海軍機関学会



令和５年４月４日

⑧参考-会誌-63 会誌　第１３９号（別冊）　大正１５．１ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-64 会誌　第１４０号附録　大正１５．４ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-65 海軍機関学会誌　自第１１５号～至第１３０号　大正９．７ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-66 海軍機関学会誌　自第１３１号～至第１３４号　大正１３ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-67 海軍機関学会誌　自第１３９号～至第１４２号　大正１５ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-68 海軍機関学会会誌　第１４０号　大正１５．４ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-69 海軍機関学会誌　自第１４０号～至第１４５号　大正１５．４ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-70 海軍機関学会誌附録　第１４１号　大正１５．７ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-71 海軍機関学会会誌　大正１５年度 海軍機関学会

⑧参考-会誌-72 海軍機関学会会誌　自第１４３号～至第１４６号　昭和２年 海軍機関学会

⑧参考-会誌-73 海軍機関学会誌　自第１４６号～至第１５１号　昭和２ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-74 海軍機関学会会誌　昭和３ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-75 海軍機関学会会誌　自第１４７号～至第１５０号　昭和３年度 海軍機関学会

⑧参考-会誌-76 海軍機関学会会誌　自第１５１号～至第１５４号　昭和４年度 海軍機関学会

⑧参考-会誌-77 海軍機関学会誌　自第１５２号～至第１５６号　昭和４～昭和５ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-78 海軍機関学会会誌　昭和４年度 海軍機関学会

⑧参考-会誌-79 海軍機関学会会誌　自第１５５号～至第１５８号　昭和５年度 海軍機関学会

⑧参考-会誌-80 海軍機関学会誌　自第１５８号～至第１６０号　昭和５～昭和６ 海軍機関学会

⑧参考-会誌-81 海軍機関学会会誌　昭和６年度 海軍機関学会

⑧参考-会誌-82 海軍機関学会会誌　自第１６３号～至第１６６号　昭和７年度 海軍機関学会

⑧参考-会誌-83 海軍機関学会会誌　自第１６７号～至第１７１号　昭和８年度 海軍機関学会

⑧参考-会誌-84
海軍機関学会会誌　自第１９０号～至第１９９号　昭和１２～昭和１
３

海軍機関学会

⑧参考-会誌-85
海軍機関学会会誌　自第２００号～至第２０４号　昭和１３～昭和１
４

海軍機関学会

⑧参考-会誌-86 海軍機関学会誌　自第２２０号～至第２２４号　昭和１８年 海軍機関学会

⑧参考-会誌-87 主計会報告　第１３９号　昭和１４．５ -

⑧参考-会誌-88 主計会報告　第１４０号　昭和１４．７ -

⑧参考-会誌-89 主計会報告　第１４１号　昭和１４．９ -

⑧参考-会誌-90 主計会報告　第１４２号　昭和１４．１１ -

⑧参考-会誌-91 主計会報告　第１４３号　昭和１５．１ -

⑧参考-会誌-92 主計会報告　第１４４号　昭和１５．３ -

⑧参考-会誌-93 主計会報告　第１４５号　昭和１５．５ -

⑧参考-会誌-94 主計会報告　第１４６号　昭和１５．７ -

⑧参考-会誌-95 主計会報告　第１４７号　昭和１５．９ -

⑧参考-会誌-96 主計会報告　第１４８号　昭和１５．１１ -

⑧参考-会誌-97 主計会報告　第１４９号　昭和１６．１ -

⑧参考-会誌-98 主計会報告　第１５１号　昭和１６．５ -
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⑧参考-会誌-99 主計会報告　第１５３号　昭和１６．９ -

⑧参考-会誌-100 主計会報告　第１５４号　昭和１６．１１ -

⑧参考-会誌-101 主計会報告　第１５５号　昭和１７．１ -

⑧参考-会誌-102 主計会報告　第１５６号　昭和１７．３ -

⑧参考-会誌-103 主計会報告　第１５７号　昭和１７．５ -

⑧参考-会誌-104 主計会報告　第１５９号　昭和１７．９ -

⑧参考-会誌-105 主計会報告　第１６０号　昭和１７．１１ -

⑧参考-会誌-106 海軍雑誌　第２７～３７号　明治１８．４～１０月 軍事部第４課

⑧参考-会誌-107 海軍雑誌　（第２７～３７号）　明治１８．４～１０月 軍事部第４課

⑧参考-会誌-108 海軍雑誌　（第４９～５８号）　明治１９．５～１０月 参謀本部海軍部

⑧参考-会誌-109 海軍雑誌　（第９３～９８号）　明治２１．４～６月 参謀本部海軍部

⑧参考-会誌-110 主計會報告　第１６７号　昭和１９年７月 -

⑧参考-会誌-111 防長倶楽部　第７回總會記事 -

⑧参考-会誌-112
昭和４年秋東京に於て開催　万国工機会議に発表論文　昭和５年
３月刊行　号外

海軍機関学会

⑧参考-会誌-113 海行かば　第６２．６４号　昭和１２年１１月 -

⑧参考-会誌-114
各種炭陸上試焚成績表　各種炭分析試験成績表　内外部油分析
試験成績表（開始第５巻第３号附録）

-

⑧参考-会誌-115 会誌第４６、４７、４８、４９号号外 -

⑧参考-会誌-116 会誌第５０、５１、５２、５５、７１（続）号 海軍機関学会

⑧参考-会誌-117 互和　支那事変特別号 第５８期会

⑧参考-会誌-118 互和　会報第３号 第５８期会

⑧参考-会誌-119 互和　会報第６号 第５８期会

⑧参考-会誌-120 互和　Nｏ．１ 互和会世話人会

⑧参考-会誌-121 海軍機関学会誌 自第１８５号　至第１９４号 海軍機関学会

⑧参考-会誌-122 ジュツトランド海戦回顧録 海軍機関学会

⑧参考-雑誌-1 海軍雑誌　海と空　（オール潜水艦特輯）　昭和８年６月号 -

⑧参考-雑誌-2 海軍雑誌　海と空　昭和９年　２．４．６．７．１０．１１．１２月号 -

⑧参考-雑誌-3 海軍雑誌　海と空　昭和１０年　２．５．６．８．１０．１１月号 -

⑧参考-雑誌-4 海軍雑誌　海と空　昭和１１年　１．２．３．５．８．１１．１２月号 -

⑧参考-雑誌-5 海軍雑誌　海と空　昭和１２年　１．２．４．７．１１月号 -

⑧参考-雑誌-6 海軍雑誌　海と空　昭和１３年　１～６月号 -

⑧参考-雑誌-7 海軍雑誌　海と空　昭和１３年　７～１２月号 -

⑧参考-雑誌-8 海軍雑誌　海と空　昭和１５年　５．１２月号 -

⑧参考-雑誌-9 海軍雑誌　海と空　（大東亜戦争写真第１輯）　昭和１７年１月号 -

⑧参考-雑誌-10 海軍雑誌　海と空　（太平洋撃滅戦写真第２輯）　昭和１７年２月号 -

⑧参考-雑誌-11 海軍雑誌　海と空　（背信の伊太利艦隊）　昭和１８年１０月号 -

⑧参考-雑誌-12 雑誌　海国少年　第６号～１２号　明治３２年 -
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⑧参考-雑誌-13 在米婦人之友　「帝国練習艦隊歓迎号」　昭和２年８月１０日 -

⑧参考-雑誌-14 雑誌　海之日本　第１２３～第１３３号　昭和１１年　１月～１１月号 -

⑧参考-雑誌-15 雑誌　海之日本　第１６２　昭和１３年　１１月号 -

⑧参考-雑誌-16
雑誌　海之日本　第１６６．１７４．１７８号　昭和１４年　２月．８月．
１１月号

-

⑧参考-雑誌-17
雑誌　海之日本　第１８２．１８６．１９０．１９４号　昭和１５年　２月．
５月．８月．１１月号

-

⑧参考-雑誌-18
雑誌　海之日本　第１９８．２０２．２０６．２０１号　昭和１６年２月．５
月．８月．１１月号

-

⑧参考-雑誌-19
雑誌　海之日本　第２１４．２２２．２２６号　昭和１７年　２月．８月．
１１月号

-

⑧参考-雑誌-20 雑誌　海之日本　第２３０．２３４号　昭和１８年　２月．５月号 -

⑧参考-雑誌-21 雑誌　海軍グラフ　昭和９年　４．５．８．９月号 -

⑧参考-雑誌-22 雑誌　海軍グラフ　昭和１０年　３．６．８．９．１０．１２月号 -

⑧参考-雑誌-23 雑誌　海軍グラフ　昭和１１年　２．３．７．８．９月号 -

⑧参考-雑誌-24 雑誌　海軍グラフ　昭和１２年　１．３．６．７．８月号 -

⑧参考-雑誌-25 雑誌　海軍グラフ　昭和１３年　７．８．１２月号 -

⑧参考-雑誌-26 海軍省海軍軍事普及部小冊子　「時局宣伝に関する所見」 海軍省海軍軍事普及部

⑧参考-雑誌-27 海軍省海軍軍事普及部小冊子　昭和５年～７年 海軍省海軍軍事普及部

⑧参考-雑誌-28 海軍省発行小冊子　明春の軍縮会議に就て　昭和６年 海軍省

⑧参考-雑誌-29
海軍省発行小冊子　・満洲事変と我海軍の警備状況　・明春の軍
縮会議に就て　・海軍記念日講演資料

海軍省

⑧参考-雑誌-30
海軍省発行小冊子　・軍縮関係　・上海事変関係　・勅諭奉載５０
年を迎へ奉りて　昭和７年

海軍省

⑧参考-雑誌-30_2 勅諭奉載５０年を迎え奉りて 昭和７年４月 陸軍省、海軍省

⑧参考-雑誌-31 海軍省海軍軍事業及部　小冊子　昭和８年 海軍省海軍軍事普及部

⑧参考-雑誌-32 海軍省発行　小冊子　・護国　昭和８年 海軍省

⑧参考-雑誌-33
海軍省発行　小冊子　・来年の海軍軍縮会議に関する条約規定等
に就て　・日本海海戦の実績と軍縮問題

海軍省

⑧参考-雑誌-34 海軍省海軍軍事普及部　小冊子　昭和９年 海軍省海軍軍事普及部

⑧参考-雑誌-35 海軍省海軍軍事普及部　小冊子　昭和１１年 海軍省海軍軍事普及部

⑧参考-雑誌-36 海軍省海軍軍事普及部　小冊子　昭和１２年 海軍省海軍軍事普及部

⑧参考-雑誌-37 海軍省海軍軍事普及部　小冊子　昭和１３年 海軍省海軍軍事普及部

⑧参考-雑誌-38 海軍省海軍軍事普及部　小冊子　昭和１４年 海軍省海軍軍事普及部

⑧参考-雑誌-39 海軍省海軍軍事普及部　小冊子　昭和１５年 海軍省海軍軍事普及部

⑧参考-雑誌-40
雑誌　海行かば　第５２～第１１５号　（Ｓ．１２．１．１）　（Ｓ．１４．１
２．１）

-

⑧参考-雑誌-41 真珠湾雷撃秘話　昭和１２年１２月～１６年１２月 -

⑧参考-雑誌-42 海軍雑誌附録海岸城堡攻守論　第１、２、３、４、５、６編 軍事部第四課

⑧参考‐雑誌-43 若桜　第２号 第６７期会

⑧参考‐雑誌-44 若桜　第３号 第６７期会

⑧参考‐雑誌-45 若桜　第４号 第６７期会

⑧参考‐雑誌-46 若桜　第５号 第６７期会

⑧参考-写真-1 明治時代初期から中期に至る帝国海軍写真 -
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⑧参考-写真-2_2
昭和１２年頃　文部省屋上より撮影した海軍官衙全景写真　（復
製）　昭和１２頃

-

⑧参考-写真-3 軍令部　海軍省首脳者を含む記念写真　等　昭和１４～１８ -

⑧参考-写真-4 海軍主要職員集合写真　（艦隊及部隊） -

⑧参考-写真-5 大本宮海軍部職員写真　（含官衙関係） -

⑧参考-写真-6 海軍主要職員写真（個人別） -

⑧参考-写真-7 牛島陸軍大将陸軍省副官当時の関係会合写真帳 -

⑧参考-写真-8 海軍省における行事の記念写真　（榎本重治氏写真帳） -

⑧参考-写真-9
軍令部総長．海軍大臣主催会合の記念写真　（昭和１８年におけ
る）

-

⑧参考-写真-10
連合艦隊司令長官　各艦隊長官参謀長（首席参謀以上）　会合記
念写真

-

⑧参考-写真-11 昭和２０年　初春　大和艦上　第２艦隊司令長官　同幕僚写真 -

⑧参考-写真-12 舞鶴鎮守府司令長官　歴代写真帖 日立造船（株）　舞鶴工場

⑧参考-写真-13
杉山中将（第３南遣艦隊司令長官）　アルバム．比島方面海軍作
戦

-

⑧参考-写真-14 中沢海軍中将関係写真帖 -

⑧参考-写真-15 小林仁海軍中将　海軍勤務写真帳 -

⑧参考-写真-16 元海軍大佐　大橋富士郎写真帳　（飛行学生練習生の部） -

⑧参考-写真-17 元海軍大佐　大橋富士郎写真帳　（其の１） -

⑧参考-写真-18 元海軍大佐　大橋富士郎写真帳　（其の２） -

⑧参考-写真-19 石橋甫史料写真帳　（日清戦後当時軍艦松島を主としたもの） -

⑧参考-写真-20 鈴木英　海軍中佐写真帖　（その１）　大正１４～１５年頃 -

⑧参考-写真-21 鈴木英　海軍中佐写真帖　（その２）　大正１４～１５年頃 -

⑧参考-写真-22 白濱栄一海軍大佐アルバム　（支那．仏印方面）　昭和１２～１６ -

⑧参考-写真-23 岩佐中佐軍服袖口写真 -

⑧参考-写真-24 鷹尾卓海　海軍大佐写真帖 -

⑧参考-写真-25 岩村清一　海軍中将写真帖 -

⑧参考-写真-26 クエゼリン及びルオット　航空写真 -

⑧参考-写真-27 アンボン．モレスビー．ケンダリー　飛行場写真 -

⑧参考-写真-28 ウェーキ．ラバウル．ナウル島関係基地　写真（大橋部隊） -

⑧参考-写真-29 ショウトランド航空基地写真 -

⑧参考-写真-30 加賀搭乗員及ラバウル附近　写真 -

⑧参考-写真-31 南方基地写真　第１８航空隊 -

⑧参考-写真-32 キスカ湾写真 -

⑧参考-写真-33 海軍航空基地写真集　（其の１） -

⑧参考-写真-34 第４０設営隊のコタラジャ　第２航空基地写真集 -

⑧参考-写真-35 南洋群島航空基地写真 -

⑧参考-写真-36 南西方面海軍基地写真集 -

⑧参考-写真-37 海軍飛行場及び基地関係写真 -
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⑧参考-写真-38 海軍航空基地写真集 -

⑧参考-写真-39
横須賀海軍航空隊　基地調査航空写真　（比島ニューギニア西部
方面）　昭和１８．１１．１４～１２．４

-

⑧参考-写真-40 海軍航空隊関係写真係　（南西方面） -

⑧参考-写真-41 第５２１航空隊（鵬部隊）関係　写真資料 -

⑧参考-写真-42 震電写真 -

⑧参考-写真-43 海軍航空隊関係写真集　（南西方面　中部太平洋方面写真） -

⑧参考-写真-44 第１２航空機隊幹部写真集　（緒戦時） -

⑧参考-写真-45 航空機関係写真 -

⑧参考-写真-46 南支海軍航空作戦写真帖 -

⑧参考-写真-47 第３航空隊関係写真 -

⑧参考-写真-48
第１４海軍航空隊　艦戦隊の活動関係写真帖　昭和１４　．９～１
５．９

-

⑧参考-写真-49 三空関係写真帖 -

⑧参考-写真-50 鹿屋空関係写真帖 -

⑧参考-写真-51 第６５２空（２ｓｆ）搭乗員写真資料 -

⑧参考-写真-52 鹿屋航空隊関係写真 -

⑧参考-写真-53 軍艦迅鯨と同艦首御紋章 -

⑧参考-写真-54 初代．２代軍艦龍驤関係　写真 -

⑧参考-写真-55 昭和９年１万屯級巡洋艦の写真 -

⑧参考-写真-56 第２特務艦隊第１１駆逐隊　駆逐隊（榊）被害状況写真 -

⑧参考-写真-57 撃沈米潜浮出物写真 -

⑧参考-写真-58 南方占領地域記念写真 -

⑧参考-写真-59 工作艦山彦丸　明石における損傷艦写真 -

⑧参考-写真-60 第２根拠地隊第２２根拠地隊作戦関係写真集 -

⑧参考-写真-61 仏印監視委員会記念写真　昭和１５．８～１５．９ -

⑧参考-写真-62 伊国海軍に関する著名写真史料 -

⑧参考-写真-63 海軍航空隊征獨記念写真帖 -

⑧参考-写真-64 太平洋戦争関係写真一覧表 -

⑧参考-写真-65 中国中央海軍学校写真 -

⑧参考-写真-66 川崎汽船（株）社船写真 -

⑧参考-写真-67 日本郵船（株）社船写真 -

⑧参考-写真-68 大津水上練習機写真 -

⑧参考-写真-69 土耳古海軍留学生と海大職員記念撮影写真　昭和１８．３ -

⑧参考-写真-70
第２３特別根拠地隊関係写真　軍艦常盤南洋巡航時の記念写真
昭和１５．５．８

-

⑧参考-写真-71 第２設営班の作戦写真　（ダバオ．バリックパパン） -

⑧参考-写真-72 機動部隊関係写真帖 -

⑧参考-写真-73 南西方面に於ける米英蘭連合艦隊攻撃写真 -
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⑧参考-写真-74 珊瑚海々戦写真集１／２ -

⑧参考-写真-75 珊瑚海々戦写真集２／２ -

⑧参考-写真-76 珊瑚海々戦写真集 -

⑧参考-写真-77 セイロン作戦及び珊瑚海々戦写真 -

⑧参考-写真-78 航空写真　真珠湾ウェーキ島　印度洋方面作戦時 -

⑧参考-写真-79 ボーゲンビル島戦跡写真 -

⑧参考-写真-80 ソロモン諸島方面写真 -

⑧参考-写真-81 揚子江遡江作戦写真集 -

⑧参考-写真-82 艦艇及び航空機写真 -

⑧参考-写真-83 蒼穹（甲種飛行予科練習生） -

⑧参考-写真-84 第１０１空廠関係写真 -

⑧参考-写真-85 昭和３７年度　練習艦隊シドニー寄港写真 -

⑧参考-写真-86 中国警備関係写真集 -

⑧参考-写真-87 複座に改造した零式艦上戦闘機の写真 -

⑧参考-写真-88 北方勤務の思い出　（相良辰雄） -

⑧参考-写真-89 航空母艦瑞鶴等写真　昭和１６．４～１８．３ -

⑧参考-写真-90 北方方面水上機部隊写真集 -

⑧参考-写真-91 キスカ島写真帖 -

⑧参考-写真-92 北方部隊関係写真　（キスカ．アッツ） -

⑧参考-写真-93 南西方面占領地行政関係写真集 -

⑧参考-写真-94
アッツ島沖海戦に於ける米軍の煙幕展張那智にて写す　昭和１
８．３．２７

-

⑧参考-写真-95 第１２特別根拠地隊記念写真（於ラングーン）　昭和１７年 -

⑧参考-写真-96 廣瀬武夫　海軍中佐の遺髪　佐世保通過の写真 -

⑧参考-写真-97 航空母艦飛竜　被害状況写真 -

⑧参考-写真-98 昭和３７年２月　錦隊（元鳳隊）の思い出 ビンタンチモール会

⑧参考-写真-100 軍艦長良西貢巡遣中の写真　抜萃 -

⑧参考-写真-101 仏印監視団　アルバム -

⑧参考-写真-102 トラック諸島．春島錨地碇泊中の戦艦　大和武蔵 -

⑧参考-写真-103 広島被害地写真帖 -

⑧参考-写真-104 尼港事件第３艦隊関係写真　大正９．３～９．１０ -

⑧参考-写真-105 機動部隊関係写真帖 -

⑧参考-写真-106 相良丸仏印マレー方面作戦写真帖 -

⑧参考-写真-107 南東方面海軍作戦関係写真帖 -

⑧参考-写真-108 南西方面海軍作戦関係 -

⑧参考-写真-109 艦艇写真集 -

⑧参考-写真-110 相良丸仏印マレー方面作戦写真帖　（その１） -
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⑧参考-写真-111 塚本克熊大佐日露戦争　日本海々戦 -

⑧参考-写真-112 昭和７年上海事変関係写真 -

⑧参考-写真-113 昭和１４年支那事変写真集 -

⑧参考-写真-114 第１次上海事変写真帳 -

⑧参考-写真-115 航空関係写真　（対潜関係兵器一覧） -

⑧参考-写真-116 戦艦武蔵戦没３５周年　比島方面慰霊記念アルバム -

⑧参考-写真-118 海軍首脳者会合の写真 -

⑧参考-写真-119 （揚子江案内全）支那方面艦隊司令部 -

⑧参考-写真-120 写真集　「中攻隊の戦歴」Ｎｏ．１ 株式会社サングラフ

⑧参考-写真-121 写真集　中攻隊の戦歴」Ｎｏ．２ 株式会社サングラフ

⑧参考-写真-122 写真集　中攻隊の戦歴　Ｎｏ．３ 株式会社サングラフ

⑧参考-写真-123 写真集　中攻隊の戦歴　Ｎｏ．４ 株式会社サングラフ

⑧参考-写真-124 写真集　中攻隊の戦歴　Ｎｏ．５ 株式会社サングラフ

⑧参考-写真-125 写真集　中攻隊の戦歴　Ｎｏ．６ 株式会社サングラフ

⑧参考-写真-126 写真集　中攻隊の戦歴　Ｎｏ．７ -

⑧参考-写真-127 写真集　中攻隊の戦歴　Ｎｏ．８ 株式会社サングラフ

⑧参考-写真-128
昭和２０年３月１１日ウルシー攻撃に発進の梓特別攻撃隊鹿屋基
地出撃記録写真

-

⑧参考-写真-129 中部太洋方面海軍関係写真 -

⑧参考-写真-130 英国航空母艦方位角写真帖　昭和１７年７月２０日 -

⑧参考-写真-131 ２５０噸標準型　第２郵船丸建造記念 徳島市徳島工業株式会社

⑧参考-写真-132 青島 光陽社

⑧参考-写真-133 暹羅国海軍御注文　練習艦建記念写真　昭和１２．６ 浦賀船渠株式会社

⑧参考-写真-134 旅順閉塞戦記念帖 -

⑧参考-写真-135 夏島憲法起草　遺跡記念帖 -

⑧参考-写真-136 第一次大戦　英独関係写真 -

⑧参考-写真-137 製油関係　「トッピング」被害状況写真 -

⑧参考-写真-138 パレンバン第１．第２製油所写真帳 -

⑧参考-写真-139 支那事変記念写真帖 第１６航空隊　軍艦神川丸

⑧参考-写真-140 歴史的　写真篇 -

⑧参考-写真-141 写真集 久保田久晴

⑧参考-写真-142 靖国神社臨時祭記念写真帖　昭和１１．４ 靖国神社臨時祭委員

⑧参考-写真-143 靖国神社臨時大祭記念写真帖　昭和１２．４ 靖国神社臨時大祭委員

⑧参考-写真-144 靖国神社臨時大祭記念写真帖　昭和１３．４ 靖国神社臨時大祭委員

⑧参考-写真-145 靖国神社臨時大祭記念写真帖　昭和１３．１０ 靖国神社臨時大祭委員

⑧参考-写真-146 靖国神社臨時大祭記念写真帖　昭和１４．４ 靖国神社臨時大祭委員

⑧参考-写真-147 靖国神社臨時大祭記念写真帖　昭和１４．１０ 靖国神社臨時大祭委員
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⑧参考-写真-148 靖国神社臨時大祭記念写真帖　昭和１５．４ 靖国神社臨時大祭委員

⑧参考-写真-149 靖国神社臨時大祭記念写真帖　昭和１５．１０ 靖国神社臨時大祭委員

⑧参考-写真-150 靖国神社臨時大祭記念写真帖　昭和１６．４ 靖国神社臨時大祭委員

⑧参考-写真-151 靖国神社臨時大祭記念写真帖　昭和１６．１０ 靖国神社臨時大祭委員

⑧参考-写真-152 靖国神社臨時大祭記念写真帖　昭和１７．１０ 靖国神社臨時大祭委員

⑧参考-写真-153 靖国神社臨時大祭記念写真帖　昭和１７．１０ 靖国神社臨時大祭委員

⑧参考-写真-154 練習艦隊遠航記念　明治３６．１１ 練習艦隊遠航記念帳編纂委員

⑧参考-写真-155 大正１年度　練習艦隊記念　大正１年 練習艦隊記念帳編纂委員

⑧参考-写真-156
軍艦千歳練習航海記念　（第２５期海軍機関少尉候補生）　大正
５．８．２０

軍艦千歳編纂

⑧参考-写真-157 練習艦隊遠航記念　大正６．１２．２７ 練習艦隊編纂委員

⑧参考-写真-158 大正１４年度　練習艦磐手巡航記念　大正１４ 練習艦磐手

⑧参考-写真-159 昭和２年度　練習艦隊巡航記念　昭和２ 練習艦隊司令部

⑧参考-写真-160 昭和３年度　練習艦隊巡航記念　昭和３ 練習艦隊司令部

⑧参考-写真-161 昭和４年度　練習艦隊巡航記念　昭和４ 練習艦隊司令部

⑧参考-写真-162 昭和４年度　練習艦隊巡航記念　昭和４ 練習艦隊司令部

⑧参考-写真-163 昭和５～６年度　練習艦隊巡航記念　昭和５～６ 練習艦隊司令部

⑧参考-写真-164 昭和５～６年度　練習艦隊巡航記念　昭和５～６ 練習艦隊司令部

⑧参考-写真-165 昭和６～７年度　練習艦隊巡航記念　昭和６～７ 練習艦隊司令部

⑧参考-写真-166 昭和８～９年度　練習艦隊記念写真帖　昭和８～９ 練習艦隊司令部

⑧参考-写真-167 昭和１１年度　練習艦隊巡航記念　昭和１１ 練習艦隊司令部

⑧参考-写真-168 昭和１２年度　練習艦隊巡航記念　昭和１２ 練習艦隊司令部

⑧参考-写真-169 昭和１２年度　練習艦隊巡航記念　昭和１２ 練習艦隊司令部

⑧参考-写真-169_2 練習艦隊巡航記念　昭和１２年度 昭和１２年度練習艦隊司令部

⑧参考-写真-170 日露戦争写真帖 金港堂書籍株式会社

⑧参考-写真-171 日露戦争時写真綴 -

⑧参考-写真-172 遣英艦隊記念　明治４５．６．２４ 遣英艦隊記念帖編纂委員

⑧参考-写真-173 遣英艦隊記念　明治４５．６．２４ 遣英艦隊記念帖編纂委員

⑧参考-写真-174 ｛海軍兵学校　教育参考館｝　写真館　昭和３ -

⑧参考-写真-175 上海事変 -

⑧参考-写真-176 南洋群島写真帖　昭和７ 南洋協会　南洋群島支部

⑧参考-写真-177 南洋群島写真帖　昭和７ 南洋庁

⑧参考-写真-178 軍艦長門　昭和１２ -

⑧参考-写真-179 全日本外地写真帖　昭和１２．５ 東海通信社調査部

⑧参考-写真-180 南洋占領地写真帖 -

⑧参考-写真-181 青島方面写真帖 -

⑧参考-写真-182 使用不能魚雷艇　雑船写真集 -
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⑧参考-写真-183 行動不能艦艇写真集
佐世保管船部　関門出張所管
船課

⑧参考-写真-184 ４等水兵修業記念　昭和１２．１入団 横須賀海兵団

⑧参考-写真-185 ４等主計兵修業記念　昭和１７．１入団 -

⑧参考-写真-186 航空機集 -

⑧参考-写真-187 練習艦隊巡航記念　大正１０～１１ 練習艦隊司令部

⑧参考-写真-188 遠航記念　明治４０ 記念写真帖編纂委員

⑧参考-写真-189 山本権兵衛大将　所有の写真 -

⑧参考-写真-190 海軍大将山本権兵衛氏の保有した軍艦伊吹アルバム　大正３．８ -

⑧参考-写真-191 海軍大将山本権兵衛氏の保有した写真　（２１枚） -

⑧参考-写真-192 山本海軍少将アルバム　（その１） -

⑧参考-写真-193 山本海軍少将アルバム　（その２） -

⑧参考-写真-194 山本海軍少将アルバム　（その３） -

⑧参考-写真-195 噫山本元帥　昭和１９．８ 山本元帥編纂会

⑧参考-写真-197 大礼特別観艦式　大礼中の帝国海軍　昭和３年 海軍省

⑧参考-写真-198 大日本帝国委任統治他　南洋群島地理風俗大観　昭和７．５ 保仙寅太郎

⑧参考-写真-199 支那事変記念写真帖　昭和１２．７～１４．７ 海軍省

⑧参考-写真-200 揚子江案内　全　昭和１５．３ 支那方面艦隊司令部

⑧参考-写真-201 海軍小演習写真帖　大正１５年 -

⑧参考-写真-202 支那事変記念写真帖　自昭和１２年７月　至昭和１４年７月 海軍省

⑧参考-写真-203 皇太子殿下御渡欧　第３艦隊記念写真帖　大正１０年 第３艦隊司令部

⑧参考-写真-205 思い出　昭和１６年 横須賀海兵団

⑧参考-写真-206 大日本帝国戦艦　「安芸」　写真 -

⑧参考-写真-207 艦艇写真 山田順彦　資料

⑧参考-写真-208_1 海鷹艦上写真 -

⑧参考-写真-209 海軍航空機写真 山田順彦　資料

⑧参考-写真-210
戦艦「松島」馬公停泊爆沈後の殉職者合同慰霊祭（明治４１年４月
海軍兵学校卒業後の遠洋航海途次の少尉候補生の霊）

-

⑧参考-写真-211 海軍徴傭船写真 山田順彦　資料

⑧参考-写真-212 徴傭船（民間）写真 山田順彦　資料

⑧参考-写真-213 大東亜戦争記念写真帖 大橋部隊

⑧参考-写真-214
高松宮．宣仁親王　生徒となられたる際の写真　５０．５１．５２期生
徒（各３００名）

-

⑧参考-写真-215 海軍潜水学校（呉）　第６潜水艇　写真２枚　説明図表 -

⑧参考-写真-216 射撃訓練写真　（標的敷設艦「阿蘇」）　昭和７年８月８日 -

⑧参考-写真-217 帝国海軍　航空機沿革写真帳　自．明治４５年　至．昭和７年 -

⑧参考-写真-218 １０年式戦闘機艦上写真　大正１２．１４年 -

⑧参考-写真-219 艦艇写真収録帳 -

⑧参考-写真-220 支那事変　戦跡視察写真帳 -
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⑧参考-写真-221 支那事変記念写真帖 -

⑧参考-写真-222 第６８期　卒業記念写真帖 -

⑧参考-写真-223 東台湾展望 -

⑧参考-写真-224 特別大演習写真帖　昭和５年 -

⑧参考-写真-225 特別大演習写真帖　昭和８年 -

⑧参考-写真-226 海軍兵学校　教育参考館写真帖 -

⑧参考-写真-227 旅順閉塞戦記念帖 -

⑧参考-写真-228 海軍兵学校　第５８期　卒業記念　写真帖　互和の光 -

⑧参考-写真-229 軍艦高雄准士官以上写真　昭和１７年１月１日現在 -

⑧参考-写真-230 練習艦隊巡航記念　昭和４年度 -

⑧参考-写真-231 支那事変記念写真帖　昭和１２．７～１４．７ 海軍省

⑧参考-写真-232 古賀元帥葬儀　附　真珠湾攻撃写真　「ハーミス」撃沈 -

⑧参考-写真-233 ムツ．アルバム　後編　２０．１１．２ 戦艦　陸奥

⑧参考-写真-234
日本陸軍．海軍．米軍の一部写真　・航空機．艦艇　・義烈空挺隊
・インパール作戦発動時の１５軍幹部

-

⑧参考-写真-235 海軍兵学校　第４９期記念写真 -

⑧参考-写真-236 大正１４年度　第１艦隊戦艦「扶桑」　第１０分隊隊員一同 軍艦「扶桑」第１０分隊

⑧参考-写真-237 高松宮宣仁親王殿下と合同記念写真 部隊名不明

⑧参考-写真-238 ＴＨＥ　ＢＡＴＴＬＥ　ＯＦ　ＳＹＤＮＥＹ　（特殊潜航艇に関する写真） -

⑧参考-写真-239 特潜会関係写真集　１／４ -

⑧参考-写真-240 特潜会関係写真集　２／４ -

⑧参考-写真-241 特潜会関係写真集　３／４ -

⑧参考-写真-242 特潜会関係写真集　４／４ -

⑧参考-写真-243 大東亜戦争に参加した日本商船隊　１　（絵画写真） -

⑧参考-写真-244 大東亜戦争に参加した日本商船隊　２　（絵画写真） -

⑧参考-写真-245 大東亜戦争に参加した日本商船隊　３　（絵画写真） -

⑧参考-写真-246 大東亜戦争に参加した日本商船隊　４　（絵画写真） -

⑧参考-写真-247 江田島の思い出　第５１期 -

⑧参考-写真-248 軍艦加賀記念写真集　昭和１３年 -

⑧参考-写真-249 独国派遣潜水艦写真 -

⑧参考-写真-250 タラワ日本軍関係写真　元米海兵隊　スタンレー氏提供 -

⑧参考-写真-251
終戦関係写真　（ＦＲＯＭ　ＴＨＥ　ＳＴＡＮＬＥＹ　Ｃ．ＪＥＲＳＥＹ　ＣＯＬ
ＬＥＣＴＩＯＮ）

-

⑧参考-写真-252 海軍大演習写真帖　明治４１．１０～１１月 -

⑧参考-写真-253 海軍大演習写真帖　大正１年 大島史料

⑧参考-写真-254 通信教育　海軍写真帖　大正２年５月 -

⑧参考-写真-255 明治大帝御写真帖　大正１５年 -

⑧参考-写真-256 軍艦満洲行動記念　大正１５年５月～１０月 -
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⑧参考-写真-257 軍艦北上南洋巡航記念　昭和４年 -

⑧参考-写真-258
チモール島メナド作戦　海軍降下（落下傘）部隊写真　昭和１７年１
月１１日

（本間海軍報道班員撮影）

⑧参考-写真-259 第４１期海軍少尉候補生　練習航海記念　大正２．１２～大正３．８ -

⑧参考-写真-260 旧獨潜水艦回航　記念写真帖　１９１８～１９１９ -

⑧参考-写真-261 第４３潜水艦　殉難乘員４５士の遺墨及遺品　（写真） -

⑧参考-写真-262 練習航海記念　大正１１．１２年 -

⑧参考-写真-263
我等が海の生命線　南洋写真帖　｛サイパン島　テニアン島　ロタ
島｝之巻

-

⑧参考-写真-264 布哇在住　日本人５０年記念写真帖 河村重博

⑧参考-写真-265 支那事変　記念写真帖　昭和１２年７月～１４年７月 海軍省

⑧参考-写真-266 軍艦陸奥記念写真帳　昭和１３年 -

⑧参考-写真-267 大日本帝国軍艦帖　明治２年～２７年 -

⑧参考-写真-268 海軍大演習写真帖　明治４１年 -

⑧参考-写真-269 遣英艦隊記念　明治４４年 -

⑧参考-写真-270
練習船大成丸第８次遠洋航海　世界周航写真帖　「翔鵬」　明治４
５年

-

⑧参考-写真-271 海軍大演習写真帖　大正１年 -

⑧参考-写真-272 特別観艦式　海軍大演習写真帖　大正４年 -

⑧参考-写真-273
堪察　カロ　（カムチャッカ）　警備記念写真帖　軍艦　千歳　大正１
０年

-

⑧参考-写真-274 日本帝国委任統治　南洋群島写真帖　大正１０年 海軍省編纂

⑧参考-写真-275 海軍大演習写真帖　大正１３年 -

⑧参考-写真-276 練習艦隊巡航記念　大正１３年．１４年 -

⑧参考-写真-277 日本陸戦隊　上陸警備記念写真帖　昭和２年．３年 -

⑧参考-写真-278 大禮特別観艦式　大禮中の帝国海軍　昭和３年 海軍省

⑧参考-写真-279 大禮特別観監式　大禮中の帝国海軍　昭和３年 海軍省

⑧参考-写真-280 海軍兵学校教育参考館　写真帖　昭和３年 -

⑧参考-写真-281 特別大演習写真帖　昭和５年 -

⑧参考-写真-282 練習艦隊記念写真帖　昭和８．９年度 -

⑧参考-写真-283 輝く海軍写真帖　昭和９年 -

⑧参考-写真-284 海軍兵学校教育参考館　写真帖　（２３枚）　昭和１０年 -

⑧参考-写真-285 軍艦淀記念帖　昭和１１年度 -

⑧参考-写真-286 特別大演習写真帖　昭和１１年 -

⑧参考-写真-287_2 真珠湾攻撃アルバム -

⑧参考-写真-288 艦船艇　写真帖 佐世保地方復員部

⑧参考-写真-289 行動不能艦船艇 佐世保地方復員部

⑧参考-写真-290 湊海軍病院アルバム -

⑧参考-写真-291 海軍協会　横浜支部発会式 -

⑧参考-写真-292 回天特別　攻撃隊関係写真帳 -
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⑧参考-写真-293 清国雑観　明治４１年 大日本東洋婦人会編纂

⑧参考-写真-294 海軍航空機　試験所関係写真　大正９年 -

⑧参考-写真-295 摂政殿下　江田島　樺太　行啓記念　大正１４年 軍艦　長門

⑧参考-写真-296 水上飛行機　関係写真　（大正年代） -

⑧参考-写真-297 航空機写真　（零戦　彗星　百式司偵） -

⑧参考-写真-298 「第６水雷艇写真」　（長崎港内）　明治２８年 -

⑧参考-写真-299 サイパン島偵察写真　昭和１９年１１月頃 -

⑧参考-写真-300 第１．２水雷艇船渠現状写真　明治４５年 舞鶴海軍経理部建築科

⑧参考-写真-301 佐原理市機関中佐関係写真　（軍艦北上機関長時代）　昭和３年 -

⑧参考-写真-302 佐原理市機関中佐家族写真　（海軍機関学校　第１８期） 佐原理市

⑧参考-写真-303 佐原理市機関中佐　関係写真集 -

⑧参考-写真-304 軍艦　阿武隈 -

⑧参考-写真-305 佐原理市機関中佐史料 -

⑧参考-写真-306
海軍兵学校及海軍機関学校生徒科　職員．学生．生徒．総員記念
写真　（名前入）

（藤田資料）

⑧参考-写真-307 練習艦隊巡航記念　（写真帳）　大正１５年度 -

⑧参考-写真-308 練習艦隊記念写真　（ロサンゼルスにて）　昭和２年８月９日 -

⑧参考-写真-309 海兵72期第14分隊出身者写真３葉 -

⑧参考-写真-310 上海特別陸戦隊警備記念写真貼 -

⑧参考-写真-311 支那事変上海戦線 -

⑧参考-写真-312 呉海兵団修業記念写真貼 -

⑧参考-写真-313 海軍省認可　日露戦役海軍写真貼　第一巻 市岡太次郎

⑧参考-写真-314 海軍省認可　日露戦役海軍写真貼　第二巻 市岡太次郎

⑧参考-写真-315 海軍省認可　日露戦役海軍写真貼　第三巻 市岡太次郎

⑧参考-写真-316 海軍兵学校大観（写真帖） 海軍兵学校酒保

⑧参考-写真-317 太平洋戦争写真　昭和１６年 -

⑧参考-写真-318 昭和９．１０年度　練習艦隊巡航記念 -

⑧参考-写真-319 海軍兵学校５９期卒業アルバム -

⑧参考-写真-320 御稜威の下に 石井正蔵

⑧参考-写真-321 日露戦役海軍写真貼 市川太次郎

⑧参考-写真-322 軍艦「浅間」「高砂」遣英記念写真帖 -

⑧参考-写真-323 ３０周年記念日露海戦回顧写真帳 -

⑧参考-写真-324 （明治期）軍艦写真集 共益商社

⑧参考-写真-325 江口喜八史料　江口喜八　絵葉書輯
駆逐艦「桂」艦長　江口喜八少
佐

⑧参考-写真-326 木幡行海軍少将関連写真 -

⑧参考-写真-327 昭和二年　特別大演習写真帖 海軍省

⑧参考-写真-328 昭和七年　上海事変記念写真帖 海軍省
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⑧参考-写真-329 斎藤七五郎海軍中将写真 -

⑧参考-写真-330 谷岡平八郎海軍中佐関連写真 谷岡平八郎

⑧参考-写真-331 昭和１３年度第二次練習航海記念　軍艦八雲 軍艦八雲

⑧参考-写真-332 連合主力艦隊 横須賀軍港 畠山

⑧参考-写真-333 歴代海軍大臣集 -

⑧参考-写真-334 陸奥進水式 (海軍当局)

⑧参考-写真-335 帝国軍艦 -

⑧参考-写真-336 カッターレース 畠山

⑧参考-写真-337 海軍航空隊 -

⑧参考-写真-338 大正８年　海軍特別大演習絵はがき -

⑧参考-写真-339 海軍飛行機 -

⑧参考-写真-340 海軍生活 -

⑧参考-写真-341 帝国戦艦 -

⑧参考-写真-342 大日本帝国軍艦 -

⑧参考-写真-343 戦利 独潜水艦 (海軍当局)

⑧参考-写真-344 昭和１４年　練習艦隊巡航記念 昭和14年度練習艦隊司令部

⑧参考-写真-345 第3艦隊旗艦　軍艦出雲警備記念 久島猛男海軍軍医少佐

⑧参考-写真-346 懐旧　海軍機関学校第４２期卒業記念 海軍機関学校

⑧参考-写真-347 第２９期高等科機関術練習生卒業記念　大正10年5月6日 海軍機関学校

⑧参考-写真-348 大正１１年１２月入団兵修業記念 佐世保海兵団機関科練習分隊

⑧参考-写真-349 大正１２年１２月入団兵修業記念 佐世保海兵団機関科練習分隊

⑧参考-写真-350 海軍少将小島謙太郎関連写真集　１ 小島謙太郎

⑧参考-写真-351 海軍少将小島謙太郎関連写真集　２ 小島謙太郎

⑧参考-写真-352 昭和五年　大観艦式記念はがき 海軍省

⑧参考-写真-353 海軍少将亀井凱夫の遺品の写真 亀井凱夫

⑧参考-写真-354 南清艦隊歓迎会写真 台北遠藤写真館

⑧参考-写真-355 豊田隈雄大尉時代アルバム 豊田隈雄

⑧参考-写真-356 豊田隈雄海軍大佐関連写真 豊田隈雄

⑧参考-写真-357 海軍上等兵曹　上野敬次郎アルバム 上野敬次郎

⑧参考-写真-358 昭和７、８年　内地順行アルバム　八雲新聞附録 上野敬次郎

⑧参考-写真-359 絵はがき（名所旧跡写真等）アルバム 不詳

⑧参考-写真-360 海軍館絵葉書 海軍館

⑧参考-写真-361
昭和１０年度海軍特別演習　陸軍特別大演習　御召艦　記念写真
帖

軍艦比叡

⑧参考-写真-362 満洲国皇帝陛下御来訪御召艦紀念写真帖 軍艦比叡

⑧参考-写真-363 昭和１１年度軍艦比叡特別任務記念写真帖 軍艦比叡

⑧参考-写真-364 「酒巻少将用」イタリア軍用機写真 不詳
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⑧参考-写真-365 学窓海軍工機学校普通科機関術（掌罐）練習生卒業記念 海軍工機学校

⑧参考-写真-366 特務艦「大浜」関連史料 高久昌洪

⑧参考-写真-367 昭和１０年度　練習艦隊遠航記念　軍艦浅間 村上皓

⑧参考-写真-368 「浅間」関連アルバム 村上皓

⑧参考-写真-369 営口事件関連アルバム 村上皓

⑧参考-写真-370 昭和７年上海事変関連写真（絵はがき） 不詳

⑧参考-写真-371
昭和１４年５月　海軍工機学校第６７期普通科電機術練習生　卒
業記念

海軍工機学校

⑧参考-写真-372 支那事変記念写真帳 呉鎮守府第２特別陸戦隊

⑧参考-写真-373 大正８年海軍大演習記念写真帖 不詳

⑧参考-写真-374 昭和５年　特別大演習写真帖 海軍軍令部

⑧参考-写真-375 昭和７年　上海事変記念写真帖 第３艦隊司令部

⑧参考-写真-376 昭和７年　第１航空戦隊　上海事変記念写真帖 第１航空戦隊

⑧参考-写真-377 軍用飛行機関連アルバム 海軍航空部隊等

⑧参考-写真-378 海軍大佐　永橋為茂アルバム 永橋為茂

⑧参考-写真-379 海軍兵学校第６７期　卒業記念写真帳　昭和１４年年７月 海軍兵学校

⑧参考-写真-380 第１０期海軍２年現役技術士官横須賀海軍工機学校在校時写真 横須賀海軍工機学校

⑧参考-写真-381 海軍軍人写真帳（１） 宮森正吉

⑧参考-写真-382 海軍軍人写真帳（２） 宮森正吉

⑧参考-写真-383 行幸記念写真帖　海軍兵学校　昭和１１年１０月 海軍兵学校

⑧参考-写真-384 聖戦参加記念写真帖　福島・杉野部隊 福島・杉野部隊

⑧参考-写真-385 大元帥陛下大本営御親臨 宮内省

⑧参考-写真-386 海軍軍人　高橋頼三　アルバム（一） 高橋頼三

⑧参考-写真-387 海軍軍人　高橋頼三　アルバム（二） 高橋頼三

⑧参考-写真-388 海軍軍人　高橋頼三　アルバム（三） 高橋頼三

⑧参考-写真-389 海軍軍人　高橋頼三　アルバム（四） 高橋頼三

⑧参考-写真-390 軍艦新高南征記念（上巻） 軍艦新高

⑧参考-写真-391 軍艦新高南征記念（下巻） 軍艦新高

⑧参考-写真-392 及後会第３１号会２５周年記念大会写真帳 及後会第３１号会

⑧参考-写真-393 軍艦春日　南洋諸島遠征記念アルバム 軍艦春日

⑧参考-写真-394 遠航記念（明治４０年） 軍艦松島

⑧参考-写真-395 練習艦隊巡航記念（昭和１３年度第１次）
昭和１３年度第１次練習艦隊司
令部

⑧参考-写真-396 三重海軍航空隊関連写真等
藤澤一雄（三重海軍航空隊学生
隊）

⑧参考-写真-397 昭和１２年度練習艦隊遠洋航海記念軍艦磐手
土屋太郎（海軍機関学校第45期
生徒）

⑧参考-写真-398 昭和８年１０月３０日　行幸記念 海軍機関学校

⑧参考-写真-399 海軍機関学校第４５期生徒卒業記念 海軍機関学校

⑧参考-写真-400 遠洋航海アルバム（１）（小野山嘉兵衛）　昭和１２年 小野山嘉兵衛
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⑧参考-写真-401 遠洋航海アルバム（２）（小野山嘉兵衛）　昭和１２年 小野山嘉兵衛

⑧参考-写真-402 修業記念　大正８年６月入団兵 佐世保海兵団

⑧参考-写真-403 修業記念　大正１５年１２月入団兵 佐世保海兵団

⑧参考-写真-404 修業記念　昭和２年６月入団兵 佐世保海兵団

⑧参考-写真-405 修業記念　昭和２年１２月入団兵 佐世保海兵団

⑧参考-写真-406 修業記念　昭和３年６月入団兵 佐世保海兵団

⑧参考-写真-407 ４等機関兵修業記念　昭和１３年１月入団 佐世保海兵団

⑧参考-写真-408 ４等機関兵修業記念　昭和１３年６月入団 佐世保海兵団

⑧参考-写真-409 ４等機関兵修業記念　昭和１４年１月入団 佐世保海兵団

⑧参考-写真-410 ４等機関兵修業記念　昭和１４年６月入団 佐世保海兵団

⑧参考-写真-411 台湾　満州　南洋群島　他　絵はがき（１）（小野山嘉兵衛） 不詳

⑧参考-写真-412 台湾　満州　南洋群島　他　絵はがき（２）（小野山嘉兵衛） 不詳

⑧参考-写真-413 入団から満期まで　海兵団絵はがき（小野山嘉兵衛） 不詳

⑧参考-写真-414 南洋群島の関連写真他（小野山嘉兵衛）　大正５年～ 小野山嘉兵衛

⑧参考-写真-415 紀元２６００年特別観艦式記念はがき　他 海軍省　他

⑧参考-写真-416
佐世保鎮守府水泳講習並びに１０哩遠泳記念写真（小野山嘉兵
衛）　大正１２年７月

佐世保鎮守府

⑧参考-写真-417
海軍機関学校第３６期高等科機関術練習生卒業記念写真（小野
山嘉兵衛）　大正１３年１２月

海軍機関学校

⑧参考-写真-418
軍艦「霧島」乗員の奉天記念写真（小野山嘉兵衛）　大正１５年４
月

軍艦「霧島」

⑧参考-写真-419 軍艦「羽黒」総員写真　他　昭和５年１０月 軍艦「羽黒」／小野山嘉兵衛

⑧参考-写真-420 軍艦「青葉」乗員写真（小野山嘉兵衛）　昭和９年度 軍艦「青葉」

⑧参考-写真-421
佐世保海兵団支那事変１周年記念写真（小野山嘉兵衛）　昭和１
３年７月

佐世保海兵団

⑧参考-写真-422
佐世保海兵団４等機関兵練習分隊の職員写真（小野山嘉兵衛）
昭和１４年１０月

佐世保海兵団

⑧参考-写真-423
軍艦「千歳」乗員の横浜沖観艦式の記念写真（小野山嘉兵衛）
昭和１５年１０月

軍艦「千歳」

⑧参考-写真-424 軍艦等絵はがき 海軍省

⑧参考-写真-425 太田部隊　海南島攻略記念画帖 第４根拠地隊

⑧参考-写真-426 海南島部隊記念写真帖　昭和１５年度 海南島根拠地隊

⑧参考-写真-427 軍艦長門記念写真帖　昭和１４年度 戦艦「長門」

⑧参考-写真-428 聖将　東郷元帥　昭和１３年版 菊香会

⑧参考-写真-429 遠洋航海記念　大正元年 第２１期海軍機関少尉候補生

⑧参考-写真-430 練習航海記念　第２回日本留学海軍学生　明治４５年
軍艦「津軽」清国留学生記念帖
製作委員

⑧参考-写真-431 軍艦夕張南支警備記念　昭和１１年度 軍艦夕張記念帖編纂委員

⑧参考-写真-432 第４３潜水艦記念帖 不詳

⑧参考-写真-433 皇太子（昭和天皇）の英国訪問絵はがき帖 不詳

⑧参考-写真-434 大正８、９年練習艦隊記念帖 不詳

⑧参考-写真-435 神風特別攻撃隊印画集 海軍省軍務局第3課

⑧参考-伝記-1 敗残者一代　昭和３８年７月 大西三郎
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⑧参考-伝記-2 瓜生大將を偲びて　昭和１２年１２月 竹内重利他

⑧参考-伝記-3 安達大尉　武部大尉　殉難顛末　大正４年４月 第三六期会・第三七期会

⑧参考-その他-1 請願陳情綴　昭和１３年～１４年 -

⑧参考-その他-2 請願陳情綴　昭和１４年 -

⑧参考-その他-3 陳情請願綴　三止　昭和１０年 海軍大臣官房

⑧参考-その他-4 陳情進言建白綴　１／２　昭和１１年 海軍大臣官房

⑧参考-その他-5 陳情進言建白綴　２／２　昭和１１年 海軍大臣官房

⑧参考-その他-6 感謝、慰問文　祝電綴　昭和１２年 海軍大臣官房

⑧参考-その他-7 感謝慰問綴　昭和１３年 -

⑧参考-その他-8 感謝慰問文綴　昭和１４年 -

⑧参考-その他-9 感謝慰問綴　昭和１４年 -

⑧参考-その他-10 感謝決議綴　昭和１５年 -

⑧参考-その他-11 陳情建白感謝決議綴　昭和１６年度 海軍大臣官房

⑧参考-その他-12 海軍大臣宛　北海事件　成都事件に関する投書　昭和１１年８月 -

⑧参考-その他-13 時局（広田内閣総辞職を繞る）に関する投書　昭和１２年 -

⑧参考-その他-14 国体明徴に関する陳情、建議、宣言　昭和１０年 -

⑧参考-その他-15 請願陳情綴　昭和１２年～１３年 -

⑧参考-その他-16 請願陳情綴　昭和１３年 -

⑧参考-その他-17 陳情申言綴　（２）　昭和１０年 -

⑧参考-その他-18 陳情申言綴　（１）　昭和１０年 -

⑧参考-その他-19 請願陳情綴　昭和１２年 -

⑧参考-その他-20 昭和１１年特別大演習観艦式　新聞社員便乗出願書 -

⑧参考-その他-21 海軍大臣揮毫関係　昭和１３年　昭和１４年 海軍大臣官房

⑧参考-その他-22 御府献納品関係　昭和１０年８月３１日 海軍大臣副官

⑧参考-その他-23
東宮殿下御渡欧記念　香取新報綴（１号～９０号）　大正１０年３月
３日～１０年５月３１日

-

⑧参考-その他-24
東宮殿下御渡欧記念　香取新報綴（９１号～１８６号）　大正１０年
６月１日～１０年９月４日

-

⑧参考-その他-25 有栖川宮威仁親王殿下　御葬儀関係綴 -

⑧参考-その他-26 旅順市街　絵ハガキ -

⑧参考-その他-27 聖地之記念　旅順　写真帖 -

⑧参考-その他-28 揚子江を遡る青島風景　（絵ハガキ） -

⑧参考-その他-29 軍港佐世保名所（絵ハガキ） -

⑧参考-その他-30 新潟日報　昭和２０年９月 -

⑧参考-その他-31 新体制の結成について　昭和１５年１０月 全国経済調査機関連合会

⑧参考-その他-32 刊行図書報告綴　昭和２年 海軍大臣官房記録

⑧参考-その他-33 刊行図書報告綴　昭和３年 海軍大臣官房記録

⑧参考-その他-34 刊行図書報告綴　昭和４年 海軍大臣官房記録
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⑧参考-その他-35 刊行図書報告綴　昭和５年 海軍大臣官房記録

⑧参考-その他-36 刊行図書報告綴　昭和６年 海軍省官報報告主任

⑧参考-その他-37 刊行図書目録　昭和７年 海軍大臣官房

⑧参考-その他-38 刊行図書目録　昭和８年度 海軍大臣官房

⑧参考-その他-39 刊行図書目録　昭和１０年 海軍大臣官房

⑧参考-その他-40 刊行図書目録　昭和１２年 海軍大臣官房

⑧参考-その他-41 準材見積単価表　昭和１９年１０月１日 海軍施設本部補給部

⑧参考-その他-42
筥崎丸ニュース雑抄　（１）　自．昭和１６年６月２３日　至．昭和１６
年１２月１５日

-

⑧参考-その他-43
筥崎丸ニュース雑抄　（２）　自．昭和１６年１２月１６日　至．昭和１
７年４月２２日

-

⑧参考-その他-44 八角史料　雑書類　明治４３年１２月　明治４５年５月 -

⑧参考-その他-45 陸海軍倶楽部設立書類　明治４０年１２月１９日　昭和３年１月７日 海軍大臣官房

⑧参考-その他-46 陸海軍集会所関係　昭和１６年．昭和１８年 海軍省副官

⑧参考-その他-47 辻堂演習場開拓苦闘史 永石正孝　資料

⑧参考-その他-48 帝国在郷軍人会概要 帝国在郷軍人会本部

⑧参考-その他-49 招待状　大臣　次官　副官　大正９年．大正１０年 -

⑧参考-その他-50 大臣宛招待状　大正９年．大正１０年 -

⑧参考-その他-51 東伏見宮　依仁親王　北征記念碑関係書類１　昭和５年 海軍大臣官房

⑧参考-その他-52 東伏見宮　依仁親王　北征記念碑関係書類２　昭和５年 海軍大臣官房

⑧参考-その他-53
海之日本　昭和１６年１１月１日　昭和１７年１０月１日　昭和１９年
１２月１日

-

⑧参考-その他-54 清水港の現在及将来　大正１２年１１月１５日 静岡県内務部

⑧参考-その他-55 海戦法規及各国海戦法令関係　大正３～１１年 -

⑧参考-その他-56
１．内海海図．名古屋港平面図　三原瀬戸及附近海図　２．揚子
江図２枚　３．下関海峡海図　その他

-

⑧参考-その他-57
１．上海新地図．旅順鳥瞰図　２．天津市街図　３．北京地図及北
京市街地図　他

-

⑧参考-その他-58 最新満蒙大地図４枚　改訂最新　満蒙地図　最新大満洲国地図 -

⑧参考-その他-59 満蒙新選地図　４枚 -

⑧参考-その他-60 １．揚子江図　２．揚子江本支流総図 -

⑧参考-その他-61 支那鉄道全図 -

⑧参考-その他-62 南満洲鉱産分布図　北支那素図　他 -

⑧参考-その他-63 １．支那揚子江本支流図　２．太平洋航跡図 -

⑧参考-その他-64 大東京最新明細図 -

⑧参考-その他-65 改造世界地図　東亜現勢大地図 -

⑧参考-その他-66 中華民国政局一覧 -

⑧参考-その他-67 帝国新地図　附録 -

⑧参考-その他-68 １．大東京地図　２．神奈川県及横浜市交通地図　他 -

⑧参考-その他-69 大日本鉄道地図　２枚　大日本交通地図 -

⑧参考-その他-70 太平洋要図　昭和１０年５月 海軍省
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⑧参考-その他-71 海南島明細図 台湾総督府　臨時情報部

⑧参考-その他-72 廣東省図及廣東市街図 -

⑧参考-その他-73 建碑 -

⑧参考-その他-74 献納品 -

⑧参考-その他-75 宮中関係　１／２ -

⑧参考-その他-76 宮中関係　２／２ -

⑧参考-その他-77 宮中関係 -

⑧参考-その他-78 支那事変寄附行賞 -

⑧参考-その他-79 宮中関係 -

⑧参考-その他-80 戎克輸送問題に対する一考察　昭和１７．５．１５ -

⑧参考-その他-81 フィリッピン全国 -

⑧参考-その他-82 日本交通分県地図（８枚） -

⑧参考-その他-83 世界全国 -

⑧参考-その他-84 遊泳術参考書 遊泳術教育主任

⑧参考-その他-85 国史と海上権 -

⑧参考-その他-86
１．旅順要港部警備区域距離表　東洋に於ける海底電信線路図
華北蒙疆鉄道略図　２．国際航空路図

-

⑧参考-その他-87
１．哈爾賓市街全国　２．奉天市街図．安東市街図　３．大連．旅
順案内図．奉天市街図

-

⑧参考-その他-88 自．第１回議会　至．第７４回議会　貴族院委員会先例録 貴族院事務局

⑧参考-その他-89 参考 -

⑧参考-その他-90 大日本地図 -

⑧参考-その他-91 乗艦士官必携 -

⑧参考-その他-92 出雲新聞　昭和８年、９年 -

⑧参考-その他-93 世界大戦史 -

⑧参考-その他-94 楠正成１巻書　全 -

⑧参考-その他-95 海軍　日本海海戦記念号　大正１５．６．１ 光村美術出版部

⑧参考-その他-96 海軍　第１巻（４号～６号）　大正１５．８．１～１５．１０．１ 光村美術出版部

⑧参考-その他-97 海軍　第１巻（７号～８号）　大正１５．１１．１～１５．１２．１ 光村美術出版部

⑧参考-その他-98 海軍　第２巻（１号～２号）　昭和２．１．１～２．２．１ 光村美術出版部

⑧参考-その他-99 「ソウィエート」　連邦領沿海警備要覧　昭和５．４．１刊行 海軍軍令部

⑧参考-その他-100 米国海軍の戦備　昭和５．９．３刊行 海軍軍令部

⑧参考-その他-101 枢密院職員録　昭和１７．１２．１５ -

⑧参考-その他-102
第８５回帝国議会　貴族院並に衆議院に於ける政府言明事項調
（未定稿）　昭和１９年１０月

貴族院調査部

⑧参考-その他-103 行政管理庁監察に於ける概況報告書　昭和２６．３
中国財務局　呉管財支所　呉出
張所

⑧参考-その他-104 北部支那及び支那本一部一般図　３枚 -

⑧参考-その他-105 石橋甫史料　絵はがき -

⑧参考-その他-106 ハンカチマップ　（戦時中米軍使用のもの？） -
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⑧参考-その他-107 黄河沿岸物資集散現勢図 -

⑧参考-その他-108 寄宿舎舎生心得　昭和１８．１２ 第３海軍火薬廠

⑧参考-その他-109 第３３回　海軍記念日ポスター -

⑧参考-その他-110 エアハルト女史の遭難事件と南洋群島の軍備 -

⑧参考-その他-111 軍艦旗の歌　太平洋行進曲愛国行進曲楽譜 -

⑧参考-その他-112 海軍革命　－海軍は原子時代に入れり－ 外務省欧米局第５課

⑧参考-その他-113 海軍雑話

⑧参考-その他-114 石橋甫史料　軍艦高砂英文案内状　明治３１ -

⑧参考-その他-115 学事　完　大正３年 -

⑧参考-その他-116 中国紗廠一覧表　昭和６年 華高紗廠連合会　第１０次編訂

⑧参考-その他-117 帝国海軍　昭和２．１２ 帝国海軍社代理部

⑧参考-その他-118 先考意見書 海軍少将　久保田久晴

⑧参考-その他-119 旅駐秘情報号外　警備常識に就て -

⑧参考-その他-120 点呼参会者の為に　大正１５年 海軍省人事局

⑧参考-その他-121 海軍事情　点呼参会者の為に　昭和２年 海軍省人事局

⑧参考-その他-122 海軍事情　点呼参会者の為に　昭和３年 海軍省人事局

⑧参考-その他-123 海軍の進歩　点呼参会者の為に　昭和４年 海軍省人事局

⑧参考-その他-124 海軍の進歩　点呼参会者の為に　昭和５年 海軍省人事局

⑧参考-その他-125 点呼参会者の為に　昭和６年 海軍省人事局

⑧参考-その他-126 点呼参会者の為に　昭和７年 海軍省人事局

⑧参考-その他-127 点呼参会者の為に　昭和８年 海軍省人事局

⑧参考-その他-128 点呼参会者の為に　昭和９年 海軍省人事局

⑧参考-その他-129 点呼参会者の為に　昭和１０年 海軍省人事局

⑧参考-その他-130 海の護り　点呼参会者の為に　昭和１１年 海軍省人事局

⑧参考-その他-131 海の護り　点呼参会者の為に　昭和１２年 海軍省人事局

⑧参考-その他-132 海の護り　点呼参会者の為に　昭和１４年 海軍省人事局

⑧参考-その他-133 海の護り　点呼参会者の為に　昭和１４ 海軍省人事局

⑧参考-その他-134 支那鉱山表　大正８．９ 青島守備軍司令部

⑧参考-その他-135 海外御巡遊の為御乗艦中　皇太子殿下御逸話集 呉鎮守府複写

⑧参考-その他-136 シンガポール．サイゴン市街図等　昭和１７ -

⑧参考-その他-137 ヤルート．イミエヂ島図　１／２０００　昭和１５．８．１０ 横須賀海軍建築部

⑧参考-その他-138 現金出納簿　昭和１８．８～１８．１２ -

⑧参考-その他-139 支那海軍武官名簿　大正５．４．７ 海軍軍令部

⑧参考-その他-140 故山下大将御臨終の御模様　昭和７．５．１８ -

⑧参考-その他-141 軍需会社運営に関する要望　昭和１９．８ 軍需会社懇談会

⑧参考-その他-142 兵器亡失報告等 昭和１９年 -
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⑧参考-その他-143
１、文禄の役に於ける清正軍の北鮮経略概況　２、元山を中心とさ
せる軍事外交沿革史　大正１５．９

元山府

⑧参考-その他-144 逓信公報目録　昭和１８．６～１８．１１
第２７海軍軍用郵便所　第２派
出所

⑧参考-その他-145 通信公報　昭和１８．１１～１９．４
第２７海軍軍用郵便所　第２派
出所

⑧参考-その他-146 西蔵問題　大正１０年 -

⑧参考-その他-147 革新運動団体一覧　昭和１６ -

⑧参考-その他-148 八角中将選挙関連資料 -

⑧参考-その他-149 征韓役に於ける我水軍の行動 -

⑧参考-その他-150 鞍山製鉄所概要及附近　鉄鉱々区関係図　大正９ -

⑧参考-その他-151 東京大学図書館から移管した元海軍教育図書目録　昭和３２．１０ 第１術科学校

⑧参考-その他-152 伊東祐麿史料　雑書類綴 -

⑧参考-その他-153 蘇満国境方面並に支那全図 海軍省

⑧参考-その他-154 上海附近図 海軍省　（岩村中将史料）

⑧参考-その他-155 南京及上海方面図 帝国海軍社　（岩村中将史料）

⑧参考-その他-156 南洋共栄圏地図　昭和１７．１
上海在勤海軍武官付　岩村中
将史料

⑧参考-その他-157 兵要録　巻２０ -

⑧参考-その他-158
海軍力の使命　（ガーヂナー氏稿）　吾人は海軍を有するや　（ゴッ
ス氏稿）　昭和４．１２

海軍軍令部

⑧参考-その他-159 世界大戦と米国海軍省建築局　昭和１１．４ 海軍省建築局

⑧参考-その他-160 皇運扶翼運動（みそぎ教典）関係　昭和１６．６ 八角史料

⑧参考-その他-161 野生食用植物及動物に関する調査　昭和１６．８～９ 八角史料

⑧参考-その他-162 追悼録　父．玉城利治抜粋　海軍軍人の生涯 親族資料５

⑧参考-その他-163 借用証綴 -

⑧参考-その他-164 パナマ　日本人会関係綴 -

⑧参考-その他-165 海軍図説　明治２９年 海軍大尉　木村浩吉

⑧参考-その他-166 上海租界図（２部） 海軍省

⑧参考-その他-167
沿岸紀要附図　１．膠州湾兵備図　２．威海衛兵備図　３．芝罘港
図　４．山海関及洋河近傍兵備図　５．旅順港兵備図　６．大連湾
兵備図　７．江淅海岸誌附図　８．?江兵備図

-

⑧参考-その他-168 東亞輿地図　百萬分一　１部　６０面　明治３０年 海軍々令部第３局

⑧参考-その他-169 海軍航空隊　征獨記念写真帖　大正３年 -

⑧参考-その他-170 明治天皇呉軍港行幸誌　明治２３年４月２１日 呉市

⑧参考-その他-171 趣味の暗号　昭和５年 海軍省教育局

⑧参考-その他-172 支那事変関係絵葉書　昭和１２年 海軍省恤兵係

⑧参考-その他-173 米海兵隊の概要 警備部　警備課

⑧参考-その他-174 海軍出身案内　明治３４年 海軍大尉　長尾耕作編

⑧参考-その他-175 仏国海軍々律抄譯 -

⑧参考-その他-176 仏国海軍　艦船勤務條例　第１巻　明治１６年 海軍省　繙譯課

⑧参考-その他-177 仏国艦船條例　予備艦之部 海軍参謀部

⑧参考-その他-178 仏国海軍鎮守府條例　明治２１年４月 参謀本部　海軍部　編纂課
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⑧参考-その他-179 清仏海戦紀　略　完　明治２１年７月 海軍参謀本部　編纂課

⑧参考-その他-180
仏国海軍兼殖民省及海軍廃兵院職制　附　海軍参謀本部官制
明治２１年１１月

海軍参謀本部　編纂課

⑧参考-その他-181 仏国海軍水路部條例　完　明治２１年１１月 海軍参謀本部　編纂課

⑧参考-その他-182 仏国火薬庫及火薬運搬法　明治２３年１２月 海軍省第２局

⑧参考-その他-183
アドリヤチック海に於ける仏国海軍（エミール．ウェデル稿）　大正
７年２月

海軍軍令部

⑧参考-その他-184
仏国海軍各種計書及充員問題の概要（１９２６年３月以降）　昭和
２年３月１５日調製

海軍軍令部

⑧参考-その他-185
仏国海軍定員令（ＬＯＩＤＥＳ　ＣＡＤＲＥＳ）案　昭和２年８月２５日調
製

海軍軍令部

⑧参考-その他-186 仏国海軍編制令　昭和２年１１月２０日調製 海軍軍令部

⑧参考-その他-187 勅諭下賜５０年記念　祝典パンフレット類　昭和７年４月２４日 -

⑧参考-その他-188 海軍読本 阿部信夫

⑧参考-その他-189 観艦式の栞　昭和８年８月 海軍省

⑧参考-その他-190
兵要図　・日本海西部及朝鮮海峽　・日本海東部　・黄海及遼東海
湾

-

⑧参考-その他-191 実用英語文例　昭和２年度 練習艦隊司令部編

⑧参考-その他-192 仏獨文例　昭和５年 海軍機関大佐　葛良修編

⑧参考-その他-193 連合艦隊学生便乘見学記念誌　大正１４年 大連海務協会

⑧参考-その他-194
参謀本部と軍令部　独逸陸軍中佐　テオバルド．フオン．シェー
フェル著　昭和１１年

海軍省　教育局

⑧参考-その他-195 婦人従軍歌
作歌　加藤義清　編曲　下総皖
一

⑧参考-その他-196 大東亜戦争戦闘画集　（２９枚　複製品） -

⑧参考-その他-197 中華民国大地図　昭和１７年９月印刷 -

⑧参考-その他-198 旅順口閉塞船　福井丸等払下げ関係史料 -

⑧参考-その他-199 第５回海軍懸賞射撃実視報告　明治３５年５月６日～１４日 鈴木孝雄　砲兵大尉

⑧参考-その他-200 海南島概略　昭和１４年３月 第５艦隊情報部

⑧参考-その他-201 大正４年度　陳列物品納付書 警務局古蹟調査課

⑧参考-その他-202 澎湖島関係綴　昭和１３年～１４年 馬公要港部

⑧参考-その他-203 蘭印の話　昭和１７年１月２０日 安増機中尉

⑧参考-その他-204 国民必読　海軍一班 -

⑧参考-その他-205 戦時禁制品　明治４３年 -

⑧参考-その他-206 大東亞距離表 軍令部

⑧参考-その他-207 中部露西亞略図　大正７年９月 海軍軍令部

⑧参考-その他-208 青島大港全図 -

⑧参考-その他-209 軍艦旗制定満５０年記念に際し 中里　重次

⑧参考-その他-210 簡閲点呼参会者へ教示講話覚書 -

⑧参考-その他-211 大正８年１０月 特別大観艦式紀念絵はがき -

⑧参考-その他-212 海洋政策私見 宮治民三郎海軍少将

⑧参考-その他-213 海軍上等兵曹　上野敬次郎履歴書 武山海兵団

⑧参考-その他-214 海軍上等兵曹　上野敬次郎身体歴 武山海兵団
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⑧参考-その他-215 海軍上等兵曹　上野敬次郎被服物品交付表 武山海兵団

⑧参考-その他-216 海戦記念 海軍省

⑧参考-その他-217 明治・大正期海軍関連はがき -

⑧参考-その他-218 図解科学　昭和18年12月号 中央公論社

⑧参考-その他-219 飛行日本　昭和19年9月号 大日本飛行協会

⑧参考-その他-220 航空朝日　昭和20年5月号 朝日新聞東京本社

⑧参考-その他-221 航空朝日　昭和20年6月号 朝日新聞東京本社

⑧参考-その他-222 厦門地図　三葉　台湾総督府文教局学務課編 台湾総督府文教局学務課

⑧参考-その他-223 軍令部編　厦門市全図 軍令部

⑧参考-その他-224 工員服務心得　昭和１８年７月 第２海軍航空廠

⑧参考-その他-225 東京海湾付近水路図　昭和１３年１０月１０日刊行 海軍水路部

⑧参考-その他-226 第９回臨時海軍労働組合連盟大会議事録　昭和５年１１月３０日 海軍労働組合

⑧参考-その他-227 勤務録 不詳

⑧参考-その他-228 赤表紙帳面 不詳

⑧参考-その他-229 海軍手帳 海軍省

⑧参考-その他-230 公職追放の指定　指定理由取消書　他 内閣総理大臣　他

⑨文庫-千代田-1 海軍内令　明治２９年分 -

⑨文庫-千代田-2 海軍内令　明治３０年 -

⑨文庫-千代田-3 海軍省内令　明治３１年分 -

⑨文庫-千代田-4 海軍内令　明治３２年 -

⑨文庫-千代田-5 海軍内令　明治３３年 -

⑨文庫-千代田-6 海軍内令　明治３４．１ -

⑨文庫-千代田-7 海軍内令　明治３６年 -

⑨文庫-千代田-8 海軍内令　明治３７年 -

⑨文庫-千代田-9 海軍内令　明治３９年 -

⑨文庫-千代田-10 海軍内令　明治４２年 -

⑨文庫-千代田-11 海軍内令　明治４３年 -

⑨文庫-千代田-12 海軍内令　侍従長用　大正１．８以降 -

⑨文庫-千代田-13 海軍内令　侍従長用　大正２．５以降 -

⑨文庫-千代田-14
参謀服務に関する講義　第１～１１回　明治２５．５．２７～明治２
５．１０．７

-

⑨文庫-千代田-15 軍令部彙報　第９９号　明治４１年６月～１２月 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-16 軍令部彙報　第５２号　自明治４２年７月　至明治４３年５月 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-17 軍令部常報　明治４４年 -

⑨文庫-千代田-18 艦隊日誌摘要報告　第１艦隊　明治３６．１２～３７．１ -

⑨文庫-千代田-19 艦隊日誌摘要報告　第１艦隊　明治３９．７～１１ -

⑨文庫-千代田-20 艦隊日誌摘要報告　第１艦隊　明治３９．１１～４１．５ -
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⑨文庫-千代田-21 艦隊日誌摘要報告　第１艦隊　明治４１．６～４２．１１ -

⑨文庫-千代田-22 艦隊日誌摘要報告　第１艦隊　明治４３．１～４４．８ -

⑨文庫-千代田-23 艦隊日誌摘要報告　第２艦隊　明治３７．１ -

⑨文庫-千代田-24 艦隊日誌摘要報告　第２艦隊　明治３９．７～１０ -

⑨文庫-千代田-25 艦隊日誌摘要報告　第２艦隊　明治３９．１１～４１．４ -

⑨文庫-千代田-26 艦隊日誌摘要報告　第２艦隊　明治４１．５～４２．１２ -

⑨文庫-千代田-27 艦隊日誌摘要報告　第２艦隊　明治４３．１～４４．７ -

⑨文庫-千代田-28 艦隊日誌摘要報告　横須賀予備艦隊　明治４１．１２～４２．１１ -

⑨文庫-千代田-29 艦隊日誌摘要報告　横須賀予備艦隊　明治４２．１２～４３．６ -

⑨文庫-千代田-30 艦隊日誌摘要報告　横須賀予備艦隊　明治４３．７～４４．３ -

⑨文庫-千代田-31 艦隊日誌摘要報告　横須賀予備艦隊　明治４４．４～８ -

⑨文庫-千代田-32 艦隊日誌摘要報告　呉予備艦隊　明治４１．１２～４２．２ -

⑨文庫-千代田-33 艦隊日誌摘要報告　呉予備艦隊　明治４２．３～１１ -

⑨文庫-千代田-34 艦隊日誌摘要報告　呉予備艦隊　明治４２．１２～４４．７ -

⑨文庫-千代田-35 艦隊日誌摘要報告　呉予備艦隊　明治４４．８ -

⑨文庫-千代田-36 艦隊日誌摘要報告　佐世保予備艦隊　明治４１．１２～４４．８ -

⑨文庫-千代田-37 艦隊日誌摘要報告　南清艦隊　明治３９．７～１１ -

⑨文庫-千代田-38 艦隊日誌摘要報告　南清艦隊　明治３９．１２～４１．８ -

⑨文庫-千代田-39 艦隊日誌摘要報告　南清艦隊　明治４１．９～１１ -

⑨文庫-千代田-40 艦隊日誌摘要報告　舞鶴予備艦隊　明治４１．１２～４４．７ -

⑨文庫-千代田-41 艦隊日誌摘要報告　練習艦隊　明治３８．１２～３９．１０ -

⑨文庫-千代田-42 艦隊日誌摘要報告　練習艦隊　明治３９．１１～４０．９ -

⑨文庫-千代田-43 艦隊日誌摘要報告　練習艦隊　明治４０．１０～４１．７ -

⑨文庫-千代田-44 艦隊日誌摘要報告　練習艦隊　明治４１．９～４３．６ -

⑨文庫-千代田-45 艦隊日誌摘要報告　練習艦隊　明治４３．７～４４．３ -

⑨文庫-千代田-46 艦隊日誌摘要報告　練習艦隊　明治４４．３～８ -

⑨文庫-千代田-47 大日本軍艦所在　明治２７．９ -

⑨文庫-千代田-48 日本帝国軍艦所在　明治２７．７～８ -

⑨文庫-千代田-49 大日本艦船艇所在　明治２７．１０ -

⑨文庫-千代田-50 大日本艦船艇所在表　明治２７．１１～１２ -

⑨文庫-千代田-51 大日本艦船艇所在表　明治２８．１～３ -

⑨文庫-千代田-52 大日本帝国艦船艇所在表　明治２８．４ -

⑨文庫-千代田-53 大日本帝国艦船艇所在表　明治２８．５～７ -

⑨文庫-千代田-54 大日本帝国艦船艇所在表　明治２８．８ -

⑨文庫-千代田-55 大日本帝国艦船艇所在表　明治２８．９～１０ -

⑨文庫-千代田-56 大日本帝国艦船艇所在表　明治２８．１１～１２ -
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⑨文庫-千代田-57 大日本帝国艦船艇所在表　明治２９．１～２ -

⑨文庫-千代田-58 大日本帝国艦船艇所在　明治２９．３ -

⑨文庫-千代田-59 軍艦乗員名簿　明治末年 -

⑨文庫-千代田-60 海軍彙纂（常）（特）　第１号　明治３４．１１ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-61 海軍彙纂（常）（特）　第２号　明治３５．３ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-62 海軍彙纂（常）（特）　第３号　明治３５．７ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-63 海軍彙纂（常）（特）　第４号　明治３５．１１ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-64 海軍彙纂（常）（特）　第５号　明治３６．３ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-65 海軍彙纂（常）（特）　第６号　明治３６．７ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-66 海軍彙纂　第７号　明治３６．１１ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-67 海軍彙纂　第８号　明治３７．７ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-68 海軍彙纂（常）（特）　第９号　明治３８．６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-69 海軍彙纂（常）（特）　第１０号　明治３８．９ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-70 海軍彙纂（常）（特）　第１１号　明治３８．１１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-71 軍令部彙報　第６２～８１号　明治４０．５～１１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-72 軍令部彙報　第８５・８９．２９～４０号　明治４１．１～１０ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-73 軍令部彙報　第４２～５５号　明治４２．２～１０ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-74 軍令部彙報　第５６～６４号　明治４３．１～５ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-75 軍令部秘報　第１～５４号　明治４４ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-76 軍令部秘報　第１～１６号　第１～１０号　明治４３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-77 軍令部常報摘要　明治４３年下半期 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-78 軍令部常報摘要　明治４４年上半期 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-79 艦隊運動要訣　明治３２．９ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-80 戦艦兵装論　明治４４．８ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-81 牒報書式　明治２９．１０ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-82 外事年報附録　明治２９．１２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-83 欧米海国在役艦　明治２９．４～３１．１１ 牒報課

⑨文庫-千代田-84 外事年報　第１回　明治２９．８ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-85 外事年報附録　第２回　明治３０．７ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-86 外事年報　第３回　明治３０．４ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-87 外事年報附録　第３回　明治３１．１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-88 外事年報附録　第４回　明治３１．７ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-89 外事年報附録　第７回　明治３３．１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-90 外事年報附録　第１０回　明治３４．４ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-91 外事時報目次　第１（第１～２２）　明治３４．１２～３５．１２ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-92 外事時報　第１～２２回　明治３４．１２～３５．１２ 海軍軍令部第３局
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⑨文庫-千代田-93 外事時報　第２３～２８回　明治３６．１～１２ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-94 外事時報　第１～３号　明治３８．１１～１２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-95 外事時報　第４～５号　明治３９．１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-96 東洋における各国海軍根拠地の防備　明治３０．１２ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-97 絶東における列国海軍根拠地の防備　明治３２．１２ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-98 在東洋　欧米列国　海軍根拠地　明治３５．１ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-99 １９１１年米国海軍年報要旨　明治４５．２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-100 米国偵察艦比較汽走試験委員会報告　明治４４．１０ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-101 米国大西洋艦隊に関する軍事報告　明治４２．３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-102 米国軍艦職員勤務令　明治４４．９ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-103 英国南阿事件海上輸送に関し川島中佐報告　明治３４．４ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-104
モンロー主義並に西印度瀕海諸国に対する其の附帯の責任　明
治４５．３

海軍軍令部

⑨文庫-千代田-105 英国巡洋艦問題　明治４４．１２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-106 英国駐在員英艦乗組日記　明治４０．１０～４１．３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-107 英国海軍生徒練習艦「カンバーランド」乗艦記事　明治４４．６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-108 独逸及其の海軍　明治４４．１１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-109 東洋交通総覧　電信の部　鉄道の部　明治３５．５～６ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-110 露国海軍中佐クラード論文集（その１　その２）　明治３８．９ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-111
仏国海軍中佐ダブルイ著　制海権争奮戦（日露戦役の教訓）　明
治３９．１０

海軍軍令部

⑨文庫-千代田-112 英国海軍大将ヘンダーソン氏建策　濠洲海軍　明治４４．６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-113 最近に於ける列国海軍用機関進歩の状況　明治４５．６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-114 列国海軍艦艇表　明治３２．５～３３．９ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-115 列国船舶（仮装巡洋艦・商船・海軍船舶）　明治３５．２ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-116 列国製艦現状（第１刊）　明治４１．５ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-117 列国艦隊編成（第４刊）　明治４４．８ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-118 列国海軍進歩の状況並に外交関係の概要　明治４４．６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-119 １９１２年度　欧洲列国海軍予算　明治４５．４ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-120 現今の露国海軍　明治末年 -

⑨文庫-千代田-121
独逸帝国議会における海軍予算案の討議フリツシンゲン築城問
題の真相　明治４４．６

海軍軍令部

⑨文庫-千代田-122 在独逸大井中佐の報告附録　明治３７．１２ -

⑨文庫-千代田-123 巴爾幹半島管見　大角海軍少佐報告　明治４４．３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-124 仏国のＢ火薬　明治４５．５ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-125 薩哈嗹島（樺太）紀要　明治３７．４ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-126 清国革命乱彙報　第１～５号　明治４５．２～６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-127 清国革命乱特報　第１～４０号　明治４４．１０～１２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-128 清国革命乱特報　第４１～８０号　明治４４．１２～４５．１ 海軍軍令部



令和５年４月４日

⑨文庫-千代田-129 清国革命乱特報　第８１～１２０号　明治４５．２～３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-130 清国革命乱特報　第１２１～１６０号　明治４５．４～６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-131 清国外交に関する英国政府の通信書抜萃　明治３３．８ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-132 清国現況秘報　第１～５回　明治４４．１～９ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-133 清国海軍　明治４３．１２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-134 清国革命乱　特報附録　第１～６５号　明治４４．１１～４５．６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-135 列国新造軍艦表　明治３１．８ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-136 在東洋・南洋　及び濠洲　欧米列国海軍根拠地　明治４０．９ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-137 列国現況秘報　明治４４．１～４５．３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-138 日露海戦に関する列国の批評　その１～４　明治３８．２～３９．４ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-139 支那の政党　明治４５．３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-140 支那視察報告　明治４５．６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-141 西蔵問題の研究　明治４４．７ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-142 旅順占領後　押収書類翻訳　明治３８．１０ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-143 仏国海軍大演習記　明治４３．１０ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-144 英独戦争における海軍戦略　明治４４．７ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-145 帝国海軍兵要図附録　明治３６．１ 海軍軍令部第１局

⑨文庫-千代田-146 列国仮装巡洋艦　明治３３．６ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-147 東洋沿岸紀要　第１回　明治３３．１２ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-148 東洋沿岸紀要　第２回　明治３４．５ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-149 東洋沿岸紀要　第３回　明治３５．１ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-150 東洋沿岸紀要　第４回　明治３６．１ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-151 参考資料　第２回～４回　明治３４．１２～３５．７ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-152 参考資料　第６回～１０回　明治３６．７～１１ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-153 大海令・大海訓　明治３７年～明治３８年 -

⑨文庫-千代田-154 大海報　第６～９０号　明治３７．３～３７．１２ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-155 大海報　第９１～１５２号　明治３７．１２～３７．１１ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-156 大海情　第１～１００号　明治３７．２～３７．４ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-157 大海情　第１０１～２００号　明治３７．４～３７．６ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-158 大海情　第２０１～３００号　明治３７．６～３７．９ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-159 大海情　第３０１～３６６号　明治３７．９～３７．１１ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-160 大海情　第４１２～５００号　明治３７．１１．２～３７．１２．８ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-161 大海情　第５０１～６００号　明治３７．１２．８～３８．１．２１ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-162 大海情　第６０１～７００号　明治３８．１．２１～３８．３．４ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-163 大海情　第７０１～７９９号　明治３８．３．４～３８．４．８ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-164 大海情　第８０１～９００号　明治３８．４～３８．５ 大本営海軍幕僚



令和５年４月４日

⑨文庫-千代田-165 大海情　第９０１～１００１号　明治３８．５．２５～３８．８．２４ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-166 大海情　第１００２～１０２４号　明治３８．８～３８．１０ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-167 情　第２～１００号　明治３６．５～３６．１０ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-168 情　第２９～１５９号　明治３６．８～３６．１１ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-169 情　第１０１～２００号　明治３６．１０～３６．１２ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-170 情　第２０１～３００号　明治３６．１２～３７．２ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-171 情　第３０１～３１７号　明治３７．２．８～３７．２．１６ 大本営海軍幕僚

⑨文庫-千代田-172 牒報　第１９～９９号　明治３０．６～明治３１．８ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-173 牒報　第１００～１３１号　明治３１．８．２６～３１．１２．７ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-174 牒報　第１３１～１５３号　明治３２．３．２３～３２．１２．１１ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-175 牒報　第１５６～１７５号　明治３３．１．１５～３３．７．１０ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-176 牒報　第１７６～１９０号　明治３３．８．４～３４．１．１５ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-177 旗丁普報告　第３２１号　明治３１．８．２４ -

⑨文庫-千代田-178 海軍軍令部報告　１　明治２７．６～明治２７．８ -

⑨文庫-千代田-179 海軍軍令部報告　２　明治２７．８～明治２７．９ -

⑨文庫-千代田-180 海軍軍令部報告　３　明治２７．９～２７．１１ -

⑨文庫-千代田-181 海軍軍令部報告　４　明治２７．１２～２８．２ -

⑨文庫-千代田-182 軍令部長宛電報　明治２８．７～明治３４．４ 軍令部第３局

⑨文庫-千代田-183 軍令部長宛電報　明治３７．１２～３８．８ -

⑨文庫-千代田-184 軍令部長宛電報　明治３７．１０．１～３７．１１．３０ -

⑨文庫-千代田-185 軍令部長宛電報　明治３７．７．２～９．３０ -

⑨文庫-千代田-186 軍令部長宛電報　明治３６．１２．８～３７．６．２９ -

⑨文庫-千代田-187 海軍大臣宛電報　明治３１．６～３３．７ -

⑨文庫-千代田-188 海軍大臣宛電報　明治３３．７．１～３３．１１．２４ -

⑨文庫-千代田-189 内田外務大臣宛電報　明治４４．１１．６～４４．１１．１７ -

⑨文庫-千代田-190 電報　１　明治２７．６～２７．１１ -

⑨文庫-千代田-191 電報　２　明治２７．１１～明治２８．７ -

⑨文庫-千代田-192 電報　明治２７．７～明治２８．５ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-193 軍艦・秋津洲・松島・浪速等報告　明治３１．４～３１．７ -

⑨文庫-千代田-194 連合艦隊出征　第２０回報告　明治２７．１１～２７．１２ -

⑨文庫-千代田-195 連合艦隊出征　第２３回報告　明治２８．１ -

⑨文庫-千代田-196 連合艦隊出征　第２４．２５回報告　明治３８．１～３８．２ -

⑨文庫-千代田-197 常備艦隊征湾　第１～８回報告　明治２８．５～２８．８　（７冊在中） -

⑨文庫-千代田-198 旗秘報告　明治３３．６～明治３３．７ -

⑨文庫-千代田-199
常備艦隊征湾　第９～１４回報告　明治２８．８～明治２８．１１　６
冊在中

-

⑨文庫-千代田-200 上奏書（小演習）　明治４０年～明治４４年 呉鎮



令和５年４月４日

⑨文庫-千代田-201 上奏書（小演習）　明治３４～明治４２ 竹敷要港部

⑨文庫-千代田-202 上奏書（小演習）　明治４３年～４４年 竹敷要港部

⑨文庫-千代田-203 上奏書（特命検閲）　明治２７年～明治４２年 -

⑨文庫-千代田-204 上奏書（特命検閲）　明治４３～明治４５年 -

⑨文庫-千代田-205 上奏書（恒例検閲）　明治２２年～明治２９年 横鎮

⑨文庫-千代田-206 上奏書　恒例検閲　明治３０年 横鎮

⑨文庫-千代田-207 上奏書（恒例検閲）　明治３２年 横鎮

⑨文庫-千代田-208 上奏書（恒例検閲）　明治３４年 横鎮

⑨文庫-千代田-209 上奏書（恒例検閲）　明治３４年 横鎮

⑨文庫-千代田-210 上奏書（恒例検閲）　明治３５年 横鎮

⑨文庫-千代田-211 上奏書（恒例検閲）　明治３６年 横鎮

⑨文庫-千代田-212 上奏書（恒例検閲）　明治３９年 横鎮

⑨文庫-千代田-213 上奏書（恒例検閲）　明治４０年 横鎮

⑨文庫-千代田-214 上奏書（恒例検閲）　明治４１年 横鎮

⑨文庫-千代田-215 上奏書（恒例検閲）　明治４３～４４年 横鎮

⑨文庫-千代田-216 上奏書（恒例検閲）　明治４３～４５年 横鎮

⑨文庫-千代田-217 上奏書（恒例検閲）　明治２３年～明治３０年 呉鎮

⑨文庫-千代田-218 上奏書（恒例検閲）　明治３１～明治３４年 呉鎮

⑨文庫-千代田-219 上奏書（恒例検閲）　明治３５年～明治３６年 呉鎮

⑨文庫-千代田-220 上奏書（恒例検閲）　明治３９年～明治４０年 呉鎮

⑨文庫-千代田-221 上奏書（恒例検閲）　明治４１年 呉鎮

⑨文庫-千代田-222 上奏書（恒例検閲）　明治４２年 呉鎮

⑨文庫-千代田-223 上奏書（恒例検閲）　明治４３年～明治４４年 呉鎮

⑨文庫-千代田-224 上奏書（恒例検閲）　明治２３年～３０年 佐鎮

⑨文庫-千代田-225 上奏書（恒例検閲）　明治３１年～明治３３年 佐鎮

⑨文庫-千代田-226 上奏書（恒例検閲）　明治３４年 佐鎮

⑨文庫-千代田-227 上奏書（恒例検閲）　明治３５～明治３６年 佐鎮

⑨文庫-千代田-228 上奏書（恒例検閲）　明治３９年～明治４０年 佐鎮

⑨文庫-千代田-229 上奏書（恒例検閲）　明治４１年 佐鎮

⑨文庫-千代田-230 上奏書（恒例検閲）　明治４２年～明治４４年 佐鎮

⑨文庫-千代田-231 上奏書（恒例検閲）　明治３５年～明治３６年 舞鎮

⑨文庫-千代田-232 上奏書（恒例検閲）　明治３９年～明治４０年 舞鎮

⑨文庫-千代田-233 上奏書（恒例検閲）　明治４１年 舞鎮

⑨文庫-千代田-234 上奏書（恒例検閲）　明治４２年～明治４４年 舞鎮

⑨文庫-千代田-235 上奏書（恒例検閲）　明治４０年～明治４４年 旅順鎮守府

⑨文庫-千代田-236 上奏書（恒例検閲）　明治３９年～明治４４年 大湊要港部
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⑨文庫-千代田-237 上奏書（恒例検閲）　明治３５年～明治４４年 馬公要港部

⑨文庫-千代田-238 上奏書（恒例検閲）　明治３４～明治４４年 竹敷要港部

⑨文庫-千代田-239 上奏書（恒例検閲）　明治２３年～明治３０年 常備艦隊

⑨文庫-千代田-240 上奏書（恒例検閲）　明治３１年～明治３３年 常備艦隊

⑨文庫-千代田-241 上奏書（恒例検閲）　明治３４年～３５年 常備艦隊

⑨文庫-千代田-242 上奏書（恒例検閲）　明治３６年 常備艦隊

⑨文庫-千代田-243 上奏書（恒例検閲）　明治３９～明治４４年 第１艦隊

⑨文庫-千代田-244 上奏書（恒例検閲）　明治３９年～明治４４年 第２艦隊

⑨文庫-千代田-245 上奏書（恒例検閲）　明治４２年～明治４４年 第３艦隊

⑨文庫-千代田-246 上奏書（恒例検閲）　明治３９年～明治４４年 南清艦隊

⑨文庫-千代田-247 上奏書（恒例検閲）　明治３９年～明治４４年 練習艦隊

⑨文庫-千代田-248 上奏書（状況報告）　明治２４年～明治３０年 横鎮

⑨文庫-千代田-249 上奏書（状況報告）　明治３１年～明治３２年 横鎮

⑨文庫-千代田-250 上奏書（状況報告）　明治３３年 横鎮

⑨文庫-千代田-251 上奏書（状況報告）　明治３４年 横鎮

⑨文庫-千代田-252 上奏書（状況報告）　明治３５年 横鎮

⑨文庫-千代田-253 上奏書（状況報告）　明治３６年 横鎮

⑨文庫-千代田-254 上奏書（状況報告）　明治３９年 横鎮

⑨文庫-千代田-255 上奏書（状況報告）　明治４０年 横鎮

⑨文庫-千代田-256 上奏書（状況報告）　明治４１年 横鎮

⑨文庫-千代田-257 上奏書（状況報告）　明治４２年 横鎮

⑨文庫-千代田-258 上奏書（状況報告）　明治２４年～明治３１年 呉鎮

⑨文庫-千代田-259 上奏書（状況報告）　明治３２年～明治３４年 呉鎮

⑨文庫-千代田-260 上奏書　状況報告　明治３５年～明治３９年 呉鎮

⑨文庫-千代田-261 上奏書（状況報告）　明治４０年 呉鎮

⑨文庫-千代田-262 上奏書（状況報告）　明治４１年 呉鎮

⑨文庫-千代田-263 上奏書（状況報告）　明治４２年 呉鎮

⑨文庫-千代田-264 上奏書（状況報告）　明治４３～明治４４年 呉鎮

⑨文庫-千代田-265 上奏書　状況報告　明治２４年～明治３１年 佐鎮

⑨文庫-千代田-266 上奏書（状況報告）　明治３２年～明治３５年 佐鎮

⑨文庫-千代田-267 上奏書（状況報告）　明治３６年～明治４０年 佐鎮

⑨文庫-千代田-268 上奏書（状況報告）　明治４２年～明治４４年 佐鎮

⑨文庫-千代田-269 上奏書（状況報告）　明治３５年～明治３９年 舞鎮

⑨文庫-千代田-270 上奏書（小演習）　明治３６年～明治４４年 舞鎮

⑨文庫-千代田-271 上奏書（状況報告）　明治４０年～明治４１年 舞鎮

⑨文庫-千代田-272 雑書類　明治２７年９月～明治４０年１２月 -
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⑨文庫-千代田-273 上奏書（状況報告）　明治４２年～明治４４年 舞鎮

⑨文庫-千代田-274 上奏書（状況報告）　明治３８年～明治４２年 旅順鎮守府

⑨文庫-千代田-275 上奏書（状況報告）　明治４３年～明治４４年 旅順鎮守府

⑨文庫-千代田-276 上奏書（状況報告）　明治２４年～明治２６年 常備艦隊

⑨文庫-千代田-277 上奏書（状況報告）　明治２９年～明治３１年 常備艦隊

⑨文庫-千代田-278 上奏書（状況報告）　明治３２年～明治３３年 常備艦隊

⑨文庫-千代田-279 上奏書（状況報告）　明治３４年～明治３６年 常備艦隊

⑨文庫-千代田-280 上奏書（状況報告）　明治３９年～明治４１年 第１艦隊

⑨文庫-千代田-281 上奏書（状況報告）　明治４２年～明治４４年 第１艦隊

⑨文庫-千代田-282 上奏書（状況報告）　明治３９年～明治４１年 第２艦隊

⑨文庫-千代田-283 上奏書（状況報告）　明治４２年～明治４４年 第２艦隊

⑨文庫-千代田-284 上奏書（状況報告）　明治４２年～明治４４年 第２艦隊

⑨文庫-千代田-285 上奏書（状況報告）　明治３９年～明治４４年 南清艦隊

⑨文庫-千代田-286 上奏書（状況報告）　明治３９年～４４年 練習艦隊

⑨文庫-千代田-287 上奏書（状況報告）　明治３９年～明治４４年 大湊要港部

⑨文庫-千代田-288 上奏書（状況報告）　明治３３年～明治４４年 竹敷要港部

⑨文庫-千代田-289 上奏書（状況報告）　明治３４年～４０年 馬公要港部

⑨文庫-千代田-290 上奏書（状況報告）　明治４１～明治４４年 馬公要港部

⑨文庫-千代田-291 上奏書（小演習）　明治３６年～明治４５年 馬公要港部

⑨文庫-千代田-292 上奏書（小演習）　明治４０～４４年 大湊要港部

⑨文庫-千代田-293 上奏書（小演習）　明治４１年～４４年 旅順鎮守府

⑨文庫-千代田-294 上奏書（小演習）　明治４１年～４４年 旅順鎮守府

⑨文庫-千代田-295 状況報告　明治２９年～明治４５年 -

⑨文庫-千代田-296 状況報告　明治２９～明治４５年 呉・舞鶴鎮守府

⑨文庫-千代田-297 状況報告　明治３１年 横鎮

⑨文庫-千代田-298 諸報告　明治２７年～明治４０年 -

⑨文庫-千代田-299
海軍省所管臨時軍事費支出現計報告表　明治３８．１～明治３９．
２

-

⑨文庫-千代田-300
海軍省所管臨時軍事費支出現計報告表　明治３７．４～明治３７．
１２

-

⑨文庫-千代田-301 海軍高等武官決定候補名簿　明治２０～明治２６年 -

⑨文庫-千代田-302 海軍高等武官決定候補名簿　明治２７～明治３３年 -

⑨文庫-千代田-303 海軍高等武官決定候補名簿　明治２９～明治３０年 -

⑨文庫-千代田-304 海軍高等武官決定候補名簿　明治３４年～明治３６年 -

⑨文庫-千代田-305 海軍高等武官決定候補名簿　明治３９～明治４１年 -

⑨文庫-千代田-306 海軍高等武官決定候補名簿　明治４２年～明治４４年 -

⑨文庫-千代田-307 海軍高等武官名簿　明治３０．６～明治３１．１２ -

⑨文庫-千代田-308 海軍高等武官名簿　明治３４．３～明治３５．１０ -
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⑨文庫-千代田-309 海軍高等武官名簿　明治３６．３～明治３７．１ -

⑨文庫-千代田-310 海軍高等武官名簿　甲　明治４０．３～大正２．５ -

⑨文庫-千代田-311 名簿　明治末年 -

⑨文庫-千代田-312 軍艦乗員名簿　明治末年 -

⑨文庫-千代田-313 観艦式参列軍艦要目表　明治３８．１０ -

⑨文庫-千代田-314 海軍大演習　明治２３．３～４１．１０ -

⑨文庫-千代田-315 海軍大演習　明治３３年～明治４０年 -

⑨文庫-千代田-316 海軍大演習　明治３６年 -

⑨文庫-千代田-317 海軍大演習　明治３６年 -

⑨文庫-千代田-318 海軍大演習　明治４１年～明治４５年 -

⑨文庫-千代田-319 海軍大演習使用図面　明治末年 -

⑨文庫-千代田-320 海軍演習書類　明治末年 -

⑨文庫-千代田-321 海軍大演習観艦式　式場図（横浜沖）在中図…　１枚　大正１年 -

⑨文庫-千代田-322 小演習　明治２１年～明治３３年 -

⑨文庫-千代田-323 小演習　明治３５年 -

⑨文庫-千代田-324 小演習　明治３０年～明治３９年 呉鎮

⑨文庫-千代田-325 呉鎮守府小演習書類　明治３４．１１ -

⑨文庫-千代田-326 小演習　明治２３年～明治４３年 佐鎮

⑨文庫-千代田-327 小演習　明治３９年～明治４４年 -

⑨文庫-千代田-328 海軍定員令改正　明治２７．７～明治３０．１０ -

⑨文庫-千代田-329 海軍定員令の改正　明治３１．２～３２．６ -

⑨文庫-千代田-330 海軍定員令改正　明治３３．５～明治３４．２ -

⑨文庫-千代田-331 海軍定員令の改正　明治３５．１～明治３６．１２ -

⑨文庫-千代田-332 海軍定員令の改正　明治３７．１～明治３９．１２ -

⑨文庫-千代田-333 海軍定員令の改正　明治４０．４～明治４３．１０ -

⑨文庫-千代田-334 海軍定員令の改正　明治４２．１～明治４５．２ -

⑨文庫-千代田-335 海軍定員令の改正　明治４４．１～明治４５．７ -

⑨文庫-千代田-336 諸条例改正等の公布　明治２７年～明治３０年 -

⑨文庫-千代田-337 諸条例改正等の公布（１）　明治３０年 -

⑨文庫-千代田-338 諸条例改正等の公布　明治３１．１１～明治３２．１２ -

⑨文庫-千代田-339 諸条例制定公布　明治３３．３～明治３３．１２ -

⑨文庫-千代田-340 諸条例改正等の公布　明治３４．１～明治３６．１２ -

⑨文庫-千代田-341 諸条例等の公布　明治３７．１～明治３９．１２ -

⑨文庫-千代田-342 諸条例改正等の公布　明治４０．３～明治４２．１２ -

⑨文庫-千代田-343 諸条例改正等の公布　明治４３．１～大正１．１０ -

⑨文庫-千代田-344 予備艦艇規則　明治末年 -
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⑨文庫-千代田-345 編制　明治２７．７～明治３０．１２ -

⑨文庫-千代田-346 編制　明治３１．１～３６．１２ -

⑨文庫-千代田-347 編制　明治３７．１～明治３８．１２ -

⑨文庫-千代田-348 編制　明治３９．９～明治４５．７ -

⑨文庫-千代田-349 軍艦建造　明治３３～明治４４年 -

⑨文庫-千代田-350 横須賀．呉鎮守府所轄軍艦日課及週課　明治末年 -

⑨文庫-千代田-351 海軍拝謁人名簿　明治末年 -

⑨文庫-千代田-352 海軍大学校書類　明治２６年～明治４２年 -

⑨文庫-千代田-353 海軍大学校拝謁人名簿・１　明治末年 -

⑨文庫-千代田-354 海軍大学校拝謁人名簿・２　明治末年 -

⑨文庫-千代田-355
海軍兵学校御下賜品拝受名簿及衛生報告　明治３５年～明治４４
年

-

⑨文庫-千代田-356 海軍兵学校生徒卒業試験成績表　明治２９年～明治４４年 -

⑨文庫-千代田-357 海軍兵学校生徒人員表及職員名簿　明治２９年～明治４４年 -

⑨文庫-千代田-358 海軍兵学校雑書類　明治３１年～明治４４年 -

⑨文庫-千代田-359 海軍機関学校書類　明治２７年～明治３６年 -

⑨文庫-千代田-360 海軍機関学校書類　明治３７年～明治４０年 -

⑨文庫-千代田-361 海軍砲術学校書類　明治３９～明治４２年 -

⑨文庫-千代田-362 海軍機関学校書類　明治４１年～明治４４年 -

⑨文庫-千代田-363 海軍水雷学校書類　明治２９年～明治３９年 -

⑨文庫-千代田-364 海軍水雷学校書類　明治４０年～明治４４年 -

⑨文庫-千代田-365 海軍砲術学校書類　明治４３年～明治４４年 -

⑨文庫-千代田-366
海軍主計学校及び１～３期高等科信号術書類　明治２２～明治４
４年

-

⑨文庫-千代田-367 露国海軍及び日露海軍の対照　明治３７年 -

⑨文庫-千代田-368 日露戦争関係図面　明治３５～明治３９年 -

⑨文庫-千代田-369 露領沿海州紀要　明治３３．８ 海軍軍令部第３局

⑨文庫-千代田-370 樺太日露国境画定実況写真　５枚　明治末年 -

⑨文庫-千代田-371 日清戦争関係図面　明治２７年 -

⑨文庫-千代田-372 竹敷要港部．対馬警備隊　視察書類　明治３５．１２ -

⑨文庫-千代田-373 遠航航路図等　明治３９～明治４２年 -

⑨文庫-千代田-374 海軍工廠　明治３９年 -

⑨文庫-千代田-375 横須賀町港各庁舎及び倉庫位置図（１／１２００）　明治３６．９ -

⑨文庫-千代田-376 大湊水雷団建設物配置図（１／２０００）　明治３６．１２ -

⑨文庫-千代田-377 馬公要港部建設物位置図（１／１２００）　明治末年 -

⑨文庫-千代田-378 海図第５号（浦潮斯徳防備図）　明治３７年 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-379 雑図面　明治２９～明治４４年 -

⑨文庫-千代田-380 雑図面　明治末年 -
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⑨文庫-千代田-381 鎮遠砲弾痕及び降伏軍艦４隻の写真　明治末年 -

⑨文庫-千代田-382 山東省沿岸視察報告書　明治２７年１２月１５日 海軍大尉　関文炳

⑨文庫-千代田-383 米国戦艦オレゴン号破損ヶ所仮修繕図　明治３３．８ -

⑨文庫-千代田-384 世界の港湾状況　明治末年 -

⑨文庫-千代田-385 基隆築港説明図　明治３８年 -

⑨文庫-千代田-386 東京湾第３海堡の図　明治末年 -

⑨文庫-千代田-386_2
東京湾要塞備砲構造要領第２海堡　Ｍ４０年東京湾要塞海堡の略
説　明治３８．９

-

⑨文庫-千代田-387 海図９０号（東京海湾）　明治１７年 -

⑨文庫-千代田-388 那覇港湾実測図（１／３０００）在中図…　１枚　明治２４．６ -

⑨文庫-千代田-389 九州全岸海図　在中図海図Ｎｏ１４３：２枚　明治２６年 -

⑨文庫-千代田-390 西比利及満洲地名索引　明治３５．１２ 海軍令３局

⑨文庫-千代田-391 海図（鹿児島湾．金武湾．和歌浦）　明治２１年 -

⑨文庫-千代田-392 比律浜誌附図　明治４４．６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-393 直隷及び遼東海湾（海図第３９２号）：３枚　明治３７年 -

⑨文庫-千代田-394 遼東半島の関東半島図　明治３７年 -

⑨文庫-千代田-395 横須賀鎮守府第４船渠の図（１／５００）　明治３７．１２ -

⑨文庫-千代田-396 横須賀港拡張工事一覧図（１／５２００）　明治末年 -

⑨文庫-千代田-397 観兵式艦船排例の図（神戸港沖）在中図…１枚　明治末年 -

⑨文庫-千代田-398 横須賀軍港浚渫一覧図（１／３６００）　在中図…１枚　明治末年 -

⑨文庫-千代田-399 舞鶴軍港略図　明治末年 -

⑨文庫-千代田-399_2 「シャーギン」の報告　明治３０．５ 露国海軍大尉

⑨文庫-千代田-400 海軍雑書類　明治２７年～明治４４年 -

⑨文庫-千代田-401 雑書類　明治２３年～明治３５年 -

⑨文庫-千代田-402 雑書類　明治２８年～明治４３年 -

⑨文庫-千代田-403 雑書類　明治２９年～明治３４年 -

⑨文庫-千代田-404 雑書類　明治末年 -

⑨文庫-千代田-405 雑書類　明治３６年～明治４５年 -

⑨文庫-千代田-406 雑書類　明治３７年～明治４５年 -

⑨文庫-千代田-407 雑書類　明治末年 -

⑨文庫-千代田-408 雑書類　明治末年 -

⑨文庫-千代田-409 雑書類　明治末年 -

⑨文庫-千代田-410 海軍会計法規類集　上巻　明治３０．１２．１５ -

⑨文庫-千代田-411 海軍会計法規類集　下巻　明治３０．１２．１５ 海軍省経理局

⑨文庫-千代田-412 海軍会計法規類集附録　甲　明治３０．１２．１５ 海軍省経理局

⑨文庫-千代田-413 海軍会計法規類集附録　乙　明治３０．１２．１５ 海軍省経理局

⑨文庫-千代田-414
比律浜誌　附　兵要米国誌附録　瓦無島誌　差孟亜島誌　明治４
４．６

海軍軍令部



令和５年４月４日

⑨文庫-千代田-415 海軍省　法律．諸条例　明治２３年 -

⑨文庫-千代田-416 海軍省　官制．諸条規　明治２４年～明治２６年 -

⑨文庫-千代田-417 艦隊職員勤務令　明治２７年 -

⑨文庫-千代田-418 海軍省　官制．諸条規　明治２７年～明治２８年 -

⑨文庫-千代田-419 海軍省　官制．諸条規　明治２９年 -

⑨文庫-千代田-420 海軍省　法律．諸条例　明治３０年 -

⑨文庫-千代田-421 海軍省　法律．諸条例　明治３１年～明治３２年 -

⑨文庫-千代田-422 海軍省　諸条例　明治３３年 -

⑨文庫-千代田-423 海軍省　諸法律勅令　明治３４～明治３７年 -

⑨文庫-千代田-424 海軍省　法律．勅令　明治３８年～明治４０年 -

⑨文庫-千代田-425 海軍省　諸法律勅令　明治４１年～明治４３年 -

⑨文庫-千代田-426 海軍内令演習令の予備艦規則　明治３０年～明治３２年 -

⑨文庫-千代田-427 功績審査決議　海軍大臣申牒　明治２８．７～明治２８．１２ -

⑨文庫-千代田-428 功績審査決議　海軍大臣申牒　明治２８．１２ -

⑨文庫-千代田-429 功績審査決議　海軍大臣申牒　明治２８．１２ -

⑨文庫-千代田-430 功績審査決議　海軍大臣申牒　明治２９．１ -

⑨文庫-千代田-431 功績審査決議　海軍大臣申牒　明治２９．２ -

⑨文庫-千代田-432 功績審査決議　海軍大臣申牒　明治２９．３ -

⑨文庫-千代田-433 功績審査決議　海軍大臣申牒　明治２９．３ -

⑨文庫-千代田-434 功績審査決議　海軍大臣申牒　明治２９．３ -

⑨文庫-千代田-435 功績審査決議　海軍大臣申牒　明治２９．３ -

⑨文庫-千代田-436 功績審査決議　海軍大臣申牒　明治２９．４～明治３０．３ -

⑨文庫-千代田-437
功績審査決議　元連合艦隊司令長官申牒　明治２８．９～明治２
８．１２

-

⑨文庫-千代田-438 功績審査決議　元連合艦隊司令長官申牒　明治２８．１２ -

⑨文庫-千代田-439 功績審査決議　元連合艦隊司令長官申牒　明治２８．１２ -

⑨文庫-千代田-440 功績審査決議　元連合艦隊司令長官申牒　明治２８．１２ -

⑨文庫-千代田-441 功績審査決議　元連合艦隊司令長官申牒　明治２８．１２ -

⑨文庫-千代田-442
功績審査決議　元連合艦隊司令長官申牒　明治２８．１２～明治２
９．５

-

⑨文庫-千代田-443 功績審査決議　元連合艦隊司令長官申牒　明治２８．１２ -

⑨文庫-千代田-444 功績審査決議　常備艦隊司令長官申牒　明治３０．３ -

⑨文庫-千代田-445
勲章叙賜及賜金削除決議　元連合艦隊司令長官申牒　明治２８．
１２

-

⑨文庫-千代田-446
功績再審査決議　元連艦隊司令長官申牒　明治２８．１２～明治３
０．３

-

⑨文庫-千代田-447 従軍記章授与人名簿　海軍　１　明治２７～２８年 -

⑨文庫-千代田-448 従軍記章授与人名簿　海軍　２　明治２７年～２８年 -

⑨文庫-千代田-449 従軍記章授与人名簿　海軍　３　明治２７年～２８年 -

⑨文庫-千代田-450 従軍記章授与人名簿　海軍　４　明治２７年～２８年 -
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⑨文庫-千代田-451 従軍記章授与人名簿　海軍其他　明治２７年～２８年 -

⑨文庫-千代田-452 従軍記章授与人名簿　海軍　明治３３年 -

⑨文庫-千代田-453 従軍記章授与人名簿　海軍　明治３３年 -

⑨文庫-千代田-454 従軍記章授与人名簿　海軍　明治３３年 -

⑨文庫-千代田-455 従軍記章授与人名簿　海軍　明治３３年 -

⑨文庫-千代田-456 従軍記章授与人名簿　海軍　明治３３年 -

⑨文庫-千代田-457 叙勲及賜金　海軍　明治２７年～２８年 -

⑨文庫-千代田-458 叙勲及賜金　海軍　明治２７年～２８年 -

⑨文庫-千代田-459 叙勲及賜金　海軍　明治２７年～２８年 -

⑨文庫-千代田-460 叙勲及賜金　海軍　明治２７年～２８年 -

⑨文庫-千代田-461 叙勲及賜金　海軍録事其他　明治２７～２８年 -

⑨文庫-千代田-462 叙勲及賜金　海軍造兵廠．官用船舶乗員其他　明治２７～２８年 -

⑨文庫-千代田-463 賞与　海軍及　二宮孝順以下　中尾平八郎以下　明治２７～２８年 -

⑨文庫-千代田-464
賜金及褒状　台湾地方軍務　海軍川室清造以下　明治２７～２８
年

-

⑨文庫-千代田-465
賜金及褒賞　台湾地方軍務　海軍　樺山大将以下　明治２７～２８
年

-

⑨文庫-千代田-466 賜金　海軍死亡者遺族　明治２７～２８年 -

⑨文庫-千代田-467 賜金　海軍及海軍遺族　明治２７～２８年 -

⑨文庫-千代田-468 極秘　明治３７．８年海戦史　総目次 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-469 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-470 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-471 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻１．２付表及付図 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-472 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-473 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻４ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-474 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻５ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-475 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻３．４．５付表及付図 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-476 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-477 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻６付表及付図 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-478 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻７ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-479 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻７付表及付図 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-480 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻８ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-481 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻９ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-482 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻８．９付表及付図 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-483 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻１０ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-484 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻１１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-485 極秘　明治３７．８年海戦史　第１部　戦紀　巻１０．１１付表及付図 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-486 極秘　明治３７．８年海戦史　第２部　戦紀　巻１ 海軍軍令部



令和５年４月４日

⑨文庫-千代田-487 極秘　明治３７．８年海戦史　第２部　戦紀　巻２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-488 極秘　明治３７．８年海戦史　第２部　戦紀　巻２備考文書第１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-489 極秘　明治３７．８年海戦史　第２部　戦紀　巻２備考文書第２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-490
極秘　明治３７．８年海戦史　第２部　戦紀　巻２及備考文書付表
付図

海軍軍令部

⑨文庫-千代田-491 極秘　明治３７．８年海戦史　第３部　戦紀　巻１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-492 極秘　明治３７．８年海戦史　第４部　防備及ひ運輸通信　巻１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-493 極秘　明治３７．８年海戦史　第４部　防備及ひ運輸通信　巻２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-494
極秘　明治３７．８年海戦史　第４部　防備及ひ運輸通信　巻１、２
別冊

海軍軍令部

⑨文庫-千代田-495 極秘　明治３７．８年海戦史　第４部　防備及ひ運輸通信　巻３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-496 極秘　明治３７．８年海戦史　第４部　防備及ひ運輸通信　巻４ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-497 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-498 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　卷２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-499 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-500 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻４ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-501 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻５ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-502 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　卷６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-503 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　卷７ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-504 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻８ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-505 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻９ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-506 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻１０ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-507 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻１１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-508 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻１２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-509 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻１３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-510 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻１４ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-511 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻１５ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-512 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻１６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-513 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻１７ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-514 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻１８ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-515 極秘　明治３７．８年海戦史　第５部　施設　巻１９ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-516 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦船艇　巻１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-517 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦船艇　巻３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-518 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦船艇　巻４ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-519 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦船艇　巻５ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-520 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦船艇　巻６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-521 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦船艇　巻７ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-522 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦船艇　巻８ 海軍軍令部
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⑨文庫-千代田-523 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦船艇　巻９ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-524 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦船艇　巻１０ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-525 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦船艇　巻１１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-526 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦船艇　巻１２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-527 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦船艇　卷１３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-528 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦艇船　巻１４ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-529 極秘　明治３７．８年海戦史　第６部　艦船艇　巻１５ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-530 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-531 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-532 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-533 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻４ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-534 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻５ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-535 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-536 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻７ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-537 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻８ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-538 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻９ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-539 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻１０ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-540 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻１１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-541 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻１２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-542 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻１３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-543 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻１４ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-544 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻１５ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-545 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻１６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-546 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻１７ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-547 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻１８ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-548 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻１９ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-549 極秘　明治３７．８年海戦史　第７部　医務衛生　巻２０ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-550 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-551 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-552 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-553 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻３　備考文書 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-554 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻４ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-555 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻５ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-556
極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻４、５付表及付
図

海軍軍令部

⑨文庫-千代田-557 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻６ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-558 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻７ 海軍軍令部
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⑨文庫-千代田-559 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻８ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-560 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻６．７．８附図 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-561 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻９ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-562 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻１０ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-563 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻１１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-564 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻１２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-565 極秘　明治３７．８年海戦史　第８部　会計経理　巻１３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-566 極秘　明治３７．８年海戦史　第９部　国際事件　巻１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-567 極秘　明治３７．８年海戦史　第９部　国際事件　備考文書 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-568 極秘　明治３７．８年海戦史　第１０部　附記　巻２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-569 極秘　明治３７．８年海戦史　第１０部　附記　巻３ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-570 極秘　明治３７．８年海戦史　第１０部　附記　巻２、３付図 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-571 極秘　明治３７．８年海戦史　第１１部　戦局日誌　巻１ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-572 極秘　明治３７．８年海戦史　第１２部　附録文書　巻２上 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-573 極秘　明治３７．８年海戦史　第１２部　附録文書　巻２下 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-574 極秘　明治３７．８年海戦史　第１２部　附録文書　巻１７ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-575 極秘　明治３７．８年海戦史　第１２部　附録文書　巻２１上 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-576 極秘　明治３７．８年海戦史　第１２部　附録文書　巻２２ 海軍軍令部

⑨文庫-千代田-577 極秘　明治３７．８年海戦史　付録 海軍軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-1
軍令部上裁移牒簿　（陸軍作戦計画関係）　大正９．９．１５～１０．
８．２８

軍令部第１課

⑨文庫-霞ヶ関-2
軍令部上裁移牒簿　（作戦計画関係）　第１号　大正９．９．２７～１
０．９．１１

軍令部第１課

⑨文庫-霞ヶ関-3
軍令部上裁移牒簿　（作戦計画関係）　第２号　昭和１１．９．４～１
４．１２．１４

軍令部第１課

⑨文庫-霞ヶ関-4
国防所要兵力研究の経緯　昭和５年及至７年　昭和５．４．２８～
６．８．１１

軍令部第１課

⑨文庫-霞ヶ関-5
緊張時期及海戦時に於ける各省作業の協同に関する参考　昭和
５．９．５

軍令部第１課

⑨文庫-霞ヶ関-6
昭和１０年～１２年　帝国海軍　現有兵力標準附策定経緯　昭和
７．１．３０～７．９．８

軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-7 帝国海軍戦時編制（案）　昭和１６（１９４１年） 軍令部第１課

⑨文庫-霞ヶ関-8 無條約昭和１５年末に於ける　国防所要兵力表　昭和１５ 軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-9
大日本（大正１１年５月号抜萃）　交戦中両軍の勢力遞減法則を論
ず　大正１１．５

理学博士　野田隆治

⑨文庫-霞ヶ関-10 軍令部永久保存書類綴　昭和１０．１１．２～１１．７．１８ 軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-11 帝国軍の用兵綱領　昭和１１．６．３　御親裁 -

⑨文庫-霞ヶ関-12 条約決裂後の昭和１５年末に於ける国防所要兵力表　昭和１５末 軍令部第１課

⑨文庫-霞ヶ関-14 昭和１１年度　帝国海軍作戦計画　昭和１０．９．３ 軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-15 帝国国防方針　帝国軍の用兵綱領関係綴　昭和１１．２～１１．６ 軍令部第１課

⑨文庫-霞ヶ関-16 帝国海軍作戦計画策定資料　（対米） 軍令部第１課甲部員

⑨文庫-霞ヶ関-17
参謀総長奉勅　陸軍命令（２．２６事件関係）　昭和１１．２．２６～１
１．３．１９

参謀本部

⑨文庫-霞ヶ関-18 伝達事項の参謀本部移牒控　昭和１１．１１．１４～１２．１．２０ 軍令部第１課甲部員
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⑨文庫-霞ヶ関-19 作戦計画策定資料　（対英）　昭和９．４．２５～９．６．１５ 軍令部第１課甲部員

⑨文庫-霞ヶ関-21 昭和１２年度　帝国海軍作戦計画　昭和１１．８．２７ 海軍軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-24 昭和２５年度　帝国海軍戦時編制案　昭和１３．１０ 軍令部第１課主務者内案

⑨文庫-霞ヶ関-26 昭和１９年．２５年初頭に於ける保有艦船一覧表　昭和１３．１１ 軍令部第１課主務者案

⑨文庫-霞ヶ関-27 昭和１９年．２５年初頭に於ける保有艦船一覧表　昭和１３．１１ 軍令部第１課主務者案

⑨文庫-霞ヶ関-28 昭和２５年度　帝国海軍戦時編制案　昭和１３．１０ 軍令部第１課主務者内案

⑨文庫-霞ヶ関-29 昭和２５年度　帝国海軍戦時編制案　昭和１３．１０ 軍令部第１課主務者内案

⑨文庫-霞ヶ関-30 昭和１９年度　帝国海軍戦時編制案　昭和１３．１０ 軍令部第１課主務者内案

⑨文庫-霞ヶ関-31 昭和２５年度　帝国海軍戦時編制案　昭和１３．１０ 軍令部第１課主務者内案

⑨文庫-霞ヶ関-32 昭和２５年度　帝国海軍戦時編制案　昭和１３．１０ 軍令部第１課主務者内案

⑨文庫-霞ヶ関-33 昭和１９年度　帝国海軍戦時編制案　昭和１３．１０ 軍令部第１課主務者内案

⑨文庫-霞ヶ関-34 昭和１９年度　帝国海軍戦時編制案　昭和１３．１０ 軍令部第１課主務者内案

⑨文庫-霞ヶ関-35 昭和２５年度　帝国海軍戦時編制案　昭和１３．１０ 軍令部第１課主務者内案

⑨文庫-霞ヶ関-36 昭和２５年度　帝国海軍戦時編制案　昭和１３．１０ 軍令部第１課主務者内案

⑨文庫-霞ヶ関-37 昭和１９年度　帝国海軍戦時編制案　昭和１３．１０ 軍令部第１課主務者内案

⑨文庫-霞ヶ関-38 昭和１９年．２５年度初頭に於ける保有艦船一覧表　昭和１３．１１ 軍令部第１課主務者内案

⑨文庫-霞ヶ関-39
昭和１３年度　帝国海軍作戦計画指示　昭和１２．１１．２８～１３．
１．３１

軍令部第１課

⑨文庫-霞ヶ関-40 昭和１３年度　帝国海軍作戦計画　御説明資料　昭和１３ 軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-41
昭和１３年度　帝国海軍作戦計画及同戦時編制奏上案　昭和１
２．１２．６～１２．１２．９

軍令部総長

⑨文庫-霞ヶ関-43 昭和１３年度　帝国海軍作戦計画案　昭和１３ 軍令部第１部

⑨文庫-霞ヶ関-44
昭和１３年度　帝国海軍作戦計画案　策定要旨並に情況判断　昭
和１３．７

-

⑨文庫-霞ヶ関-46 昭和１４年度　帝国海軍作戦計画　昭和１４．２．２２ 海軍軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-47
昭和１４年度　帝国海軍作戦計画指示関係綴　昭和１４．３．３０～
１４．１１．６

軍令部第１部甲部員

⑨文庫-霞ヶ関-48 米国海軍工廠及民間造船所能力表　昭和１４．１０．１ 軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-49
昭和１４年度　帝国海軍作戦計画関係綴　昭和１３．９．１～１４．
２．２７

軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-50 英国極東作戦予想兵力　昭和１３．１２ 軍令部第３部

⑨文庫-霞ヶ関-51 海軍航空機機種及性能標準　昭和１４．７．２９ 軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-52 Ｅ対戦備促進　諸作業計画一覧表　昭和１４．９．７ 軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-53 第１図対米支作戦　第１段作戦兵力配備図 -

⑨文庫-霞ヶ関-54 第２図対米支作戦　第１段作戦兵力配備図 -

⑨文庫-霞ヶ関-55 第７図対英支作戦　第２段作戦兵力配備図 -

⑨文庫-霞ヶ関-56 第５図対露支作戦　兵力配備図 -

⑨文庫-霞ヶ関-57 第６図対英支作戦　兵力配備図 -

⑨文庫-霞ヶ関-58 第８図対英米露支作戦　兵力配備図 -

⑨文庫-霞ヶ関-60 昭和１５年度　帝国海軍作戦計画　昭和１５ 軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-61
第１遣支艦隊司令長官に対する　昭和１５年度帝国海軍作戦計画
に関する指示　昭和１５．２．１９

軍令部総長　博恭王
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⑨文庫-霞ヶ関-62 軍令部秘報　昭和１５．１０．１５ 軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-63 Ａ駆逐艦性能　昭和１５．５．１４ 軍令部第３課

⑨文庫-霞ヶ関-64 対仏作戦の研究 軍令部第１課甲部員

⑨文庫-霞ヶ関-65
昭和１５年度　帝国海軍作戦計画及指示関係綴　昭和１４．８．５
～１６．１０．１

軍令部第１課甲部員

⑨文庫-霞ヶ関-67
支那事変昭和１５年２月以降　帝国海軍作戦指導要綱　昭和１５．
２．１９

大本営海軍部

⑨文庫-霞ヶ関-68
支那事変昭和１５年２月以降　帝国海軍作戦指導要綱　昭和１５．
２．１９

大本営海軍部

⑨文庫-霞ヶ関-69
支那事変昭和１５年２月以降　帝国海軍作戦指導要綱　昭和１５．
２．１９

大本営海軍部

⑨文庫-霞ヶ関-70
支那事変昭和１５年２月以降　帝国海軍作戦指導要綱　昭和１５．
２．１９

大本営海軍部

⑨文庫-霞ヶ関-71 昭和２２年．２５年度　帝国海軍作戦時編制案　昭和１６．２．１ 軍令部第１課

⑨文庫-霞ヶ関-72 情況判断資料　昭和１６．２．２５ 軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-74 対米英蘭戦争　帝国海軍作戦計画　昭和１６．１１．３ 海軍軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-77 大東亜戦争第２段作戦　帝国海軍作戦計画　昭和１７．４．１５ 海軍軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-78 大東亜戦争第２段作戦　帝国海軍作戦計画　昭和１７．４．１５ 海軍軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-79 昭和１７年度　帝国海軍戦時編制（内示案）　昭和１６．９．１２ 軍令部

⑨文庫-霞ヶ関-80 連合艦隊戦策案　（第１回案）　昭和１４．１２．１ 連合艦隊参謀　渡邊中佐

⑨文庫-霞ヶ関-81 連合艦隊戦策案　（第１回案）　昭和１４．１２．１ 連合艦隊参謀　渡邊中佐

⑨文庫-霞ヶ関-83 海戦要務令続篇（航空戦の部）草案　昭和１５．３．２０ 海軍大学校

⑨文庫-霞ヶ関-84 軍機書類改正紙綴　大正２．９ 海軍省副官

⑨文庫-霞ヶ関-85 支那事変陸軍用兵計画　昭和１２．７．２９～１２．９．２０ 参謀本部

⑨文庫-霞ヶ関-89
関東軍司令官に与うる訓令に基く指示　昭和１３年度帝国陸軍作
戦計画訓令に基く陸海軍航空部隊協同に関する指示　昭和１３．
１０．１２

参謀本部

⑨文庫-霞ヶ関-90
昭和１３年度　帝国陸軍作戦計画　作戦要領一覧図　対支作戦中
露国か参戦せる場合及ひ米国か参戦せる場合

参謀本部

⑨文庫-霞ヶ関-91 第１案　昭和１４年度　帝国陸軍作戦計画第１次案 参謀本部

⑨文庫-霞ヶ関-93
昭和１４年度　帝国陸軍作戦計画作成要領一覧図　対支対露作
戦並対支米作戦の場合に於ける対米作戦

参謀本部

⑨文庫-霞ヶ関-94_2 昭和１５年度　帝国陸軍作戦計画　昭和１４．１２．１４ 参謀本部

⑨文庫-霞ヶ関-94_3 昭和１５年度　帝国陸軍作戦計画　昭和１４．１２．１４ 参謀本部

⑨文庫-霞ヶ関-98
昭和１５年度帝国海軍作戦計画及同戦時編制に関する御説明
昭和１４．１２．１４

軍令部総長　博恭王

⑨文庫-霞ヶ関-99 帝国海軍作戦計画　御説明資料　昭和１４年度 -

⑨文庫-霞ヶ関-100 説明用略図 -

⑨文庫-霞ヶ関-101 昭和１３年度　帝国陸軍作戦計画（案）　昭和１３．３．３０ 参謀本部

⑨文庫-霞ヶ関-102 昭和１３年度　帝国陸軍作戦計画　昭和１３．９．５ 参謀本部

⑨文庫-霞ヶ関-103 昭和１４年度　帝国陸軍作戦計画　昭和１４．２．２７ 参謀本部

⑨文庫-霞ヶ関-104
昭和１５年度　帝国陸軍作戦計画並同訓令に関する参謀総長御
説明（案）

参謀本部

⑨文庫-大東文化-0 海軍資料目録 大東文化大学　東洋研究所

⑨文庫-大東文化-1 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（外交関係）（５）１／６ -

⑨文庫-大東文化-2 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（外交関係）（５）２／６ -

⑨文庫-大東文化-3 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（外交関係）（５）３／６ -
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⑨文庫-大東文化-4 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（外交関係）（５）４／６ -

⑨文庫-大東文化-5 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（外交関係）（５）５／６ -

⑨文庫-大東文化-6 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（外交関係）（５）６／６ -

⑨文庫-大東文化-7 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（外交）（６）　１／６ -

⑨文庫-大東文化-8 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（外交）（６）　２／６ -

⑨文庫-大東文化-9 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（外交）（６）　３／６ -

⑨文庫-大東文化-10 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（外交）（６）　４／６ -

⑨文庫-大東文化-11 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（外交）（６）　５／６ -

⑨文庫-大東文化-12 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（外交）（６）　６／６ -

⑨文庫-大東文化-13 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（国際関係）（７）１／３ -

⑨文庫-大東文化-14 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（国際関係）（７）２／３ -

⑨文庫-大東文化-15 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（国際関係）（７）３／３ -

⑨文庫-大東文化-16 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（三国協定）（８）１／１ -

⑨文庫-大東文化-17 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（欧州戦争）（９）１／４ -

⑨文庫-大東文化-18 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（欧州戦争）（９）２／４ -

⑨文庫-大東文化-19 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（欧州戦争）（９）３／４ -

⑨文庫-大東文化-20 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（１０）　１／３ -

⑨文庫-大東文化-21 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（１０）　２／３ -

⑨文庫-大東文化-22 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（１０）　３／３ -

⑨文庫-大東文化-23
大東文化大学東洋研究所　海軍史料（政策及行政機構）（１１）　１
／４

-

⑨文庫-大東文化-24
大東文化大学東洋研究所　海軍史料（政策及行政機構）（１１）　２
／４

-

⑨文庫-大東文化-25
大東文化大学東洋研究所　海軍史料（政策及行政機構）（１１）　３
／４

-

⑨文庫-大東文化-26
大東文化大学東洋研究所　海軍史料（政策及行政機構）（１１）　４
／４

-

⑨文庫-大東文化-27
大東文化大学東洋研究所　海軍史料（政策及行政機構）（１２）　１
／４

-

⑨文庫-大東文化-28
大東文化大学東洋研究所　海軍史料（政策及行政機構）（１２）　２
／４

-

⑨文庫-大東文化-29
大東文化大学東洋研究所　海軍史料（政策及行政機構）（１２）　３
／４

-

⑨文庫-大東文化-30
大東文化大学東洋研究所　海軍史料（政策及行政機構）（１２）　４
／４

-

⑨文庫-大東文化-31
大東文化大学東洋研究所　海軍史料（研究事項　国策大綱　新体
制関係）（１５）　１／２

-

⑨文庫-大東文化-32
大東文化大学東洋研究所　海軍史料（研究事項　国策大綱　新体
制関係）（１５）　２／２

-

⑨文庫-大東文化-33 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（国内事情）（１９）１／４ -

⑨文庫-大東文化-34 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（国内事情）（１９）２／４ -

⑨文庫-大東文化-35 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（国内事情）（１９）３／４ -

⑨文庫-大東文化-36 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（国内事情）（１９）４／４ -

⑨文庫-大東文化-37 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（臨調資料秘）（２７）１／５ -

⑨文庫-大東文化-38 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（臨調資料秘）（２７）２／５ -

⑨文庫-大東文化-39 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（臨調資料秘）（２７）３／５ -
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⑨文庫-大東文化-40 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（臨調資料秘）（２７）４／５ -

⑨文庫-大東文化-41 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（臨調資料秘）（２７）５／５ -

⑨文庫-大東文化-42
大東文化大学東洋研究所　海軍史料（海調研究資料（特））（３０）
１／３

-

⑨文庫-大東文化-43
大東文化大学東洋研究所　海軍史料（海調研究資料（特））（３０）
２／３

-

⑨文庫-大東文化-44
大東文化大学東洋研究所　海軍史料（海調研究資料（特））（３０）
３／３

-

⑨文庫-大東文化-45 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（時局研究）（３３）　１／２ -

⑨文庫-大東文化-46 大東文化大学東洋研究所　海軍史料（時局研究）（３３）　２／２ -

⑨文庫-大東文化-47
大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ａ）（総合研究会
関係綴）１／２

-

⑨文庫-大東文化-48
大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ａ）（総合研究会
関係綴）２／２

-

⑨文庫-大東文化-49 大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｂ）（総合研究会） -

⑨文庫-大東文化-50
大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｃ）（外交懇談会
関係綴）１／２

-

⑨文庫-大東文化-51
大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｃ）（外交懇談会
関係綴）２／２

-

⑨文庫-大東文化-52
大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｄ）（政治研究会
関係綴）

-

⑨文庫-大東文化-53
大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｅ）（海軍省調査
課研究資料）

-

⑨文庫-大東文化-54
大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｆ）（臨戦指導対
策）

-

⑨文庫-大東文化-55
大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｇ）（国策研究会
昭和１４．４「対南方策要綱案」）

-

⑨文庫-大東文化-56 大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｈ）（思想関係綴） -

⑨文庫-大東文化-57
大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｉ）（思想懇談会関
係綴）

-

⑨文庫-大東文化-58
大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｊ）（政治研究会
昭和１６．１１．２４）

-

⑨文庫-大東文化-59 大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｋ） -

⑨文庫-大東文化-60
大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｌ）（戦争指導刷
新論）

-

⑨文庫-大東文化-61
大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｍ）（比島決戦時
における国内総動員体制案等）

-

⑨文庫-大東文化-62
大東文化大学東洋研究所　海軍史料付属資料（Ｎ）（２０．８．１調
査課　戦争指導の反省）

-

⑨文庫-大東文化-63 海軍省資料　１ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-64 海軍省資料　２ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-65 海軍省資料　３（１） 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-66 海軍省資料　３（２） 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-67 海軍省資料　４ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-68 海軍省資料　１３ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-69 海軍省資料　１４ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-70 海軍省資料　１６ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-71 海軍省資料　１７ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-72 海軍省資料　１８ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-73 海軍省資料　２０ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-74 海軍省資料　２１ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-75 海軍省資料　２２ 海軍関係部署
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⑨文庫-大東文化-76 海軍省資料　２３ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-77 海軍省資料　２４ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-78 海軍省資料　２５（１） 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-79 海軍省資料　２５（２） 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-80 海軍省資料　２６ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-81 海軍省資料　２８ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-82 海軍省資料　２９ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-83 海軍省資料　３１ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-84 海軍省資料　３２ 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-85 海軍省資料　３４（１） 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-86 海軍省資料　３４（２） 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-87 海軍省資料　３５（１） 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-88 海軍省資料　３５（２） 海軍関係部署

⑨文庫-大東文化-89
「昭和研究会」常任委員研究会（３）～（８）　昭和１１年１１月２６日
～１２年２月２２日

昭和研究会事務局等

⑨文庫-大東文化-90 「昭和研究会」事務日記　昭和１２年１２月～１３年２月 昭和研究会事務局等

⑨文庫-大東文化-91 「昭和研究会」支那問題委員会委員住所芳名 昭和研究会事務局等

⑨文庫-大東文化-92 「昭和研究会」支那問題研究会委員並研究会　昭和１３年１０月 昭和研究会事務局等

⑨文庫-大東文化-93 「昭和研究会」昭和研究会親睦会規約　昭和１３年２月 昭和研究会事務局等

⑨文庫-大東文化-94 「昭和研究会」昭和１３年度事業報告 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-95 「昭和研究会」支那問題研究会関係者 昭和研究会事務局等

⑨文庫-大東文化-96
「昭和研究会」常任委員・委員・各部研究会委員名簿　昭和１４年
２月

昭和研究会事務局等

⑨文庫-大東文化-97
「昭和研究会」昭和１４年度昭和研究会研究大綱　附　昭和１３年
度事業報告

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-98 「昭和研究会」外交及支那問題関係者 昭和研究会事務局等

⑨文庫-大東文化-99 「昭和研究会」１月中現金収支報告 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-100 「昭和研究会」一般住所録部会　同人会 昭和研究会事務局等

⑨文庫-大東文化-101 「昭和研究会」最近１ケ年に於ける発表　昭和１３年～昭和１４年 昭和研究会事務局等

⑨文庫-大東文化-102 「昭和研究会」昭和同人会規約及名簿　昭和１４年１月 昭和同人会

⑨文庫-大東文化-103 「昭和研究会」昭和塾規約・趣意書　昭和１５年３月 昭和塾

⑨文庫-大東文化-104 「昭和研究会」昭和１５年度研究大綱 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-105 昭和１５年２月「昭和研究会」昭和同人会規約及名簿 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-106 「昭和研究会」昭和１８年度実施計画 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-107 塾則草案 昭和塾

⑨文庫-大東文化-108 ７月２５日常任委員会要録 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-109 教育研究同志会会友名簿 教育研究同志会

⑨文庫-大東文化-110 東亜政治研究会委員名簿 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-111 理事会資料 大東亜研究室



令和５年４月４日

⑨文庫-大東文化-112 網領（暫定草案） 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-113 昭和研究会名簿・昭和同人会規約および名簿 昭和研究会・昭和同人会

⑨文庫-大東文化-114 教育研究同志会の出版届 教育研究同志会

⑨文庫-大東文化-115 農村部会（長期戦下の農村政策） 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-116 財政研究会会合要録 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-117 昭和１２年度　選挙制度改正問題 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-118 政治機構研究会会合要録 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-119 人事行政刷新要綱（案）（１２、９、２５） 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-120 公債政策研究会第２回会合話題要点 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-121 増税研究会要録（１） 昭和１２年１０月１３日 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-122 税制整理研究会要録（３）昭和１２年４月２１日 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-123 昭和１２年秋　国民健康保険 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-124 一般外交研究会 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-125 支那問題委員会 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-126 支那問題研究会 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-127 合衆国戦時資源管理局案機構図解（１９３６年） 昭和１２年９月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-128 支那関係臨時会合記録　其他 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-129 「英国ノ極東政策」研究プラン一般外交委員会第５回会合要録
昭和研究会常任理事矢部貞治
昭和研究会

⑨文庫-大東文化-130 内閣制度改革要綱 昭和１３年８月 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-131 公債政策関係史料 昭和１３年２月１５日 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-132 予算編成に関する研究覚書 昭和１３年１１月 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-133 予算節約研究会要録（二） 昭和１３年８月３１日 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-134 予算編成に関する研究会要録（三） 昭和１３年１０月１３日 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-135 予算編成方法の変更を提案す 昭和１３年１１月 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-136 支那事件特別税法案史料 昭和１３年２月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-137 昭和１３年１１月　支那事変の現段階に於ける帝国の外交政策 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-138 「支那事変」検討 昭和１３年５月２７日 昭和研究会東亜政治研究会

⑨文庫-大東文化-139 昭和１３年６月　支那事変収拾の一般的方針並に目標（草案） 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-140 昭和１３年１月　支那問題研究会第２５回会合要録 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-141 昭和１３年５～６月　支那事変に対処すべき根本方策に就て
昭和研究会支那問題研究会小
委員会・支那問題研究会

⑨文庫-大東文化-142 昭和１３年１～６月　支那問題研究会研究テーマ　他関係史料 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-143
昭和１３年９月３０日　支那事変対策草案（漢口戦終了前後ニ於ケ
ル）

昭和研究会支那事変対策委員
会

⑨文庫-大東文化-144 外交委員会研究問題 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-145 昭和１３年８月　三木清氏述　支那事変の世界史的意義 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-146
昭和１３年７月　外交委員会討議史料之四事変収拾に伴ふ一般的
外交政策

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-147
昭和１３年１１月１０日　漢口陥落の現段階に於て実行に移すべき
帝国外交方策プラン

昭和研究会外交委員会スタッフ
会



令和５年４月４日

⑨文庫-大東文化-148 昭和１３年５月　支那事変を中心とする政治緊急対策 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-149 昭和１３年１０月　対支院の設置に際し政府に要望す 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-150
昭和１３年４月　支那問題研究会史料第1号　対支中央機関に関
する史料

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-151 昭和１３年１２月　日本の対支投資に就いて 昭和研究会支那問題研究会

⑨文庫-大東文化-152
昭和１３年　支那問題研究会史料第２号　中国国民党六全大会宣
言並抗戦建国綱領大要

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-153 支那問題研究コース 昭和研究会支那問題研究会

⑨文庫-大東文化-154 昭和１３年７月　貴族院改革案要綱 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-155 輸出奨励輸入緩和に関する建議
東京商業会議所会頭　門野重
九郎

⑨文庫-大東文化-156 昭和１３年５月２３日　日本の政治体制再編成への一般的原因 昭和研究会政治動向小委員会

⑨文庫-大東文化-157 地方制度改革要綱（試案）　昭和１４年１２月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-158
東亜ブロック経済研究会史料　中心期に入った満州国五ヶ年計画
（エコノミスト昭和１４年２月１１日号）

東亜ブロック経済研究会

⑨文庫-大東文化-159
長江権益の諸問題－東亜経済研究会に於けるY氏談話－　昭和
１４年１２月

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-160
北支開発と石炭－東亜ブロック経済研究会史料－　昭和１４年５
月

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-161
東亜政治研究会史料（１）　帝国の朝鮮統治策－東亜新秩序建設
の見地より－　昭和１４年７月

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-162 外交方針 不詳

⑨文庫-大東文化-163 新段階の東亜政治　昭和１４年１２月（東亜政治） 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-164
東亜政治研究会史料（２）　満州国政治の再吟味－東亜新秩序形
成の見地より－　昭和１４年７月

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-165
防共協定強化の問題　国際政策樹立の用意のために客観条件の
推移を素描す－　昭和１４年６月

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-166 防共協定 益田豊彦

⑨文庫-大東文化-167 政治機構改新大綱　昭和１５年６月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-168 新政治体制研究資料（第１号）　昭和１５年８月１０日調
全国大学教授連盟　新体制研
究委員会

⑨文庫-大東文化-169 新政治体制研究資料（第２号）　昭和１５年８月１８日調
全国大学教授連盟　新体制研
究委員会

⑨文庫-大東文化-170 議会制度研究会話合要領筆記 議会制度研究会

⑨文庫-大東文化-171
満州国国土計画策定要綱案－昭和１５年２月２６日国務院会議で
可決－

国土計画研究会

⑨文庫-大東文化-172 南方政策研究要綱案　昭和１５年３月 外交小委員会

⑨文庫-大東文化-173 南方政策　昭和１５年３月 外交小委員会

⑨文庫-大東文化-174 漢民族　漢民族の性格と其の重大問題の解説　昭和１５年８月 東亜政治研究会・橘樸

⑨文庫-大東文化-175 欧州動乱とソ連の役割　昭和１５年６月１７日 坂本直道

⑨文庫-大東文化-176 列国の極東政策（参考資料）　昭和１５年５月 不詳

⑨文庫-大東文化-177 東亜新秩序の指導原理と具体的方策　昭和１５年３月
昭和研究会事務局・東亜政治研
究会

⑨文庫-大東文化-178 新体制基本綱領（草案） 不詳

⑨文庫-大東文化-179 新政治体制政綱（試案） 不詳

⑨文庫-大東文化-180 政治動向の想定 不詳

⑨文庫-大東文化-181 政治機構改新大綱（第１部）行政組織改革案 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-182 議会制度改革綱領　議会制度改革の諸問題　議会制度改革試案 不詳

⑨文庫-大東文化-183 ナチスにおける統帥権問題（統帥権問題１） 不詳



令和５年４月４日

⑨文庫-大東文化-184 昭和維新方略　東亜連盟の体系 不詳

⑨文庫-大東文化-185 国民貯蓄奨励に関する件（閣議申合案） 不詳

⑨文庫-大東文化-186 林野国土計画の構想 島田綿蔵

⑨文庫-大東文化-187 国土計画設定に対する私見 膳立之助

⑨文庫-大東文化-188 南京下流揚子江開放の貿易其他に及ぼす影響 不詳

⑨文庫-大東文化-189 揚子江開放の通貨に対する影響と対策 不詳

⑨文庫-大東文化-190 日満支政治連繋方策 不詳

⑨文庫-大東文化-191 東亜政治研究会 東亜政治研究会

⑨文庫-大東文化-192 東亜新秩序建設のための外交方策 東亜政治研究会

⑨文庫-大東文化-193 事変新段階対処姿勢 東亜政治研究会

⑨文庫-大東文化-194 北支那建設の方向 橘樸

⑨文庫-大東文化-195 北支農村対策私案 高橋精

⑨文庫-大東文化-196 支那に於ける「統一化」「資本主義化」問題の論争 小澤正元

⑨文庫-大東文化-197 北支工作の根本方針並に具体的諸方策　昭和１２年 北支工作小委員会

⑨文庫-大東文化-198 中国新中央政権工作の経過 不詳

⑨文庫-大東文化-199 北支那、中南支那間の沿岸貿易に就て（満鉄編北支要覧より） 倉持博

⑨文庫-大東文化-200 日支貿易政策要綱案　他 不詳

⑨文庫-大東文化-201 対支経済工作の基本政策に関する意見書 不詳

⑨文庫-大東文化-202 北支事変対策小委員会会合要録 昭和研究会一般外交委員会

⑨文庫-大東文化-203 一般外交委員会研究テーマ草案 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-204 東亜政治研究会テーマ　日本資本主義の発展と大陸政策の変遷 東亜政治研究会　和田耕作

⑨文庫-大東文化-205 米国外交の基本主義（上）米国の一 高木八尺

⑨文庫-大東文化-206 米国産業復興法の産業組織方策の内容 不詳

⑨文庫-大東文化-207 政治機構研究会会合要録 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-208 前書　支那事変の本質とその解決の方向　他 東亜政治研究会

⑨文庫-大東文化-209 ソ連の世界政策 佐多忠降

⑨文庫-大東文化-210 日英同盟の再検討 矢部貞治

⑨文庫-大東文化-211 米国の極東政策 高木八尺

⑨文庫-大東文化-212 支那問題研究会会合要録 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-213
支那問題研究会第２８回会合報告要目（事変と支那幣制、財政の
将来）

小林幾次郎

⑨文庫-大東文化-214 公債政策 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-215 物価対策 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-216 教育研究会記録 教育改革同志会

⑨文庫-大東文化-217 ドイツの国民啓蒙宣伝省と国文化院　昭和16年1月 教育改革同志会事務局

⑨文庫-大東文化-218 美術政策の諸問題　昭和16年10月 教育研究同志会事務局

⑨文庫-大東文化-219 海外教育振興基本方策　昭和16年11月 教育研究同志会事務局



令和５年４月４日

⑨文庫-大東文化-220 師範教育改革の視点　昭和16年11月 教育研究同志会事務局

⑨文庫-大東文化-221 出版統制の諸問題　昭和16年11月 教育研究同志会事務局

⑨文庫-大東文化-222 映画政策の現段階　附、映画法全文　昭和17年11月 教育研究同志会事務局

⑨文庫-大東文化-223 勤労者文化の現状と其の諸問題　昭和17年4月 教育研究同志会事務局

⑨文庫-大東文化-224 女子教育改革の視点 不詳

⑨文庫-大東文化-225 産業統制 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-226
労働統制の指導原理に関する二、三の問題について　昭和13年
12月

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-227 農業団体統制試案　昭和13年9月 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-228 未定稿　農業団体の統制 不詳

⑨文庫-大東文化-229 国民運動 不詳

⑨文庫-大東文化-230 長期建設期の農業政策研究要綱　昭和13年11月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-231 議題案　国民組織連盟案　国民組織問題 昭和研究会事務局等

⑨文庫-大東文化-232 労働保護対策　昭和14年6月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-233 「配給機構問題」研究会談話要録　昭和14年8月1日 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-234 配給機構根本改革の大綱　昭和14年12月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-235 農業問題 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-236 女子労働に関する報告 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-237 我国配給機構改革試案　昭和15年2月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-238 民間経済中枢機関試案　昭和12年12月 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-239 資金統制　昭和12年7月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-240 貿易関係資料 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-241 国際収支研究並びに貿易問題研究 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-242 昭和12年中臨時資金調整法施行状況　昭和13年1月 不詳

⑨文庫-大東文化-243 金融関係統計資料　昭和13年8月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-244 国民貯蓄規約例　昭和13年5月 国民貯蓄奨励局

⑨文庫-大東文化-245 何々国民貯蓄組合規約　規約例1～4 不詳

⑨文庫-大東文化-246 財政金融計画 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-247 臨時経済調整庁要綱　臨時経済調整庁案 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-248 輸出入リンク制度試案（未定稿）　昭和13年7月18日 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-249 わが貿易の趨勢と農漁林産物輸出の重要性　昭和13年11月28日 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-250 東亜政治経済ブロック研究項目案　昭和13年10月
東亜ブロック経済研究会スタッフ
会

⑨文庫-大東文化-251 ブロック経済の生成と其の意義　昭和１３年１０月 高橋亀吉

⑨文庫-大東文化-252 東亜ブロック経済研究会会合要録７、８回　昭和１３年１２月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-253 東亜ブロック経済研究覚書（１）　昭和１３年１２月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-254 欧州諸ブロックの概観　昭和１３年１１月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-255 ソ連の計画経済に就て　昭和１３年１２月 直井武夫　昭和研究会事務局



令和５年４月４日

⑨文庫-大東文化-256 汎米ブロック研究私案　昭和１３年１０月
東亜ブロック経済研究会スタフ
会

⑨文庫-大東文化-257
東亜ブロック経済研究会話題要点１～３回　昭和１３年９月～１０
月

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-258 日支貿易問題研究会要録　昭和１３年９月２６日 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-259
我戦時体制下に於けるインフレーションと公債消化の関係に就て
昭和１４年１０月

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-260 インフレーションに関する若干の理論的考察　昭和１４年１１月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-261 事業資金供給に関する考察　昭和１４年１２月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-262
産業組合と商業者（含商業者の団体）との対立乃至摩擦調整と両
者の配給機構としての分野（原案）昭和１４年１２月

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-263 東亜ブロック経済研究会覚書（２）　昭和１４年６月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-264 東亜ブロック経済（１）　昭和１３～１４年 酒井鼎

⑨文庫-大東文化-265 東亜ブロック経済（２）　昭和１３～１４年 酒井鼎

⑨文庫-大東文化-266 東亜経済研究会　昭和１５年 酒井鼎

⑨文庫-大東文化-267 支那新幣制問題と其の処理方策　昭和１５年１１月 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-268 支那新中央政権と通貨対策　昭和１５年５月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-269 金融工作改善の試案　昭和１５年３月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-270 現実的資本の蓄積と貨幣資本　昭和１５年４月 昭和研究会事務局（渡邊佐平）

⑨文庫-大東文化-271 財政金融研究会議案　昭和１５年６月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-272
日本経済再編成試案－建設期経済体制編成のために－昭和１５
年

昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-273 繊維統制の発展と問題点　昭和１５年６月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-274 戦時貿易対策に就いて－Ｈ氏講述記録－　昭和１５年８月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-275 経済統制機構研究会談話要録（第４）　昭和１５年６月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-276 我国産業の統制に関する意見書（写）　昭和１０年７月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-277 我国化学工業と立地　昭和１５年５月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-278 機械工業と国土計画に関する私見　昭和１５年７月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-279 インフレーション研究　昭和１６年２月 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-280 日満支地理条件と産業分布　昭和１６年８月 佐藤弘

⑨文庫-大東文化-281 国土計画と産業の規模 諸井貫一

⑨文庫-大東文化-282 米国に於ける財閥の研究　昭和19年9月
株式会社三井本社調査部研究
室

⑨文庫-大東文化-283 主要交戦国経済戦力の動向　昭和18年4月10日 外務省通商局

⑨文庫-大東文化-284 短期金融市場の改善案 飯田清三

⑨文庫-大東文化-285 此際に於ける経済政策再建の必要性 昭和研究会事務局経済部

⑨文庫-大東文化-286 物動三年の経験に鑑みて 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-287 産業統制方策大綱 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-288 統制機構の改革 不詳

⑨文庫-大東文化-289 電力分布より観た国土計画　昭和15年5月 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-290 軍需工業と国土計画　昭和15年5月
和気忠文報告 昭和研究会事務
局編纂

⑨文庫-大東文化-291 セメント工業を中心とせる国土計画　昭和15年5月
諸井貫一報告 昭和研究会事務
局編纂



令和５年４月４日

⑨文庫-大東文化-292 国土計画に於ける産業立地の地位 不詳

⑨文庫-大東文化-293 帝国貿易調整株式会社（仮称）設立趣意書（仮案） 不詳

⑨文庫-大東文化-294 支那に於ける通貨対策 不詳

⑨文庫-大東文化-295 東亜経済ブロック基調 東亜政治研究会

⑨文庫-大東文化-296 各種金融機関より観たる国際発行限度推定表 不詳

⑨文庫-大東文化-297 経済外交研究会委員芳名並研究コース草案 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-298 「世界貿易の意義」の考察 貿易研究会

⑨文庫-大東文化-299 教育制度改革案　昭和１１年 教育研究会

⑨文庫-大東文化-300 米穀専売案要綱 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-301 労働新体制概論 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-302 労働争議に関する報告 風早八十二　齋藤欽滋

⑨文庫-大東文化-303 教育翼賛団（仮称）結成の趣旨 不詳

⑨文庫-大東文化-304 国民生活必需品の供給確保案 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-305 労働力供出後の農村事情 不詳

⑨文庫-大東文化-306 国土計画と農業政策
東京大学農学部助教授　近藤
康男

⑨文庫-大東文化-307 人口都市集中対策調査項目（案）其1～2 不詳

⑨文庫-大東文化-308 「昭和研究会」常任委員研究会第1回会合要録 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-309 「昭和研究会」常任委員研究会（８） 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-310 昭和14年度　昭和研究会研究大綱　附昭和13年度事業報告 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-311 昭和14年度　昭和研究会研究大綱　附昭和13年度研究業績報告 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-312 昭和研究会設立趣意等 昭和研究会事務局

⑨文庫-大東文化-313 教育翼賛団（仮称）結成の趣旨 不詳

⑨文庫-大東文化-314 昭和研究会出版物頒布会略則 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-315 経済外交研究会委員芳名並研究コース草案 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-316 南方政策研究要綱案　昭和15年3月 外交小委員会

⑨文庫-大東文化-317 支那問題委員会委員住所芳名 不詳

⑨文庫-大東文化-318 大東亜研究室趣意書－規約・役員－ 不詳

⑨文庫-大東文化-319 支那問題研究会会合要録「支那に於ける経済建設に就て」 堀江邑一

⑨文庫-大東文化-320
支那問題研究会会合要録（三）「支那に於ける英国の勢力に就い
て」

尾崎秀実

⑨文庫-大東文化-321 北支工作研究会々合要録　昭和12年12月 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-322 国土計画促進に関する意見書　昭和15年9月 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-323 農業団体統制試案　昭和13年9月 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-324 農業改革大綱　昭和15年10月 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-325 極秘　鉄鋼需給の計画化に関する方針（案）　昭和16年12月10日 企画院

⑨文庫-大東文化-326 経済外交研究会委員芳名並研究コース草案 昭和研究会

⑨文庫-大東文化-327 壮年団中央協会人名簿　昭和15年 壮年団中央協会



令和５年４月４日

⑨文庫-大東文化-328 商工省関係統制会社 不詳

⑨文庫-大東文化-329 逓信省・鉄道省・厚生省関係国策会社 不詳

⑨文庫-大東文化-330
調査会報告第3輯　国防協力体制に関する調査報告書　昭和18年
1月

大政翼賛会調査会

⑨文庫-大東文化-331 一億敢闘実践運動実施報告　昭和18年 翼賛政治会

⑨文庫-大東文化-332 大東亜の一般情勢（竹内大東亜省総務局長説明要旨） 翼賛政治会資料部

⑨文庫-大東文化-333
最近の肥料事情に就て（矢崎日本肥料株式会社理事長説明要
旨）

翼賛政治会資料部

⑨文庫-大東文化-334 統制会社等整理刷新に関する資料（其の１） 翼賛政治会資料部

⑨文庫-大東文化-335 農機具の生産並に配給に就て（重政農林省総務局長説明要旨） 翼賛政治会資料部

⑨文庫-大東文化-336
戦時に於ける労務者及び職員の応召入営及び其他の被召集者に
対する待遇基準案　昭和17年12月

日本経済連盟会

⑨文庫-大東文化-337
企業整備資金措置法施行細則に就て（迫水大蔵省総務局長説明
要旨）

翼賛政治会資料部

⑨文庫-大東文化-338 四国、中国地方水害対策要項　昭和18年9月 翼賛政治会

⑨文庫-大東文化-339 各省関係国策会社調　昭和16年12月現在 翼賛議員同盟監査部

⑨文庫-大東文化-340
食糧対策に関する調査報告書　協同生活の範囲と其実行方策
昭和18年9月

大政翼賛会調査会

⑨文庫-大東文化-341
青少年に対する国防思想の普及　家庭婦人に対する総力戦思想
の普及　防諜に関する具体策　昭和18年8月

大政翼賛会調査会

⑨文庫-大東文化-342
指導者養成の中央機関急速設置に関する件　国民の教養錬成に
関する対策調査報告書　勤労青少年輔導錬成に関する調査報告
書　昭和18年8月

大政翼賛会調査会

⑨文庫-大東文化-343 主要政務調査資料　第6輯　昭和18年7月6日 翼賛政治会資料部

⑨文庫-大東文化-344 主要政務調査資料　第7輯　昭和18年7月15日 翼賛政治会資料部

⑨文庫-大東文化-345 主要政務調査資料　第8輯　昭和18年7月20日 翼賛政治会資料部

⑨文庫-大東文化-346 主要政務調査資料　第10輯　昭和18年8月10日 翼賛政治会資料部

⑨文庫-大東文化-347 主要政務調査資料　第11輯　昭和18年8月20日 翼賛政治会資料部

⑨文庫-大東文化-348 主要政務調査資料　第13輯　昭和18年9月5日 翼賛政治会資料部

⑨文庫-大東文化-349 主要政務調査資料　第14輯　昭和18年9月10日 翼賛政治会資料部

⑨文庫-大東文化-350 主要政務調査資料　第18輯　昭和18年10月20日 翼賛政治会資料部

⑨文庫-依託-1 第１次ソロモン海戦　サボ島沖海戦回想 古鷹艦長　荒木傳

⑨文庫-依託-2 第２段作戦発起に至る経緯 有馬高泰

⑨文庫-依託-3 中島飛行機株式会社　沿革大要及海軍機生産経緯並要目表 赤井英之助

⑨文庫-依託-4 太平洋戦争と国防燃料 海軍省軍需局長　秋重実恵

⑨文庫-依託-5 海軍奉職中の回想 海軍大佐　有田雄三

⑨文庫-依託-6 航空母艦による海上護衛　昭和１９．８～２０．３ 海軍大佐　有田雄三

⑨文庫-依託-7
太平洋戦争初期における海軍の補給並びに海軍運輸　本部に関
する回想

海軍大佐　磯部太郎

⑨文庫-依託-8 海軍弾道小史 海軍少将　磯恵

⑨文庫-依託-9 港湾防備回想 今里義光

⑨文庫-依託-10 竹船団護衛について 第６護衛船団参謀　今里義光

⑨文庫-依託-11 防備回想 海軍大佐　今里義光

⑨文庫-依託-12 相良丸作戦概要　（第１段作戦期間） -

⑨文庫-依託-13
大東亜戦争中の日記抜萃及び解説　自．昭和１６．９．２０～至．
昭和２０．８月

海軍中佐　市来崎秀丸



令和５年４月４日

⑨文庫-依託-14 潜水艦部設置の経緯について 泉雅爾

⑨文庫-依託-15 ４ＳＳ編成より昭和１６年２１月１日　三亜出撃までの行動概要 井内四郎

⑨文庫-依託-16 回天作戦 板倉光馬

⑨文庫-依託-17 駆逐艦叢雲の作戦　行動の概要 今井梅一

⑨文庫-依託-18 パラワン島事件の眞相に就いて 今川福雄

⑨文庫-依託-19 海軍特別陸戦隊　作戦回想（其の１） 海軍中佐　今井秋次郎

⑨文庫-依託-20
海軍特別陸戦隊　作成回想（其の２）　主としてソロモン方面につ
いて戦訓所見の部

海軍中佐　今井秋次郎

⑨文庫-依託-21 上海方面勤務回顧録　昭和１９．５～２１．７
上海方面特別根拠地隊参謀
海軍大佐　池田貞枝

⑨文庫-依託-22
軍令部対米情報部員　今井信彦手記　（パナマ運河攻撃関係を含
む）

海軍中佐　今井信彦

⑨文庫-依託-23
第２次上海事変緒戦期における水雷艇初雁戦闘記録　昭和１２．
８．１４～１２．１２．２

海軍中佐　今井信彦

⑨文庫-依託-24 船団護衛記録　昭和３４．１１　記 犬塚惟重

⑨文庫-依託-25
海上護衛作成所見（別冊）　（昭和１５．２）極秘出張報告要綱添付
昭和３４．１１．２４　記述

犬塚惟重

⑨文庫-依託-26 比島における　３１警備隊の作戦　昭和１７．７～１９．９ 海軍大佐　犬塚惟重

⑨文庫-依託-27 南洋群島勤務回想 海軍技術大佐　逸見尚義

⑨文庫-依託-28 旧海軍の組織の中に在った機関科将校問題と特務士官問題 海軍大佐　今田乾吉

⑨文庫-依託-29
旧海軍の組織の中に在った機関科将校問題と特務士官問題　（其
の２）

海軍大佐　今田乾吉

⑨文庫-依託-31 大本営海軍部　大東亜戦争開戦経緯に対する所見 軍務局課員　石井秋穂

⑨文庫-依託-32 大東亜戦争中海上護衛　（対潜作戦）に関する回想 浦山千代三郎

⑨文庫-依託-33 海軍の火工兵器等の考案設計について回想 海軍大佐　内田亮之輔

⑨文庫-依託-34 海上護衛航空作戦の概要 海上護衛参謀　江口英二

⑨文庫-依託-35 海上護衛航空作戦の概要　其の２ 海上護衛参謀　江口英二

⑨文庫-依託-36 海上護衛航空作戦の概要　其の３　部隊の編成兵力 海上護衛参謀　江口英二

⑨文庫-依託-37 海上護衛航空作戦の概要　其の４ 海上護衛参謀　江口英二

⑨文庫-依託-38 海上護衛航空作戦の概要　其の５ 海上護衛参謀　江口英二

⑨文庫-依託-39 第１段作戦回想 小澤治三郎

⑨文庫-依託-40 第８艦隊作戦指導回想　附一般戦訓（主としてソロモン海戦） 大西新藏

⑨文庫-依託-41 ガダルカナル作戦日記 第８艦隊参謀長　大西新藏

⑨文庫-依託-42 開戦後の海軍　ダバオ分工場の補給業務 海軍少佐　小野章造

⑨文庫-依託-43 南京方面艦隊作戦回顧　（主としてガ島作戦） 大前敬一

⑨文庫-依託-44 駆逐艦霰．第５６駆潜隊　作戦行動回想（附　木曽．秋月） 海軍大佐　緒方友兄

⑨文庫-依託-45 海軍勤務回想　（気象関係）その１ 海軍大佐　大田香苗

⑨文庫-依託-46 海軍勤務回想　（気象関係）その２ 海軍大佐　大田香苗

⑨文庫-依託-47 第１次．第２次上海事変の比較の思い出 海軍大佐　沖野赤男

⑨文庫-依託-48 駆逐艦「神風」　護衛に関する回想　昭和２０．１～２０．９ 海軍中佐　春日均

⑨文庫-依託-49 第９０１航空隊の編成と行動　昭和１８．１１．１５～２０．８．１５
第９０１航空司令部　海軍大佐
上出俊二

⑨文庫-依託-50 駆逐艦　村雨作戦行動　其の１ 鹿山誉



令和５年４月４日

⑨文庫-依託-51 駆逐艦　村雨作戦行動　其の２ 鹿山誉

⑨文庫-依託-52 駆逐艦　村雨作戦行動　其の３ 鹿山誉

⑨文庫-依託-53 駆逐艦　村雨作戦行動　其の４ 鹿山誉

⑨文庫-依託-54 第１６防空隊作戦行動 鹿山誉

⑨文庫-依託-55
第２次大戦中の枢軸国艦艇の東洋方面に於ける作戦行動に関す
る調査

木俣滋郎

⑨文庫-依託-56 海軍勤務回想 海軍少将　菊地鶴治

⑨文庫-依託-57 四水戦蟻輸送に関する資料 木村八郎他

⑨文庫-依託-58 マキン島奇襲攻防戦回想　第６根拠地隊戦務参謀 第６根拠地隊戦務参謀　木下甫

⑨文庫-依託-59 アッツ島沖海戦戦記
第５艦隊参謀　砲術兼水雷参謀
海軍少佐　木下甫

⑨文庫-依託-60 データー海軍少佐　航空母艦及その用法　発達史の解説 桑原虎雄訳

⑨文庫-依託-61 南東方面艦隊作戦回顧　其の１
南東方面艦隊司令長官　草鹿
任一

⑨文庫-依託-62 南東方面艦隊作戦回顧　（別冊）　「フィンシュ」警備部隊の記録 海軍大尉　村上光功

⑨文庫-依託-63 南東方面艦隊作戦回顧　其の２
南東方面艦隊司令長官　軍鹿
任一

⑨文庫-依託-64 大東亜戦争開戦　前在米約２ケ年の回想 海軍主計大佐　小池兼五郎

⑨文庫-依託-65 ２０１航空隊戦闘概要並所見
第２０１海軍航空隊飛行長　海
軍小佐　小松良民

⑨文庫-依託-66 滯英回想録 海軍中将　近藤泰一郎

⑨文庫-依託-67 支那事変　大東亜戦争中における海軍治療品に関する回想 海軍薬剤大佐　小谷正勝

⑨文庫-依託-68
第１９駆逐隊の作戦と行動　（第１期）　昭和１７．５．１６～１８．１．
２０

第１９駆逐隊付海軍主計少尉
小池英作

⑨文庫-依託-69
第１９駆逐隊の作戦と行動　関連調査及び追記事項　昭和１７．
５．１６～１８．１．２０

第１９駆逐隊付海軍主計少尉
小池英作

⑨文庫-依託-70
第１９駆逐隊の作戦と行動　（其の２）　昭和１８．１．２０～１８．１
０．７

第１９駆逐隊付海軍主計少尉
小池英作

⑨文庫-依託-71 占領地に於ける政策に関する若干の考察
南西方面艦隊兼第１３航空艦隊
司令部附．海軍主計大尉　小池
英作

⑨文庫-依託-72 ジャワ島散見記
南西方面艦隊兼第１３航空艦隊
司令部附．海軍主計大尉　小池
英作

⑨文庫-依託-73 軍艦長門勤務回想　昭和２．１２．１ 海軍大佐　小山貞

⑨文庫-依託-74 甲標的（特殊潜航艇）について回想　第二次試製実験兵器採用 海軍大佐　小山貞

⑨文庫-依託-75 海龍（有翼特殊潜航艇）について　生い立ちから終焉まで 海軍大佐　小山貞

⑨文庫-依託-76 航空魚雷増産について回想 海軍艦政本部部員　小山貞

⑨文庫-依託-77 ソロモン作戦の回想 海軍中将　小柳富次

⑨文庫-依託-78 日本海軍水雷戦術　思想の変遷　（前篇） 海軍中将　小柳富次

⑨文庫-依託-79 日本海軍水雷戦術　思想の変遷　（後篇） 海軍中将　小柳富次

⑨文庫-依託-80 開戦前後の汕頭及び泰国における海軍の華僑工作 海軍大佐　小柴直貞

⑨文庫-依託-81 支那勤務の回想録 海軍大佐　小柴直貞

⑨文庫-依託-82 阪本日誌　其の１　昭和１６．９．１～１６．１２．３１
第５２警備隊司令（タロア）　海軍
大佐　阪本敏

⑨文庫-依託-83 阪本日誌　其の２　昭和１７．１．１～１７．３．８
第５２警備隊司令（タロア）　海軍
大佐　阪本敏

⑨文庫-依託-84 魚雷発射指揮装置について 海軍技術大佐　阪本義鑑

⑨文庫-依託-85 魚雷発射指揮装置について　附録１ 海軍技術大佐　阪本義鑑

⑨文庫-依託-86
魚雷発射指揮装置について　附録２　（９２式潜水艦方位盤説明
書）

海軍技術大佐　坂本義鑑



令和５年４月４日

⑨文庫-依託-87 ７６３空比島陸上戦闘記録 佐多直大

⑨文庫-依託-88 隼鷹内務長の手記　１８．１２．１７～１９．７．２７ 海軍中佐　桜庭久右衛門

⑨文庫-依託-89 情報作戦 実松讓

⑨文庫-依託-90 情報作戦について 実松讓

⑨文庫-依託-91 情報作戦について 実松讓

⑨文庫-依託-92 海上護衛（対潜作戦）の回想 海軍中佐　三瓶寅三郎

⑨文庫-依託-93 海上護衛の回想　（海軍対潜学校の教育実施） 海軍中佐　三瓶寅三郎

⑨文庫-依託-94 日本海軍における爆雷投射の変遷経過に就て 海軍中佐　三瓶寅三郎

⑨文庫-依託-95 電波戦　其の１ 鮫島素直

⑨文庫-依託-96 電波戦　其の２ 鮫島素直

⑨文庫-依託-97 電波戦　其の３ 鮫島素直

⑨文庫-依託-98 海軍電波戦について 鮫島素直

⑨文庫-依託-99_2 大東亜戦争における日本海軍の通信 元海軍大佐　鮫島素直

⑨文庫-依託-100 通信関係諸機関の組織並にその運用
軍令部課長海軍大佐　鮫島素
直

⑨文庫-依託-101 通信防衛　暗号の部　其の１ 鮫島素直

⑨文庫-依託-102 通信諜報 海軍大佐　鮫島素直

⑨文庫-依託-103 通信戦備 海軍大佐　鮫島素直

⑨文庫-依託-104 海軍の作戦に影響を及ぼした暗号に関する諸問題（前編）
軍令部課長海軍大佐　鮫島素
直

⑨文庫-依託-105 海軍の作戦に影響を及ぼした暗号に関する諸問題（後編）
軍令部課長海軍大佐　鮫島素
直

⑨文庫-依託-106 日本海軍航空史（技術） 志賀淑雄

⑨文庫-依託-107 海軍航空技術廠に於て試作した航空機に就て 志賀淑雄

⑨文庫-依託-108 第２段作戦における潜水艦作戦回想　其の１ 海軍中佐　渋谷龍穉

⑨文庫-依託-109 第２段作戦における潜水艦作戦回想　其の２ 海軍中佐　渋谷龍穉

⑨文庫-依託-110 第２遊撃部隊の作戦行動並に其の所見 海軍中佐　志摩清英

⑨文庫-依託-111 第１９戦隊の作戦行動と其の所見　其の１ 海軍中佐　志摩清英

⑨文庫-依託-112 第１９戦隊の作戦行動と其に所見　其の２ 海軍中佐　志摩清英

⑨文庫-依託-113
嶋田繁太郎手記　（大東亜戦争の起った真因　大東亜戦争の教訓
統帥事項に関し）

嶋田繁太郎

⑨文庫-依託-114 海軍勤務の回想 海軍少将　島本久五郎

⑨文庫-依託-115 海南島の開発と援蒋物資について　昭和１８．６～２０．３ 清水清直

⑨文庫-依託-116 太平洋戦争に関連する海軍技術の調査　電波通信関係兵器 財団法人史料調査会

⑨文庫-依託-117 海軍艦政本部　第１部所掌兵器の記録　１／２ 海軍大佐　杉岡師男

⑨文庫-依託-118 海軍艦政本部　第１部所掌兵器の記録　２／２ 海軍大佐　杉岡師男

⑨文庫-依託-119 思出のブナ　昭和１７．８．７～１７．１２．２４
横５特副官　海軍少佐　鈴木靖
隆

⑨文庫-依託-120 旧海軍の常設航空隊と航空関係遺跡 海軍大佐　薗川亀郎

⑨文庫-依託-121 太平洋戦争中に於ける川西航空機株式会社の技術小史 竹内爲信

⑨文庫-依託-122 海軍航空作戦の回想 高橋千隼



令和５年４月４日

⑨文庫-依託-123 特別陸戦作戦について 武田勇

⑨文庫-依託-124
ラバウル被空襲時の軍艦　鈴谷の行動　ラバウル被空襲時の在
泊艦艇

高橋雄次・高間完

⑨文庫-依託-125 第７戦隊行動中の主なる事項　附　最上　三隈衝突事件の眞相 田中菊松

⑨文庫-依託-126
太平洋戦争　自開戦時至ミッドウェー海戦　第２水雷戦隊作戦行
動概要

第２水雷戦隊司令官　海軍少将
田中頼三

⑨文庫-依託-127 ５ｓｓ編成より昭和１６年１２月５日　三亜出撃までの行動概要 高橋長十郎

⑨文庫-依託-128 ナンコーリ（ナンカウリ）島戦闘記録 海軍大佐　高木三郎

⑨文庫-依託-129 長鯨戦闘記録 海軍大佐　高木三郎

⑨文庫-依託-130 究明体験事項 海軍大佐　高木三郎

⑨文庫-依託-131 海上護衛（対潜作戦）の回想 提道三

⑨文庫-依託-132 船員（海軍予備士官を含む）　教育に関する回想 角田光揚

⑨文庫-依託-133 日本海軍の音響兵器に関する回想 佃定雄

⑨文庫-依託-134 大東亜戦争における水中測的兵器の実情に関する回想 海軍中佐　佃定雄

⑨文庫-依託-135 化学兵器に関する回想 海軍大佐　鶴尾定雄

⑨文庫-依託-136 相模海軍工廠　（化学兵器研究製造）に関する報告書 海軍大佐　鶴尾定雄

⑨文庫-依託-137 砲熕兵器に関する回想 海軍大佐　鶴尾定雄

⑨文庫-依託-138 相模海軍工廠　設立経緯及び始末 海軍大佐　鶴尾定雄

⑨文庫-依託-140 馬来作戦部隊　機密作戦記録 寺崎隆治

⑨文庫-依託-141
大東亜戦争開始前に於ける日本海軍の出師準備に就いて　其の
１

海軍大佐　土井美二

⑨文庫-依託-142
大東亜戦争開始前に於ける日本海軍の出師準備に就いて　其の
２

海軍大佐　土井美二

⑨文庫-依託-143 第８戦隊を中心として見たガ島航空基地奮回作戦回想　其の１ 海軍大佐　土井美二

⑨文庫-依託-144 第８戦隊を中心として見たガ島航空基地奮回作戦回想　其の２ 海軍大佐　土井美二

⑨文庫-依託-145 ミッドウェー作戦回想 海軍大佐　土井美二

⑨文庫-依託-146 佐世保鎮守府関係の回想　昭和１８．４～２０．６
佐世保鎮守府参謀　海軍大佐
土井美二

⑨文庫-依託-147 佐世保鎮守府関係の回想　追補　昭和３７
佐世保鎮守府参謀　海軍大佐
土井美二

⑨文庫-依託-148 駆逐艦乗りの想い出 海軍大佐　飛田健二郎

⑨文庫-依託-149
大東亜戦争開戦前における日本海軍の出師準備について　（統
括）

海軍大佐　土井美二

⑨文庫-依託-150 横須賀鎮守府の執れる　海上護衛の諸方策 中村健夫

⑨文庫-依託-151 北部仏印進駐　戦史資料（前編）　昭和１５ 海軍中将　中沢佑

⑨文庫-依託-152 無條約下帝国海軍　軍備計画に就て　昭和１９ 海軍中将　中沢佑

⑨文庫-依託-153 帝国海軍燃料問題に関する回顧 海軍中将　中沢佑

⑨文庫-依託-154 海上護衛問題に関する回想及び記録 海軍中将　中沢佑

⑨文庫-依託-155 第３艦隊の作戦　その１．その２ 第３艦隊参謀　中島親孝

⑨文庫-依託-156 連合艦隊司令部における敵情判断 連合艦隊参謀　中島親孝

⑨文庫-依託-157 作戦指導に関する連合艦隊司令部内の動き 連合艦隊参謀　中島親孝

⑨文庫-依託-158 マーシャル群島ケゼリン陣中日誌　昭和１７．１１～１８．５ 海軍大佐　成田喜代治

⑨文庫-依託-159 水雷瑣談 海軍大佐　成田喜代治



令和５年４月４日

⑨文庫-依託-160
三菱長崎兵器製作所の魚雷生産記録　附　９１式魚雷改三要目
表

海軍大佐　成田喜代治

⑨文庫-依託-161 砲戦指揮装置より見たる軍艦長門改装時の砲熕公試 海軍大佐　中山義則

⑨文庫-依託-162 砲戦指揮兵器の詳細　（射撃盤の部） 海軍大佐　中山義則

⑨文庫-依託-163 砲戦指揮兵器の詳細　（射撃盤の部） 海軍大佐　中山義則

⑨文庫-依託-164
南洋群島事情軍官民の動静について　第１巻序設　昭和１８．６～
１９．２

南興技師　中島文彦

⑨文庫-依託-165
南洋群島事情軍官民の動静について　第２巻　第１章　食糧事情
第２章　産業事情　昭和１８

南興技師　中島文彦

⑨文庫-依託-166
南洋群島事情軍官民の動静について　第３巻　第３章　戦時統制
第４章　絶体国防線　第５章

南興技師　中島文彦

⑨文庫-依託-167 海軍における反乱の研究 中村悌次

⑨文庫-依託-168 危急時における艦長及び上級指揮官の処置について 中村悌次

⑨文庫-依託-169
帝国海軍人事に関する回想　帝国海軍の人事行政に関する回顧
と反省

海軍中将　中沢佑

⑨文庫-依託-173 ロンドン海軍軍縮会議をめぐる紛赳の一教訓－政治と軍事と－ 中村悌次

⑨文庫-依託-174 上級指揮官の統率に関する若干の研究　其の１ 中村悌次

⑨文庫-依託-175 上級指揮官の統率に関する若干の研究　其の２ 中村悌次

⑨文庫-依託-176 上級指揮官の統率に関する若干の研究 中村悌次

⑨文庫-依託-178
南東方面艦隊作戦回想　作戦計画及び指導一般に関する回想所
見

西村秀彦

⑨文庫-依託-179 南東方面艦隊作戦回想　（主として航空基地設営並に施設一般） 西尾秀彦

⑨文庫-依託-180 第３連合通信隊の通信作戦について 二宮好雄

⑨文庫-依託-181
計画造船とこれに関連のある海軍艦艇の造船作業についての回
想

海軍技術大佐　西島亮二

⑨文庫-依託-182
第２次世界大戦中太西洋における海上護衛戦及び対潜水艦戦の
概要と我海上護衛戦回想

海軍中将　新見政一

⑨文庫-依託-183
主としてソロモン．ラバウル方面に於ける海軍基地航空部隊の作
戦回想

野村了介

⑨文庫-依託-184 ヴェラ湾海戦　（８月６日コロンバンガラ輸送作戦） 海軍大佐　原為一

⑨文庫-依託-185 第１次ヴェララヴェラ海戦　（８月１７日ホラニウ輸送作戦関連） 海軍大佐　原為一

⑨文庫-依託-186 第１次ヴェララヴェラ海戦　（１０月６日ホラニウ撤収作戦） 海軍大佐　原為一

⑨文庫-依託-187 マーシャル方面の防備作戦回想　其の１
第６根拠地隊参謀海軍大佐　林
幸市

⑨文庫-依託-188 マーシャル方面の防備作戦回想　其の２
第６根拠地隊参謀海軍大佐　林
幸市

⑨文庫-依託-189
港湾防備（対潜対機雷）作戦資料（其１）　沿岸防備に関する用兵
思想と防備　一般に関する回想

第６根拠地隊参謀海軍大佐　林
幸市

⑨文庫-依託-190 第８海軍建設部　ウエワクの回想 海軍大佐　半田金槌

⑨文庫-依託-191 開戦前南方偵察に関する事項　１００１部隊に関する事項 鹿屋航空隊副長　浜田武夫

⑨文庫-依託-192 一掃海隊員の手記　昭和２０ 大湊防備隊機雷長　姫野修

⑨文庫-依託-193
伊号第２５潜水艦及び搭載機の行動　昭和１８．１．１７～１８．３．
２９

海軍兵曹長　藤田信雄

⑨文庫-依託-194 仏印問題に関する記録と回想　其の１ 海軍大佐　福岡武

⑨文庫-依託-195 北部仏印進駐記録　（後篇）　昭和３２．６ 海軍機関少佐　福岡武

⑨文庫-依託-196 水中測的史資料　（其の１） 海軍大佐　福田瑞穂

⑨文庫-依託-197 水中測的史資料　（其の２） 海軍大佐　福田瑞穂

⑨文庫-依託-198 浙東方面作戦　部隊船団輸送回想 海軍大佐　古谷啓次

⑨文庫-依託-199 大本営海軍最高統帥 福留繁



令和５年４月４日

⑨文庫-依託-200 第２段作戦発起経緯 福留繁

⑨文庫-依託-201 既定国防国策と大東海軍作戦との齟齬摘録　昭和３１．１０．１ 福留繁

⑨文庫-依託-202 帝国国防国策について 福留繁

⑨文庫-依託-203 海軍大学校と日本に対する戦争計画の始まり 福島勉

⑨文庫-依託-204 フオレスタルについて　１／２ 海軍中佐　福島勉

⑨文庫-依託-205 フオレスタルについて　２／２ 海軍中佐　福島勉

⑨文庫-依託-206 フオレスタルについて 海軍中佐　福島勉

⑨文庫-依託-207
１．船舶問題（仏国船舶の徴用）　２．印度洋通商破壊戦　３．出師
準備　その他

兵備局第１課長　堀内茂忠

⑨文庫-依託-208 海軍勤務回想 海軍少将　堀内茂忠

⑨文庫-依託-209 海軍封鎖作戦余話　昭和１３～１４ 海軍少佐　堀之内芳郎

⑨文庫-依託-210 海上護衛戦の見地より見た軍令部第１２課に関連する回想と見解 海軍大佐　松永敬介

⑨文庫-依託-211
第２次世界大戦に於ける日本海軍の海上護衛作戦の敗北の原因
等についての回想

松永敬介

⑨文庫-依託-212 南東方面作戦の回想　（主として航空戦関係） 海軍中佐　岩崎隆

⑨文庫-依託-213 捷号作戦における第１０戦隊の行動 海軍大佐　南六右衛門

⑨文庫-依託-214 第２段作戦発起の経緯 三代辰吉

⑨文庫-依託-215 大本営海軍部最高　統帥記録ハワイ作戦之部 三代一就

⑨文庫-依託-216 前進根拠地の防備調査指針 皆川延利

⑨文庫-依託-217 旧海軍航空特攻兵器 海軍大佐　宮川義平

⑨文庫-依託-218 第５航空艦隊の作戦回想 海軍大佐　宮崎隆

⑨文庫-依託-219 昭和１０．１２年頃の中国在勤武官の回想　昭和１０．１２頃 海軍少将　湊慶讓

⑨文庫-依託-220 海軍艦政本部第１部　所掌兵器の記録　海軍火工兵器について 海軍技術大佐　皆川清

⑨文庫-依託-221 補給関係（海軍航空廠の部） 宮川義平

⑨文庫-依託-222 航空基地の急速整備について 海軍大佐　峰松巖

⑨文庫-依託-223
開戦当初に於ける飛行基地　設営隊急速設営指揮指導　陣中日
記抄

第３艦隊司令部附　海軍中佐
峰松巖

⑨文庫-依託-224 航空基地建設土木工事について 海軍大佐　峰松巖

⑨文庫-依託-225 駆逐艦朝顔　海上護衛作戦回想 森榮

⑨文庫-依託-226 第２次世界大戦に於ける米国の航空機に就て 安延多計夫

⑨文庫-依託-227
海軍勤務回想　３式弾．風船爆弾　広島原爆調査化学兵器の研
究

海軍大佐　安井保門

⑨文庫-依託-228 大東亜戦争回想手記 山本親雄

⑨文庫-依託-229 海軍航空用兵思想と航空軍備 山本親雄

⑨文庫-依託-230 海軍航空用兵思想と航空軍備　其の２ 山本親雄

⑨文庫-依託-231 海軍航空用兵思想と航空軍備　其の３ 山本親雄

⑨文庫-依託-232 南方海軍終戦処理記　其の１
第１０方面艦隊参謀海軍大佐
山ノ上庄太郎

⑨文庫-依託-233 南方海軍終戦処理記　其の２
第１０方面艦隊参謀海軍大佐
山ノ上庄太郎

⑨文庫-依託-234 沖縄航空戦について 海軍少将　横井俊幸

⑨文庫-依託-235 第８連合特別陸戦隊作戦回想 柚木哲



令和５年４月４日

⑨文庫-依託-236 比叡の最後を中心とする第３次ソロモン海戦の回想 柚木哲

⑨文庫-依託-237 第９特別根拠地隊作戦記録 吉田章房

⑨文庫-依託-238 連合艦隊司令部塔乗２番機遭難状況　昭和１９．４ 吉津正利

⑨文庫-依託-239 ５ｓｄの第１段作戦 海軍大佐　由川周吉

⑨文庫-依託-240
与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その１　第１～１１
号）

海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-241
与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その２　第１２～１
８号）

海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-242
与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その３　第１９～２
３号）

海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-243
与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その４　第２４～３
２号）

海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-244
与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その５　第３３～３
８号）

海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-245
与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その６　第３９～４
８号）

海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-246
与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その７　第４９～６
５号）

海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-247
与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その８　第６６～７
１号）

海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-248
与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その９　第８５～１
４４号）

海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-249 与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報 海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-250 与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その１１号） 海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-251
与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その１２号　第８８
～９８号）

海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-252
与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その１３号　第９９
～１１４号）

海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-253 与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報 海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-254
与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その１５　第１３２
～１４２号　第１４６号．１８１号）

海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-255
与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その１６　第１８２
～２００号（１部欠）

海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-256 与倉三四三復原　昭和２０年　米国軍事彙報　（その１６　号外） 海軍中佐　与倉三四三

⑨文庫-依託-257 水中特攻思想の起源及びその経過 海軍中佐　吉松田守

⑨文庫-依託-258 開戦以後の潜水艦　軍備の変遷　昭和３３．２．１ 海軍中佐　吉松田守

⑨文庫-依託-259
日本海軍潜水艦に関する調査　第１編　搖籃時代　大正１１　（大
正１１年まで）

海軍中佐　吉松田守

⑨文庫-依託-260
日本海軍潜水艦に関する調査　第２編　その１　大正１２～昭和１
２

海軍中佐　吉松田守

⑨文庫-依託-261 日本海軍潜水艦に関する調査　第２編　その２ 海軍中佐　吉松田守

⑨文庫-依託-262 日本海軍潜水艦に関する調査　第３編 海軍中佐　吉松田守

⑨文庫-依託-263
大東亜戦争と日本海軍潜水艦　第１編　開戦前後の潜水艦と潜水
艦作戦

海軍中佐　吉松田守

⑨文庫-依託-264
大東亜戦争と日本海軍潜水艦　第２篇　大東亜戦争中の潜水艦
戦備　その１

海軍中佐　吉松田守

⑨文庫-依託-265
大東亜戦争と日本海軍潜水艦　第２篇　大東亜戦争中の潜水艦
戦備　その２　海上特攻戦備（蛟竜回天戦備）

海軍中佐　吉松田守

⑨文庫-依託-266
大東亜戦争と日本海軍潜水艦　第２篇　大東亜戦争中の潜水艦
戦備　（海上特攻戦備を含む）

-

⑨文庫-依託-267
海軍中将．若林清作　海軍勤務回想　（其の１）　潜水艦歴史及び
大正６～昭和８

海軍中佐　吉松田守

⑨文庫-依託-268
海軍中将　若林清作　海軍勤務回想　（其の２）　大正１３年の１部
及び昭和１１～１５年

海軍中佐　吉松田守

⑨文庫-依託-269 海軍中将　若林清作　海軍勤務回想　（其の３）　昭和１６．２～２０ 海軍中佐　吉松田守

⑨文庫-依託-270
太平洋戦争に関連する海軍技術の調査　第１次大戦以後に於け
る海運造船技術の進歩変遷

財団法人史料調査会

⑨文庫-依託-271 艦船航空機及び基地に於ける電波兵器装備 財団法人史料調査会



令和５年４月４日

⑨文庫-依託-272 レーダー開発競争の顛末と日独技術協力の実態について 永盛義夫

⑨文庫-依託-501
海軍大佐　谷井末吉　海軍少将　有馬成甫　海軍主計中将　山本
丑之助　談話収録　昭和３３．５

財団法人水交会

⑨文庫-依託-502 海軍少将　石川信吾談話収録　其の１ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-503 海軍少将　石川信吾談話収録　其の２ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-504 今村均談話収録 財団法人水交会

⑨文庫-依託-505 海軍大将　井上成美談話収録　昭和３４．１１ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-506 海軍中将　大森仙太郎談話収録　昭和３３．１１ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-508 草鹿任一談話収録 財団法人水交会

⑨文庫-依託-509 海軍中将　栗田健男談話収録　昭和３３．１０ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-510 草鹿龍之介談話収録　其１ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-511 海軍中将　草鹿龍之介談話収録　其２　昭和３５．２ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-512
海軍中将　草鹿龍之介談話収録　其３　海軍中将　福留繁　談話
収録　其１

財団法人水交会

⑨文庫-依託-513 元海軍中将　福留繁談話収録　其２ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-514 元．海軍中将　福留繁談話収録　其の３　昭和３５．５ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-515
海軍中将　福留繁談話収録　其４　海軍書記官　榎本重治談話収
録

財団法人水交会

⑨文庫-依託-516 海軍中将　小柳冨次私記　其１　昭和３６．８ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-517 海軍中将　小柳冨次私記　其２　昭和３６．８ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-518 海軍中将　小柳冨次私記　其３　昭和３６．１０ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-519
海軍中将　左近司政三　海軍中将　原忠一　談話収録　昭和３３．
３

財団法人水交会

⑨文庫-依託-520
海軍少将　岸本鹿子治　海軍中将　志摩清英　其１　談話収録
昭３５．１１

財団法人水交会

⑨文庫-依託-521
海軍中将　志摩清英　其２　海軍中将　古市龍雄　談話収録　昭３
６．３

財団法人水交会

⑨文庫-依託-522
海軍中将　中沢佑　海軍中将　渋谷隆太郎　談話収録　昭和３４．
９

財団法人水交会

⑨文庫-依託-523 海軍中将　清水光美談話収録　昭和３３．７ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-524
海軍大将　島田繁太郎談話収録　（附．島田大将手記）　昭和３
２．２

財団法人水交会

⑨文庫-依託-525
海軍中将　新見政一　海軍主計中将　武井大助　談話収録　昭和
３３．８

財団法人水交会

⑨文庫-依託-526 海軍中将　（兵第３９期）　田結穣　談話収録　昭和３３．１２ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-527 海軍中将　寺岡謹平　談話収録 財団法人水交会

⑨文庫-依託-528 海軍中将　寺岡謹平　談話収録　其２　昭和３４．３ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-529 海軍中将　戸塚道太郎　談話収録　其１～其２　昭和３４．１０ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-530 豊田貞次郎　談話収録 財団法人水交会

⑨文庫-依託-531
海軍少将　富岡定俊　海軍軍医中将　保利信明　談話収録　昭和
３４．１１

財団法人水交会

⑨文庫-依託-532
海軍大将　長谷川清　海軍中将　堀悌吉　海軍中将　寺島健　談
話収録　昭和３２春

財団法人水交会

⑨文庫-依託-533 海軍中将　中村俊久　談話収録　昭和３３．１２ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-534 海軍大将　野村直邦　談話収録　昭和３２．８ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-535 海軍技術中将　福田啓二　談話収録　昭和３３．３ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-536 海軍中将　福田良三　談話収録　昭和３３．１１ 財団法人水交会



令和５年４月４日

⑨文庫-依託-537 海軍中将　細萱戊四郎　海軍中将　三川軍一　談話収録 財団法人水交会

⑨文庫-依託-540 海軍大将　山本英輔　談話収録　昭和３１．９ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-541 海軍大将　吉田善五　談話収録　昭和３１．１２ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-542 海軍中将　八角三郎　談話収録　昭和３３．３ 財団法人水交会

⑨文庫-依託-543 海軍大将　山梨勝之進　談話収録　昭和３２年５．６．７月 財団法人水交会

⑨文庫-依託-544 海軍大将　高橋三吉　談話収録　昭和３１．８ 財団法人水交会

⑨文庫-榎本-1 外交時報　（Ｎｏ．５９７～６２４）　昭和４．１０．１５～５．１２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-2 外交時報　（Ｎｏ．６２７～６４６）　昭和６．１．１５～６．１１．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-3 外交時報　（Ｎｏ．６３４）　昭和６．５．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-4 外交時報　（Ｎｏ．６９４～６９７）　昭和８．１１．１～８．１２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-5 外交時報　（Ｎｏ．７０１）　昭和９．２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-6 外交時報　（Ｎｏ．７０６）　昭和９．５．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-7 外交時報　（Ｎｏ．７０７）　昭和９．５．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-8 外交時報　（Ｎｏ．７０９）　昭和９．６．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-9 外交時報　（Ｎｏ．７０９）　昭和９．６．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-10 外交時報　（Ｎｏ．７１０）　昭和９．７．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-11 外交時報　（Ｎｏ．７１１）　昭和９．７．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-12 外交時報　（Ｎｏ．７１２）　昭和９．８．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-13 外交時報　（Ｎｏ．７１３）　昭和９．８．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-14 外交時報　（Ｎｏ．７１４）　昭和９．９．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-15 外交時報　（Ｎｏ．７１４）　昭和９．９．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-16 外交時報　（Ｎｏ．７１５）　昭和９．９．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-17 外交時報　（Ｎｏ．７１６）　昭和９．１０．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-18 外交時報　（Ｎｏ．７２８）　昭和１０．４．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-19 外交時報　（Ｎｏ．７３４）　昭和１０．７．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-20 外交時報　（Ｎｏ．７８４）　昭和１２．８．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-21 外交時報　（Ｎｏ．７８５）　昭和１２．８．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-22 外交時報　（Ｎｏ．７８６）　昭和１２．９．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-23 外交時報　（Ｎｏ．７８７）　昭和１２．９．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-24 外交時報　（Ｎｏ．７９５）　昭和１３．１．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-25 外交時報　（Ｎｏ．７９８）　昭和１３．３．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-26 外交時報　（Ｎｏ．７９９）　昭和１３．３．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-27 外交時報　（Ｎｏ．８００）　昭和１３．４．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-28 外交時報　（Ｎｏ．８０１）　昭和１３．４．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-29 外交時報　（Ｎｏ．８０２）　昭和１３．５．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-30 外交時報　（Ｎｏ．８０３）　昭和１３．５．１５ 外交時報社



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-31 外交時報　（Ｎｏ．８０４）　昭和１３．６．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-32 外交時報　（Ｎｏ．８０５）　昭和１３．６．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-33 外交時報　（Ｎｏ．８０６）　昭和１３．７．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-34 外交時報　（Ｎｏ．８０７）　昭和１３．７．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-35 外交時報　（Ｎｏ．８０８）　昭和１３．８．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-36 外交時報　（Ｎｏ．８０９）　昭和１３．８．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-37 外交時報　（Ｎｏ．８１０）　昭和１３．９．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-38 外交時報　（Ｎｏ．８１１）　昭和１３．９．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-39 外交時報　（Ｎｏ．８１３）　昭和１３．１０．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-40 外交時報　（Ｎｏ．８１５）　昭和１３．１１．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-41 外交時報　（Ｎｏ．８１６）　昭和１３．１２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-42 外交時報　（Ｎｏ．８１７）　昭和１３．１２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-43 外交時報　（Ｎｏ．８１７）　昭和１３．１２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-44 外交時報　（Ｎｏ．８１７～８２３）　昭和１３．１２．１５～１４．３．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-45 外交時報　（Ｎｏ．８１８）　昭和１４．１．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-46 外交時報　（Ｎｏ．８１９）　昭和１４．１．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-47 外交時報　（Ｎｏ．８２０）　昭和１４．２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-48 外交時報　（Ｎｏ．８２０）　昭和１４．２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-49 外交時報　（Ｎｏ．８２１）　昭和１４．２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-50 外交時報　（Ｎｏ．８２１）　昭和１４．２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-51 外交時報　（Ｎｏ．８２２）　昭和１４．３．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-52 外交時報　（Ｎｏ．８２２）　昭和１４．３．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-53 外交時報　（Ｎｏ．８２３）　昭和１４．３．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-54 外交時報　（Ｎｏ．８２４）　昭和１４．４．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-55 外交時報　（Ｎｏ．８２４～８２９）　昭和１４．４．１～１４．６．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-56 外交時報　（Ｎｏ．８２７）　昭和１４．５．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-57 外交時報　（Ｎｏ．８２８）　昭和１４．４．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-58 外交時報　（Ｎｏ．８３０～８３４）　昭和１４．７．１～１４．９．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-59 外交時報　（Ｎｏ．８３６～８４０）　昭和１４．１０．１～１４．１２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-60 外交時報　（Ｎｏ．８３９）　昭和１４．１１．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-61 外交時報　（Ｎｏ．８４３～８４８）　昭和１５．１．１５～１５．４．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-62 外交時報　（Ｎｏ．８４４）　昭和１５．２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-63 外交時報　（Ｎｏ．８４５）　昭和１５．２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-64 外交時報　（Ｎｏ．８４６）　昭和１５．３．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-65 外交時報　（Ｎｏ．８４７）　昭和１５．３．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-66 外交時報　（Ｎｏ．８４８）　昭和１５．４．１ 外交時報社



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-67 外交時報　（Ｎｏ．８４９）　昭和１５．４．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-68 外交時報　（Ｎｏ．８４９～８６２）　昭和１５．４．１５～１５．１１．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-69 外交時報　（Ｎｏ．８５１）　昭和１５．５．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-70 外交時報　（Ｎｏ．８５２）　昭和１５．６．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-71 外交時報　（Ｎｏ．８５６）　昭和１５．８．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-72 外交時報　（Ｎｏ．８５７）　昭和１５．８．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-73 外交時報　（Ｎｏ．８５８）　昭和１５．９．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-74 外交時報　（Ｎｏ．８６０）　昭和１５．１０．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-75 外交時報　（Ｎｏ．８６１）　昭和１５．１０．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-76 外交時報　（Ｎｏ．８６２）　昭和１５．１１．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-77 外交時報　（Ｎｏ．８６３）　昭和１５．１１．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-78 外交時報　（Ｎｏ．８６４）　昭和１５．１２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-79 外交時報　（Ｎｏ．８６５）　昭和１５．１２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-80 外交時報　（Ｎｏ．８６６）　昭和１６．１．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-81 外交時報　（Ｎｏ．８６６）　昭和１６．１．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-82 外交時報　（Ｎｏ．８６７）　昭和１６．１．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-83 外交時報　（Ｎｏ．８６８）　昭和１６．２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-84 外交時報　（Ｎｏ．８６９）　昭和１６．２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-85 外交時報　（Ｎｏ．８７０）　昭和１６．３．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-86 外交時報　（Ｎｏ．８７１）　昭和１６．３．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-87 外交時報　（Ｎｏ．８７２）　昭和１６．４．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-88 外交時報　（Ｎｏ．８７３）　昭和１６．４．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-89 外交時報　（Ｎｏ．８７４）　昭和１６．５．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-90 外交時報　（Ｎｏ．８７５）　昭和１６．５．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-91 外交時報　（Ｎｏ．８７６）　昭和１６．６．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-92 外交時報　（Ｎｏ．８７７）　昭和１６．６．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-93 外交時報　（Ｎｏ．８７８）　昭和１６．７．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-94 外交時報　（Ｎｏ．８７９）　昭和１６．７．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-95 外交時報　（Ｎｏ．８８０）　昭和１６．８．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-96 外交時報　（Ｎｏ．８８１）　昭和１６．８．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-97 外交時報　（Ｎｏ．８８２）　昭和１６．９．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-98 外交時報　（Ｎｏ．８８３）　昭和１６．９．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-99 外交時報　（Ｎｏ．８８４）　昭和１６．１０．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-100 外交時報　（Ｎｏ．８８５）　昭和１６．１０．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-101 外交時報　（Ｎｏ．８８６）　昭和１６．１１．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-102 外交時報　（Ｎｏ．８８７）　昭和１６．１１．１５ 外交時報社



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-103 外交時報　（Ｎｏ．８８８）　昭和１６．１２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-104 外交時報　（Ｎｏ．８８９）　昭和１６．１２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-105 外交時報　（Ｎｏ．８９１）　昭和１７．１．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-106 外交時報　（Ｎｏ．８９２）　昭和１７．２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-107 外交時報　（Ｎｏ．８９３）　昭和１７．２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-108 外交時報　（Ｎｏ．８９４）　昭和１７．３．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-109 外交時報　（Ｎｏ．８９５）　昭和１７．３．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-110 外交時報　（Ｎｏ．８９６）　昭和１７．４．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-111 外交時報　（Ｎｏ．８９８）　昭和１７．５．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-112 外交時報　（Ｎｏ．８９９）　昭和１７．５．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-113 外交時報　（Ｎｏ．９００）　昭和１７．６．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-114 外交時報　（Ｎｏ．９０１）　昭和１７．６．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-115 外交時報　（Ｎｏ．９０２）　昭和１７．７．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-116 外交時報　（Ｎｏ．９０４）　昭和１７．８．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-117 外交時報　（Ｎｏ．９０６）　昭和１７．９．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-118 外交時報　（Ｎｏ．９０７）　昭和１７．９．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-119 外交時報　（Ｎｏ．９０８）　昭和１７．１０．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-120 外交時報　（Ｎｏ．９０９）　昭和１７．１０．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-121 外交時報　（Ｎｏ．９１０）　昭和１７．１１．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-122 外交時報　（Ｎｏ．９１１）　昭和１７．１１．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-123 外交時報　（Ｎｏ．９１２）　昭和１７．２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-124 外交時報　（Ｎｏ．９１３）　昭和１７．１２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-125 外交時報　（Ｎｏ．９１５）　昭和１８．１．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-126 外交時報　（Ｎｏ．９１６）　昭和１８．２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-127 外交時報　（Ｎｏ．９１７）　昭和１８．２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-128 外交時報　（Ｎｏ．９１８）　昭和１８．３．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-129 外交時報　（Ｎｏ．９１９）　昭和１８．３．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-130 外交時報　（Ｎｏ．９２０）　昭和１８．４．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-131 外交時報　（Ｎｏ．９２１）　昭和１８．４．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-132 外交時報　（Ｎｏ．９２５）　昭和１８．６．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-133 外交時報　（Ｎｏ．９２６）　昭和１８．７．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-134 外交時報　（Ｎｏ．９２７）　昭和１８．７．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-135 外交時報　（Ｎｏ．９２８）　昭和１８．８．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-136 外交時報　（Ｎｏ．９２９）　昭和１８．８．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-137 外交時報　（Ｎｏ．９３０）　昭和１８．９．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-138 外交時報　（Ｎｏ．９３２）　昭和１８．１０．１ 外交時報社



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-139 外交時報　（Ｎｏ．９３３）　昭和１８．１０．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-140 外交時報　（Ｎｏ．９３４）　昭和１８．１１．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-141 外交時報　（Ｎｏ．９３５）　昭和１８．１１．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-142 外交時報　（Ｎｏ．９３６）　昭和１８．１２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-143 外交時報　（Ｎｏ．９３７）　昭和１８．１２．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-144 外交時報　（Ｎｏ．９３８）　昭和１９．１．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-145 外交時報　（Ｎｏ．９３９）　昭和１９．１．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-146 外交時報　（Ｎｏ．９４０）　昭和１９．２．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-147 外交時報　（Ｎｏ．９４２）　昭和１９．３．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-148 外交評論　２月号　昭和１７ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-149 外交評論　３月号　昭和１７ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-150 外交評論　４月号　昭和１７ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-151 外交評論　５月号　昭和１７ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-152 外交評論　６月号　昭和１７ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-153 外交評論　７月号　昭和１７ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-154 外交評論　７月号　昭和１７ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-155 外交評論　９月号　昭和１７ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-156 外交評論　１０月号　昭和１７ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-157 外交評論　１１月号　昭和１７ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-158 外交評論　１２月号　昭和１７ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-159 外交評論　２月号　昭和１８ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-160 外交評論　３月号　昭和１８ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-161 外交評論　５月号　昭和１８ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-162 外交評論　６月号　昭和１８ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-163 外交評論　７月号　昭和１８ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-164 外交評論　７月号　昭和１８ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-165 外交評論　８月号　昭和１８ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-166 外交評論　９月号　昭和１８ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-167 外交評論　１０月号　昭和１８ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-168 外交評論　１１月号　昭和１８ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-169 外交評論　１２月号　昭和１８ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-170 外交評論　１月号　昭和１８ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-171 外交評論　２月号　昭和１９ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-172 外交評論　３月号　昭和１９ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-173 外交評論　４月号　昭和１９ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-174 外交評論　６月号　昭和１９ 日本外政協会



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-175 外交評論　８．９月号　昭和１９ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-176 外交評論　１２月号　昭和１９ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-177 外交評論　１月号　昭和１９ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-178 外交評論　２月号　昭和２０ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-179 外交評論　１０月号　昭和２０ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-180 外交評論　１１月．２月号　昭和２０ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-181 国際法外交雑誌　第３５巻　第８号　昭和１１．１０．１ -

⑨文庫-榎本-182 国際法外交雑誌　第３５巻　第１０号　昭和１１．１２．１ -

⑨文庫-榎本-183 国際法外交雑誌　第３６巻　第２号　昭和１２．２．１ -

⑨文庫-榎本-184 国際法外交雑誌　第３６巻　第１０号　昭和１２．１２．１ -

⑨文庫-榎本-185 国際法外交雑誌　第３７巻　第１号　昭和１３．１．１ -

⑨文庫-榎本-186 国際法外交雑誌　第３７巻　第２号　昭和１３．２．１ -

⑨文庫-榎本-187 国際法外交雑誌　第３７巻　第３号　昭和１３．３．１ -

⑨文庫-榎本-188 国際法外交雑誌　第３７巻　第４号　昭和１３．４．１ -

⑨文庫-榎本-189 国際法外交雑誌　第３７巻　第５号　昭和１３．５．１ -

⑨文庫-榎本-190 国際法外交雑誌　第３７巻　第６号　昭和１３．７．１ -

⑨文庫-榎本-191 国際法外交雑誌　第３７巻　第９号　昭和１３．１１．１ -

⑨文庫-榎本-192 国際法外交雑誌　第３７巻　第１０号　昭和１３．１２．１ -

⑨文庫-榎本-193 国際法外交雑誌　第３８巻　第２号　昭和１４．２．１ -

⑨文庫-榎本-194 国際法外交雑誌　第３８巻　第３号　昭和１４．３．１ -

⑨文庫-榎本-195 国際法外交雑誌　第３８巻　第４号　昭和１４．４．１ -

⑨文庫-榎本-196 国際法外交雑誌　第３８巻　第５号　昭和１４．５．１ -

⑨文庫-榎本-197 国際法外交雑誌　第３８巻　第７号　昭和１４．９．１ -

⑨文庫-榎本-198 国際法外交雑誌　第３８巻　第９号　昭和１４．１１．１ -

⑨文庫-榎本-199 国際法外交雑誌　第３９巻　第１号　昭和１５．１．１ -

⑨文庫-榎本-200 国際法外交雑誌　第３９巻　第５号　昭和１５．５．１ -

⑨文庫-榎本-201 国際法外交雑誌　第３９巻　第６号　昭和１５．７．１ -

⑨文庫-榎本-202 国際法外交雑誌　第３９巻　第７号　昭和１５．９．１ -

⑨文庫-榎本-203 国際法外交雑誌　第３９巻　第９号　昭和１５．１１．１ -

⑨文庫-榎本-204 国際法外交雑誌　第３９巻　第１０号　昭和１５．１２．１ -

⑨文庫-榎本-205 国際法外交雑誌　第４０巻　第１号　昭和１６．１．１ -

⑨文庫-榎本-206 国際法外交雑誌　第４０巻　第２号　昭和１６．２．１ -

⑨文庫-榎本-207 国際法外交雑誌　第４０巻　第３号　昭和１６．３．１ -

⑨文庫-榎本-208 国際法外交雑誌　第４０巻　第５号　昭和１６．５．１ -

⑨文庫-榎本-209 国際法外交雑誌　第４０巻　第６号　昭和１６．７．１ -

⑨文庫-榎本-210 国際法外交雑誌　第４０巻　第７号　昭和１６．９．１ -



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-211 国際法外交雑誌　第４０巻　第８号　昭和１６．１０．１ -

⑨文庫-榎本-212 国際法外交雑誌　第４０巻　第９号　昭和１６．１１．１ -

⑨文庫-榎本-213 国際法外交雑誌　第４０巻　第１０号　昭和１６．１２．１ -

⑨文庫-榎本-214 国際法外交雑誌　第４１巻　第１号　昭和１７．１．１ -

⑨文庫-榎本-215 国際法外交雑誌　第４１巻　第２号　昭和１７．２．１ -

⑨文庫-榎本-216 国際法外交雑誌　第４１巻　第３号　昭和１７．３．１ -

⑨文庫-榎本-217 国際法外交雑誌　第４１巻　第４号　昭和１７．４．１ -

⑨文庫-榎本-218 国際法外交雑誌　第４１巻　第４号　昭和１７．４．１ -

⑨文庫-榎本-219 国際法外交雑誌　第４１巻　第４号　昭和１７．４．１ -

⑨文庫-榎本-220 国際法外交雑誌　第４１巻　第５号　昭和１７．５．１ -

⑨文庫-榎本-221 国際法外交雑誌　第４１巻　第７号　昭和１７．７．１ -

⑨文庫-榎本-222 国際法外交雑誌　第４１巻　第８号　昭和１７．８．１ -

⑨文庫-榎本-223 国際法外交雑誌　第４１巻　第９号 -

⑨文庫-榎本-224 国際法外交雑誌　第４１巻　第１０号　昭和１７．１０．１ -

⑨文庫-榎本-225 国際法外交雑誌　第４１巻　第１１号　昭和１７．１１．１ -

⑨文庫-榎本-226 国際法外交雑誌　第４１巻　第１２号　昭和１７．１２．１ -

⑨文庫-榎本-227 国際法外交雑誌　第４２巻　第２号　昭和１８．２．１ -

⑨文庫-榎本-228 国際法外交雑誌　第４２巻　第３号　昭和１８．３．１ -

⑨文庫-榎本-229 国際法外交雑誌　第４２巻　第４号　昭和１８．４．１ -

⑨文庫-榎本-230 国際法外交雑誌　第４２巻　第６号　昭和１８．６．１ -

⑨文庫-榎本-231 国際法外交雑誌　第４２巻　第７号　昭和１８．７．１ -

⑨文庫-榎本-232 国際法外交雑誌　第４２巻　第８号　昭和１８．８．１ -

⑨文庫-榎本-233 国際法外交雑誌　第４２巻　第９号　昭和１８．９．１ -

⑨文庫-榎本-234 国際法外交雑誌　第４２巻　第１０号　昭和１８．１０．１ -

⑨文庫-榎本-235 国際法外交雑誌　第４２巻　第１１号　昭和１８．１１．１ -

⑨文庫-榎本-236 国際法外交雑誌　第４２巻　第１２号　昭和１８．１２．１ -

⑨文庫-榎本-237 国際法外交雑誌　第４３巻　第２号　昭和１９．２．１ -

⑨文庫-榎本-238 国際法外交雑誌　第４３巻　第３号　昭和１９．３．１ -

⑨文庫-榎本-239 国際法外交雑誌　第４３巻　第４号　昭和１９．４．１ -

⑨文庫-榎本-240 国際法外交雑誌　第４３巻　第６号　昭和１９．６．１ -

⑨文庫-榎本-241 国際法外交雑誌　第４３巻　第８号　昭和１９．８．１ -

⑨文庫-榎本-242 国際法外交雑誌　第４３巻　第１０号　昭和１９．１０．１ -

⑨文庫-榎本-243 国際法外交雑誌　第４３巻　第１１号　昭和１９．１１．１ -

⑨文庫-榎本-244 国際法外交雑誌　第４３巻　第１２号　昭和１９．１２．１ -

⑨文庫-榎本-245 国際法外交雑誌　第４４巻　第１号　昭和２０．１．１ -

⑨文庫-榎本-246 国際法外交雑誌　第４６巻　第３号　昭和２２．２．１ -



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-247 国際法外交雑誌　第４７巻　第１号　昭和２３．１．１ -

⑨文庫-榎本-248 国際法外交雑誌　第４８巻　第３号　昭和２４．７．１ -

⑨文庫-榎本-249 国際法外交雑誌　第４８巻　第４号　昭和２４．１０．１ -

⑨文庫-榎本-250 国際法外交雑誌　第４９巻　第１号　昭和２５．３．１ -

⑨文庫-榎本-251 国際法外交雑誌　第４９巻　第２号　昭和２５．５．１ -

⑨文庫-榎本-252 国際法外交雑誌　第４９巻　第４号　昭和２５．９．１ -

⑨文庫-榎本-253 国際法外交雑誌　第４９巻　第６号　昭和２５．１２．１ -

⑨文庫-榎本-254 国際法外交雑誌　第５０巻　第１号　昭和２６．２．１ -

⑨文庫-榎本-255 国際法外交雑誌　第５０巻　第２号　昭和２６．５．１ -

⑨文庫-榎本-256 国際法外交雑誌　第５０巻　第２号　昭和２６．５．１ -

⑨文庫-榎本-257 国際法外交雑誌　第５０巻　第４号　昭和２６．１０．１ -

⑨文庫-榎本-258 国際法外交雑誌　第５２巻　第３号　昭和２８．６．２５ -

⑨文庫-榎本-259 国際知識及評論　６月号　昭和１２ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-260 国際知識及評論　７月号　昭和１２ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-261 国際知識及評論　９月号　昭和１２ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-262 国際知識及評論　９月号　昭和１３ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-263 国際知識及評論　２月号～１２月号　昭和１３ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-264 国際知識及評論　昭和１２～１４ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-265 国際知識及評論　１月号　昭和１４ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-266 国際知識及評論　２月号　昭和１４ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-267 国際知識及評論　８月号　昭和１４ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-268 国際知識及評論　２月号　昭和１５ -

⑨文庫-榎本-269 国際知識及評論　３月号　昭和１５ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-270 国際知識及評論　４月号　昭和１５ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-271 国際知識及評論　５月特大号　昭和１５ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-272 国際知識及評論　６月号　昭和１５ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-273 国際知識及評論　７月号　昭和１５ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-274 国際知識及評論　８月号　昭和１５ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-275 国際知識及評論　９月号　昭和１５ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-276 国際知識及評論　１０月号　昭和１５ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-277 国際知識及評論　１１月号　昭和１５ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-278 国際知識及評論　１２月号　昭和１５ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-279 国際知識及評論　１月号　昭和１６ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-280 国際知識及評論　２月号　昭和１６ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-281 国際知識及評論　３月号　昭和１６ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-282 国際知識及評論　４月号　昭和１６ 日本国際協会



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-283 国際知識及評論　５月号　昭和１６ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-284 国際知識及評論　６月号　昭和１６ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-285 国際知識及評論　７月号　昭和１６ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-286 国際知識及評論　８月号　昭和１６ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-287 国際知識及評論　９月号　昭和１６ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-288 国際知識及評論　１０月号　昭和１６ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-289 国際知識及評論　１１月号　昭和１６ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-290 国際知識　大正１４ 日本連盟協会

⑨文庫-榎本-291 国際知識　大正１５ 日本連盟協会

⑨文庫-榎本-292 国際知識　昭和２ 日本連盟協会

⑨文庫-榎本-293 国際知識　昭和３ 日本連盟協会

⑨文庫-榎本-294 国際知識　昭和４ 日本連盟協会

⑨文庫-榎本-295 国際知識　昭和５ 日本連盟協会

⑨文庫-榎本-296 国際知識　９月号　昭和９ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-297 国際知識　１０月号　昭和９ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-298 国際知識　１２月号　昭和９ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-299 国際知識　１月号　昭和１０ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-300 国際知識　４月号　昭和１０ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-301 国際知識　３月号　昭和１１ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-302 国際知識　８月号　昭和１１ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-303 国際知識　１１月号　昭和１１ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-304 国際知識　１２月号　昭和１１ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-305 国際知識　１月号　昭和１２ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-306 国家学会雑誌　第３０巻　第６～１２号　（１０．１１欠） 国家学会

⑨文庫-榎本-307 国家学会雑誌　第３１巻　第２～１２号　（３．５欠） 国家学会

⑨文庫-榎本-308 国家学会雑誌　第３２巻～３５巻 国家学会

⑨文庫-榎本-309 国家学会雑誌　第３６巻　３～９号 国家学会

⑨文庫-榎本-310 国家学会雑誌　第３７巻　１～１２号　（４．５．７欠） 国家学会

⑨文庫-榎本-311 国家学会雑誌　第３８巻　第３～１２号 国家学会

⑨文庫-榎本-312 国家学会雑誌　第３９巻　第２～１１号 国家学会

⑨文庫-榎本-313 国家学会雑誌　第４０巻　第３～１２号 国家学会

⑨文庫-榎本-314 国家学会雑誌　第４１巻　第１～１２号 国家学会

⑨文庫-榎本-315 国家学会雑誌　第４２巻　第１～１２号 国家学会

⑨文庫-榎本-316 国家学会雑誌　第４３巻　第１～１２号 国家学会

⑨文庫-榎本-317 国家学会雑誌　第４４巻 国家学会

⑨文庫-榎本-318 法学協会雑誌　第３４巻　第９．１１号 法学協会



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-319 法学協会雑誌　第３５巻　第４～１２号 法学協会

⑨文庫-榎本-320 法学協会雑誌　第３９巻５号　第４０巻　２～１０号 法学協会

⑨文庫-榎本-321 法学協会雑誌　第４２巻　第１～１２号 法学協会

⑨文庫-榎本-322 法学協会雑誌　第４３巻　第１～１１号 法学協会

⑨文庫-榎本-323 法学協会雑誌　第４４巻　第２～１２号 法学協会

⑨文庫-榎本-324 法学協会雑誌　第４５巻　第１～１２号 法学協会

⑨文庫-榎本-325 法学協会雑誌　第４６巻　第１～１２号 法学協会

⑨文庫-榎本-326 法学協会雑誌　第４７巻　第１～１２号 法学協会

⑨文庫-榎本-327 法学協会雑誌　第４８巻　第１～１２号 法学協会

⑨文庫-榎本-328 国際月報　第２０～２６号　昭和１３～１４ 外務省情報部

⑨文庫-榎本-329 国際月報　第２７～４０号　昭和１４～１５ 外務省情報部

⑨文庫-榎本-330 京都法学会雑誌　第１２巻　第６～７号 京都帝国大学法科大学

⑨文庫-榎本-331 独逸戦時法規　狩猟法　鉱業　昭和１８．１０ 特別第１調査委員会

⑨文庫-榎本-332 独逸戦時法規　経済行政一般　昭和１８．１０ 特別第１調査委員会

⑨文庫-榎本-333 独逸戦時法規　民族管理　昭和１８．１０ 特別第１調査委員会

⑨文庫-榎本-334 独逸戦時法規　外国為替管理保険制度　昭和１８．１０ 特別第１調査委員会

⑨文庫-榎本-335 独逸戦時法規　商業．手工業．営業　昭和１８．１０ 特別第１調査委員会

⑨文庫-榎本-336
昭和８年１０月２６日の一般委員会後１２月休会に至るまでの会議
経過並に一般情勢

-

⑨文庫-榎本-337 海軍軍縮会議議題．書簡條約文等　昭和１０ -

⑨文庫-榎本-338 １９３６年ロンドン会議経過 -

⑨文庫-榎本-339 極東国際軍事裁判速記録　昭和２１．６ 榎本嘱託

⑨文庫-榎本-340 極東国際軍事裁判速記録　昭和２１．７ 榎本嘱託

⑨文庫-榎本-341 極東国際軍事裁判速記録　昭和２１．８ 榎本嘱託

⑨文庫-榎本-342 極東国際軍事裁判速記録　昭和２１．９ 榎本嘱託

⑨文庫-榎本-343 極東国際軍事裁判速記録　昭和２１．１２ 榎本嘱託

⑨文庫-榎本-344 極東国際軍事裁判速記録　昭和２２．１ 榎本嘱託

⑨文庫-榎本-345 極東国際軍事裁判速記録　昭和２２．２ 榎本嘱託

⑨文庫-榎本-346 極東国際軍事裁判速記録　昭和２２．３ 榎本嘱託

⑨文庫-榎本-347 極東国際軍事裁判速記録　昭和２２．４ 榎本嘱託

⑨文庫-榎本-348 極東国際軍事裁判速記録　昭和２２．６ 榎本嘱託

⑨文庫-榎本-349 極東国際軍事裁判速記録　昭和２２．９ -

⑨文庫-榎本-350 極東国際軍事裁判速記録　昭和２２．１０ 榎本重治

⑨文庫-榎本-351 極東国際軍事裁判速記録　昭和２２．１１ 榎本重治

⑨文庫-榎本-352 極東国際軍事裁判速記録　昭和２２．１２ 榎本重治

⑨文庫-榎本-353 極東国際軍事裁判速記録　昭和２３．１ 榎本重治

⑨文庫-榎本-354 極東国際軍事裁判速記録　昭和２３．２ 榎本重治



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-355 極東国際軍事裁判速記録　昭和２３．３ 榎本重治

⑨文庫-榎本-356 極東国際軍事裁判速記録　昭和２３．４ 榎本重治

⑨文庫-榎本-357 極東国際軍事裁判速記録　第３０１号～第３５０号 榎本嘱託

⑨文庫-榎本-358 極東国際軍事裁判速記録　（東條関係） 榎本

⑨文庫-榎本-359 極東国際軍事裁判速記録　第３５１号～第４００号 榎本重治

⑨文庫-榎本-360 木戸供述書（英文）　昭和２２．１０ 榎本

⑨文庫-榎本-361 高柳最終弁論案 -

⑨文庫-榎本-362 木戸供述書　昭和２２．１０ 榎本

⑨文庫-榎本-363 島田供述書　昭和２２．１２ 榎本

⑨文庫-榎本-364 嶋田供述書案　昭和２２．１２ 榎本

⑨文庫-榎本-365 東郷供述書（英文）　昭和２２．１２ 榎本

⑨文庫-榎本-366 嶋田供述書案（英文）　昭和２２．１２ 榎本

⑨文庫-榎本-367
総司令部戦争犯罪軍事裁判所　豊田元大将事件判決　昭和２４．
９．６

榎本重治

⑨文庫-榎本-368 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-369 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-370 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-371 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-372 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-373 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-374 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-375 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-376 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-377 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-378 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-379 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-380 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-381 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-382 戦時国際法梗概　昭和１８．３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-383
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約　昭和２６．１１．１
５

榎本重治

⑨文庫-榎本-384
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約　昭和２６．１１．１
５

榎本重治

⑨文庫-榎本-385
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約　昭和２６．１１．１
５

榎本重治

⑨文庫-榎本-386
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約　昭和２６．１１．１
５

榎本重治

⑨文庫-榎本-387
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約　昭和２６．１１．１
５

榎本重治

⑨文庫-榎本-388
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約　昭和２６．１１．１
５

榎本重治

⑨文庫-榎本-389
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約　昭和２６．１１．１
５

榎本重治

⑨文庫-榎本-390
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約　昭和２６．１１．１
５

榎本重治



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-391
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約　昭和２６．１１．１
５

榎本重治

⑨文庫-榎本-392
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約　昭和２６．１１．１
５

榎本重治

⑨文庫-榎本-393 東條英機最終弁論 ジーエフ．ブルエット・清瀬一郎

⑨文庫-榎本-394 軍縮アッパーリミットの根拠資料 -

⑨文庫-榎本-395 ベルサイユ平和条約関係 -

⑨文庫-榎本-396 榎本文庫目録　昭和６２．１０ 海上自衛隊幹部学校　研究部

⑨文庫-榎本-397 世界と我等　４０冊　昭和１５年～２０年 日本国際協会

⑨文庫-榎本-398
国際連盟関係事項研究会に於ける軍備制限問題に関する研究
並決議（ワシントン会議前）

海軍省

⑨文庫-榎本-399 軍備制限に関する研究（ワシントン会議後）　大正１４．５．１０ 軍備制限研究委員会

⑨文庫-榎本-400
軍備制限対策研究（１）第１冊　｛委員会研究経過報告　構成及使
用法　総目次　昭和３．８

海軍省

⑨文庫-榎本-401
軍備制限対策研究（１）第２冊　｛報告集　甲の１　委員会答申綱要
昭和３．８

海軍省

⑨文庫-榎本-402
軍備制限対策研究（１）　第３冊　報告集　甲の２　委員会答申綱
要　昭和３．８

海軍省

⑨文庫-榎本-403
軍備制限対策研究（２）　第５冊　報告集　丙の１　研究基礎資料
昭和３．８

海軍省

⑨文庫-榎本-404
軍備制限対策研究（２）　第６冊　報告集　丙の２　研究基礎資料
昭和３．８

海軍省

⑨文庫-榎本-405
軍備制限対策研究（２）　第７冊　報告集　丙の３　研究基礎資料
昭和３．８

海軍省

⑨文庫-榎本-406
軍備制限対策研究（２）　第８冊　報告集　丙の４　研究基礎資料
昭和３．８

海軍省

⑨文庫-榎本-407
軍備制限対策研究（２）　第１２冊止　報告集丙の８　研究基礎資
料　昭和３．８

海軍省

⑨文庫-榎本-408
軍備制限対策研究（２）　追加第２冊　報告集丙の８　研究基礎資
料　昭和４．８

海軍省

⑨文庫-榎本-409
軍備制限対策研究（２）　追加第２冊　報告集丙の８　研究基礎資
料　昭和４．１０

海軍省

⑨文庫-榎本-410
倫敦海軍条約締結経緯　軍令部作製回訓発令　前後の記事等
昭和５．７．２３

海軍省副官

⑨文庫-榎本-411 倫敦海軍条約締結経緯　枢密院関係　質問応答資料 海軍省副官

⑨文庫-榎本-412 倫敦海軍条約締結経緯　倫敦会議後の海軍大臣　口述控 海軍省副官

⑨文庫-榎本-413 倫敦海軍条約締結経緯　倫敦会議関係発信受信　秘電報原案綴 海軍省副官

⑨文庫-榎本-414
倫敦海軍条約締結経緯　倫敦会議諸手続　附　帝国軍兵綱領策
定沿革

海軍省副官

⑨文庫-榎本-415 倫敦海軍条約締結経緯　全権上奏文案 海軍省副官

⑨文庫-榎本-416
倫敦海軍条約締結経緯　倫敦海軍条約摘要　同条約協定事項要
表

海軍省軍務局

⑨文庫-榎本-417
倫敦海軍条約締結経緯　１９３０年ロンドン海軍会議記事　及関係
文書　第９巻　昭和５．１２

海軍省軍務局

⑨文庫-榎本-418
倫敦海軍条約締結経緯　１９３０年ロンドン海軍会議記事　及関係
文書　第１１巻　昭和６．１

海軍省

⑨文庫-榎本-419
倫敦海軍条約締結経緯　１９３０年ロンドン海軍会議記事　及関係
文書　第１２巻　其の１　昭和６．４

海軍省

⑨文庫-榎本-420 倫敦海軍条約締結経緯　ロンドン海軍条約　条約文訳経過 軍務局

⑨文庫-榎本-422 倫敦海軍条約関係 -

⑨文庫-榎本-423 倫敦海軍会議報告　昭和５ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-424 １９３０年　ロンドン海軍条約批准関係　昭和５ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-425 寿府三国会議議事録　４冊の内１ -

⑨文庫-榎本-426 寿府海軍軍備　制限会議議事録 会議書記局

⑨文庫-榎本-427 寿府三国海軍軍備　制限会議報告 -



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-428
昭和１０年海軍軍縮会議　軍備制限研究委員会　研究調査事項
総目次　昭和１０．３

軍備制限研究委員会

⑨文庫-榎本-429
昭和１０年海軍軍縮会議　軍備制限研究委員会　研究調査事項
総目次　昭和１０．３

軍備制限研究委員会

⑨文庫-榎本-430
第４巻　昭和１０年軍制研甲第９号の１の３　軍備制限研究委員会
研究調査事項　第９調査蒐集整理事項

-

⑨文庫-榎本-431
第５巻　昭和１０年軍制研甲第９号の１の４．２．３　軍備制限研究
委員会研究調査事項

-

⑨文庫-榎本-432
第６巻　昭和１０年軍制研甲第１０号の１．２．２の７～８．３　軍備
制限研究委員会研究調査事項

-

⑨文庫-榎本-433
第７巻　昭和１０年軍制研甲第１０号の４．５　軍備制限研究委員
会研究調査事項　第１０参考調査事項

-

⑨文庫-榎本-434
第８巻　昭和１０年軍制研甲第１０号の６．７．８．９　　軍備制限研
究委員会研究調査事項

-

⑨文庫-榎本-435
第９巻　昭和１０年軍制研甲第１０号　軍備制限研究委員会研究
調査事項　第１０参考調査事項

-

⑨文庫-榎本-436
昭和１０年　海軍軍縮会議　予備交渉に於ける日英米三国の主張
摘要　昭和９．１０．２３～

軍務局第１課別室

⑨文庫-榎本-437 会議経過　報告意見等　其の４（帝国会議脱退後） -

⑨文庫-榎本-438 軍縮口供書 -

⑨文庫-榎本-439 各国海軍関係法令　第１集上　昭和１４～１５年戦争 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-440 各国海戦関係法令　第１集中　昭和１４～１５年戦争 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-441 各国海戦関係法令　第１集下　昭和１４～１５年戦争 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-442 各国海戦関係法令　第２集上　昭和１４～１５年戦争 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-443 各国海戦関係法令　第２集中　昭和１４～１５年戦争 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-444 各国海戦関係法令　第２集下　昭和１４～１５年戦争 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-445 各国海戦関係法令　第３集上　昭和１４～１５年戦争 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-446 各国海戦関係法令　第３集中　昭和１４～１５年戦争 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-447 各国海戦関係法令　第３集下　昭和１４～１５年戦争 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-448 各国海戦関係法令　第４集上　昭和１４～１６年戦争 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-449 各国海戦関係法令　第４集中　昭和１４～１６年戦争 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-450 各国海戦関係法令　第４集下　昭和１４～１６年戦争 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-451 軍縮委員会関係（１）　昭和６ -

⑨文庫-榎本-452 軍縮委員会関係（２）　昭和６ -

⑨文庫-榎本-453 軍縮委員会関係（３）　昭和６ -

⑨文庫-榎本-454 軍縮委員会関係（４）　昭和６ -

⑨文庫-榎本-455 軍縮参考資料　昭和２．３．２１～２．４．２６ 陸軍省

⑨文庫-榎本-456 英案関係 -

⑨文庫-榎本-457 一般第１読会表 -

⑨文庫-榎本-458 会議議事雑件 -

⑨文庫-榎本-459 参考書類 -

⑨文庫-榎本-460 研究材料連寿府会議　第１号　大正１５．３ -

⑨文庫-榎本-461 対獨賠償問題に関する公文書　大正１５．３ 外務省

⑨文庫-榎本-462 新聞切抜（１） -

⑨文庫-榎本-463 海軍軍令部の起原及沿革　昭和４．８ 海軍大臣官房



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-464 軍令部沿革の概要　昭和８．１０．２５ 軍令部

⑨文庫-榎本-466 武官大臣制撤廃に関連し制度改正綱領 -

⑨文庫-榎本-467
平和会議の起題に関する　解釈意見及阪本海軍大佐に　与へた
る訓令．平和会議に関する　阪本大佐の報告

海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-468 第２回平和会議に関する報告　第１ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-469 第２回平和会議に関する報告　第２ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-470 第２回平和会議第２委員会　担任事項に関する報告 -

⑨文庫-榎本-471
第２回平和会議第３委員会及　第４委員会担任事項並に　国際捕
獲審検所設置　問題に関する報告

-

⑨文庫-榎本-472
ＧＥＮＥＲＡＬ　ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ　（１）　第１３回迄　１９３２年一般軍
縮会議

-

⑨文庫-榎本-473
ＧＥＮＥＲＡＬ　ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ　（２）　第１４回より　１９３２年一般
軍縮会議

-

⑨文庫-榎本-474
ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＡＮＤ　ＢＡＣＴＥＲＩＯＬＯＧＩＣＡＬ　ＷＥＡＰＯＮＳ　ＳＰ
ＥＣＩＡＬ

-

⑨文庫-榎本-475 １９３２年一般軍縮会議　化学細菌戦　新（１） -

⑨文庫-榎本-476 １９３２年一般軍縮会議　化学細菌戦　新（３） -

⑨文庫-榎本-477 １９３２年一般軍縮会議　化学細菌戦　新（４） -

⑨文庫-榎本-478 化学細菌戦　新（５） -

⑨文庫-榎本-479 化学細菌戦　新６ -

⑨文庫-榎本-480 兵器取締　１ -

⑨文庫-榎本-481 兵器取締　２ -

⑨文庫-榎本-482 兵器取締　３　１９３３年 -

⑨文庫-榎本-483 兵器取引　１ -

⑨文庫-榎本-484 海軍　１ -

⑨文庫-榎本-485 訂正議事録　海軍訂正 -

⑨文庫-榎本-486 空軍委員会　空軍　２ -

⑨文庫-榎本-487 空軍　３ -

⑨文庫-榎本-488 空軍　訂正 -

⑨文庫-榎本-489 人員委員会　新１ -

⑨文庫-榎本-490 雑件　３ -

⑨文庫-榎本-491 軍備縮少問題　研究資料の１　海牙平和会議　大正１０．４ 国際連盟協会

⑨文庫-榎本-492 果して強国は醒めたりや　１９２２年 杉村　陽太郎

⑨文庫-榎本-493 倫敦海軍軍縮会議の成果　昭５ 法学博士　山川端夫

⑨文庫-榎本-494 軍縮？　昭和５ 伊藤　正徳

⑨文庫-榎本-495 海軍軍縮の重点　昭和４．７ 海軍大佐　安富正造

⑨文庫-榎本-496 海軍軍縮の重点　昭和４．７ 海軍大佐　安富正造

⑨文庫-榎本-497 近世軍縮史観 海軍大佐　安富正造

⑨文庫-榎本-498 海軍縮小の話　附．統帥権論戦 朝日政治経済叢書

⑨文庫-榎本-499 軍縮の過去及び将来 サルグドル．デ．マダリアガ

⑨文庫-榎本-500 大正３年役　各国海戦関係法令　第１集　大正３．１１ 海軍大臣官房



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-501 大正３～４年役　各国海戦関係法令　第２集　大正４．１ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-502 大正３～４年役　各国海戦関係法令　第３集　大正４．４ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-503 大正３～４年役　各国海戦関係法令　第４集　大正４．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-504 大正３～４年役　各国海戦関係法令　第５集　大正４．１０ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-505 大正３～４年役　各国海戦関係法令　第６集　大正４．１２ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-506 大正３～５年役　各国海戦関係法令　第７集　大正５．３ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-507 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第８集上　大正５．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-508 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第８集下　大正５．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-509 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第９集上　大正５．９ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-510 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第９集下　大正５．９ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-511 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第１０集上　大正５．１２ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-512 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第１０集下　大正５．１２ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-513 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１１集　大正６．２ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-514 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１２集上　大正６．４ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-515 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１２集下　大正６．４ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-516 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１３集　大正６．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-517 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１４集上　大正６．８ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-518 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１４集下　大正６．８ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-519 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１５集上　大正６．１０ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-520 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１５集下　大正６．１０ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-521 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１６集　大正６．１２ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-522 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１７集上　大正７．３ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-523 大正３～７年戦役　各国海戦関係法令　第１７集下　大正７．３ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-524 大正３～７年戦役　各国海戦関係法令　第１８集上　大正７．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-525 大正３～７年戦役　各国海戦関係法令　第１８集下　大正７．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-526 大正３～９年戦役　各国海戦関係法令索引 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-527 昭和１４～１５年戦争　各国海戦関係法令　第１集上　昭和１５．３ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-528 昭和１４～１５年戦争　各国海戦関係法令　第１集中　昭和１５．３ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-529 昭和１４～１５年戦争　各国海戦関係法令　第１集下　昭和１５．３ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-530 昭和１４～１５年戦争　各国海戦関係法令　第２集上　昭和１５．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-531 昭和１４～１５年戦争　各国海戦関係法令　第２集上　昭和１５．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-532 昭和１４～１５年戦争　各国海戦関係法令　第２集中　昭和１５．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-533 昭和１４～１５年戦争　各国海戦関係法令　第２集下　昭和１５．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-534
昭和１４～１５年戦争　各国海戦関係法令　第３集中　昭和１５．１
２

海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-535
昭和１４～１５年戦争　各国海戦関係法令　第３集下　昭和１５．１
２

海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-536 昭和１４～１６年戦争　各国海戦関係法令　第４集上　昭和１６．６ 海軍大臣官房



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-537 昭和１４～１６年戦争　各国海戦関係法令　第４集中　昭和１８．４ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-538 昭和１４～１６年戦争　各国海戦関係法令　第４集下　昭和１６．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-539 海戦法規 -

⑨文庫-榎本-540 海戦法規に関する諸問題 -

⑨文庫-榎本-541 海戦法規に関する資料　上巻 海軍研究会

⑨文庫-榎本-542 海戦法規に関する資料　下巻 海軍研究会

⑨文庫-榎本-543 海戦法規解釈目次 大臣官房記録

⑨文庫-榎本-544 米国海戦法規 -

⑨文庫-榎本-545 大学校講話材料　昭和６．５ -

⑨文庫-榎本-546 平時国際法論　昭和８．２ 立　作太郎

⑨文庫-榎本-547 戦争と国際法　大正５．８ 立　作太郎

⑨文庫-榎本-548 時局国際法論　昭和９．４ 立　作太郎

⑨文庫-榎本-549 戦時国際法論　昭和１３．１ 立　作太郎

⑨文庫-榎本-550 国際法要論　明治４１．１２ 遠藤　源六

⑨文庫-榎本-551 大戦国際法論　海戦講和　大正１０ 小山　精一郎

⑨文庫-榎本-552
アンチロッチ国際法の基礎理論　昭和１７．１　早稲田大学助教授
一又正雄

-

⑨文庫-榎本-553 国際公法論綱　昭和６．３ 法学博士　中村進午

⑨文庫-榎本-554 ソヴエート国際法概論　昭和１２．６
イエー．ベー．パシュカーニス著
山之内一郎訳

⑨文庫-榎本-555 委任統治制度の国際法上の性質　昭和６ 拓務省管理局

⑨文庫-榎本-556 委任統治の本質　昭和１６．６ 法学博士　田岡良一

⑨文庫-榎本-557 国際平和関係条約集　昭和７．９ 法学博士　松田道一

⑨文庫-榎本-558
同盟及連合国と獨逸国との平和条約並議定書　附　波蘭国に関
する条約　大正８．１１

外務省

⑨文庫-榎本-559 戦争と契約　全　大正５．６ 法学士　穂積重遠

⑨文庫-榎本-560 戦争と契約　講和条約の研究　第５部　昭和２５．４ 条約局法規課

⑨文庫-榎本-561 常設　国際司法裁判所　大正１５．３ 法学博士　織田萬

⑨文庫-榎本-562 戦時国際法梗概　昭和１５．１２ 榎本　重治

⑨文庫-榎本-563 戦時国際法梗概　昭和１７．３ 榎本　重治

⑨文庫-榎本-564
戦時国際法雑件　大東亜戦争に於て敵国の執る措置に鑑み大正
３年軍令　海第８号海戦法規の一部と異る規定

榎本　重治

⑨文庫-榎本-565
戦時国際法雑件　大東亜戦争に於て敵国の執る措置に鑑み大正
３年軍令　海第８号海戦法規の一部と異る規定

榎本　重治

⑨文庫-榎本-566 戦時国際法規綱要　追加編 -

⑨文庫-榎本-567 戦時国際法規綱要　追加編 -

⑨文庫-榎本-568 戦時国際法規綱要　追加編 -

⑨文庫-榎本-569 戦時国際法規綱要　追加編 -

⑨文庫-榎本-570 戦時国際法規綱要　追加編 -

⑨文庫-榎本-571 捕獲審検所検定書 水交社

⑨文庫-榎本-572 国法学　第１編　憲法編　明治３７．１１ 法学士　清水澄



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-573 国法学　第１編　憲法編　全　大正４．１ 法学士　清水澄

⑨文庫-榎本-574 国法学　第１編　憲法編　大正９．９ 法学士　清水澄

⑨文庫-榎本-575 国法学　第２編　行政編　明治４３．６ 法学士　清水澄

⑨文庫-榎本-576 帝国憲法述義　全　大正５．４ 法学博士　上杉愼吉

⑨文庫-榎本-577 帝国憲法　第１編国家　第２編国体　大正１１．９ 法学博士　上杉愼吉

⑨文庫-榎本-578 国民教育　帝国憲法講義　全　明治４４．１０ 法学博士　上杉愼吉

⑨文庫-榎本-579 憲法提要　上巻 穂積　八束

⑨文庫-榎本-580 憲法提要　下巻　明治４３．１２ 穂積　八束

⑨文庫-榎本-581 帝国憲法大意　大正２．３ 法学博士　清水澄

⑨文庫-榎本-582 日本行政法　上巻　昭和１１．１２ 美濃部　達吉

⑨文庫-榎本-583 日本刑法論　全　大正７ 法学博士　泉二新熊

⑨文庫-榎本-584 日本刑法論　各論　大正１３．２ 法学博士　泉二新熊

⑨文庫-榎本-585
刑法沿革総覧　大正１２．１　法学博士｛倉富勇三郎　平沼騏一郎
花井卓蔵

-

⑨文庫-榎本-586 刑事判例　昭和１１．６ 法学博士　小野清一郎

⑨文庫-榎本-587 新刑事訴訟法綱要　昭和２７．１ 團藤　重光

⑨文庫-榎本-588 證據法を中心とする新刑事訴訟手続の解説　昭和２３．８ 鈴木　勇

⑨文庫-榎本-589 中華民国刑法　総則　昭和８．４ 法学博士　小野清一郎

⑨文庫-榎本-590 中華民国刑法　総則（上）　昭和９．９ 法学博士　小野清一郎

⑨文庫-榎本-591 中島．川名　民法釈義　巻之１　総則編　明治４４．９ 法学博士　中島玉吉

⑨文庫-榎本-592 民法総論　全　明治３７．９ 法学士　川名兼四郎

⑨文庫-榎本-593 民法理由　上巻　明治２９．１２ 法学士　岡松参太郎

⑨文庫-榎本-594 民法理由　中巻　明治３０．８ 法学士　岡松参太郎

⑨文庫-榎本-595 民法理由　下巻　明治３０．９ 法学士　岡松参太郎

⑨文庫-榎本-596 民法総則提要　上巻　昭和８．４ 法学博士　三潴信三

⑨文庫-榎本-597 民法総則提要　下巻　昭和９．２ 法学博士　三潴信三

⑨文庫-榎本-598 物権法提要　上巻　昭和１０．３ 法学博士　三潴信三

⑨文庫-榎本-599 物権法提要　下巻　昭和９．３ 法学博士　三潴信三

⑨文庫-榎本-600 財政学提要　大正５．９ 法学博士　小林丑三郎

⑨文庫-榎本-601
法典修正案理由書　法例　民法（親族編．相続編）　同施行法．国
籍法　不動産登記法　明治３１．６

鈴木　敬親

⑨文庫-榎本-602 法典修正案理由書　商法　同施行法　明治３１．６ 鈴木　敬親

⑨文庫-榎本-603 国民経済学原論　上巻　明治４５．２
神戸高等商業学校教授　津村
秀松

⑨文庫-榎本-604 国民経済学原論　下巻　明治４５．１
神戸高等商業学校教授　津村
秀松

⑨文庫-榎本-605 社会学　明治４１．７
フェーアバンクス原著　文学士
十時弥訳述

⑨文庫-榎本-606 改正獨逸　行刑法規　昭和３．８ 司法書記官　森山武市郎

⑨文庫-榎本-607 仏国刑法講義　明治１４．７ 司法省

⑨文庫-榎本-608 仏蘭西法律書　明治２０．４ 箕作　麟祥



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-609 米国中立法　昭和１５．５ 海軍研究会

⑨文庫-榎本-610 陸軍軍法会議法註解　大正１０．１１ 弁護士　田崎治久

⑨文庫-榎本-611 統帥権の獨立　昭和９．４ 早稲田大学教授　中野登美雄

⑨文庫-榎本-612 軍機保護法　昭和１２．１２ 日高　巳雄

⑨文庫-榎本-613 現代法学全集　第１巻　憲法　行政法　民法　労働法　昭和３．２ 日本評論社

⑨文庫-榎本-614
現代法学全集　第２巻　憲法　民法総則　行政法　労働法　昭和
３．４

日本評論社

⑨文庫-榎本-615
現代法学全集　第３巻　憲法　地方自治制　行政法　民法総則
昭和３．５

日本評論社

⑨文庫-榎本-616
現代法学全集　第４巻　民法総則　契約概論　暴力行為等処罰法
昭和３．７

日本評論社

⑨文庫-榎本-617
現代法学全集　第５巻　債権総論．国際公法の基本観念　刑事訴
訟法工場抵当法　昭和３．８

日本評論社

⑨文庫-榎本-618
現代法学全集　第５巻　債権総論．国際公法の基本観念　刑事訴
訟法工場抵当法　昭和３．８

日本評論社

⑨文庫-榎本-619
現代法学全集　第６巻　債権総論　手形法　少年法　山林法　昭
和３．９

日本評論社

⑨文庫-榎本-620
現代法学全集　第６巻　債権総論　手形法　少年法　山林法　昭
和３．９

日本評論社

⑨文庫-榎本-621
現代法学全集　第７巻　手形法．電話法　行政法総論　昭和３．１
０

日本評論社

⑨文庫-榎本-622
現代法学全集　第８巻　債権総論　手形法　弁護士法　道路法
昭和３．１１

日本評論社

⑨文庫-榎本-623
現代法学全集　第９巻　債権総論　地方税法　行政裁判法　昭和
３．１２

日本評論社

⑨文庫-榎本-624
現代法学全集　第１０巻　刑法総論　債権総論　契約各論　昭和
４．１

日本評論社

⑨文庫-榎本-625
現代法学全集　第１１巻　債権総論　契約各論　会計法　鉄道営
業法　昭和４．２

日本評論社

⑨文庫-榎本-626
現代法学全集　第１２巻　債権総論　裁判所構成法　契約各論
非訟事件手続法　昭和４．３

日本評論社

⑨文庫-榎本-627
現代法学全集　第１３巻　会社法　契約各論　戸籍法及寄留法
昭和４．４

日本評論社

⑨文庫-榎本-628
現代法学全集　第１４巻　会社法　行政総論　契約各論　電気事
業法及　瓦斯事業法　昭和４．５

日本評論社

⑨文庫-榎本-629
現代法学全集　第１５巻　衆議院議員選挙法　会社法　民事訴訟
法　行刑法規　昭和４．６

日本評論社

⑨文庫-榎本-630
現代法学全集　第１７巻　民事訴訟法　銀行法　平時国際公法
昭和４．８

日本評論社

⑨文庫-榎本-631 現代法学全集　第１８巻　平時国際公法　鑛業法　昭和４．９ 日本評論社

⑨文庫-榎本-632
現代法学全集　第１９巻　平時国際公法　不動産登記法　銀行法
昭和４．１０

日本評論社

⑨文庫-榎本-633 現代法学全集　第２０巻　破産法　親族法　物権法　昭和４．１１ 日本評論社

⑨文庫-榎本-634
現代法学全集　第２１巻　物権法　保険契約法　健康保険法　昭
和４．１２

日本評論社

⑨文庫-榎本-635
現代法学全集　第２３巻　保険業法　取引所法税法　擔保附社債
信託法　昭和３．６

日本評論社

⑨文庫-榎本-636
現代法学全集　第２４巻　信託法　及　信託業法　陪審法　河川法
昭和３．４

日本評論社

⑨文庫-榎本-637
現代法学全集　第２５巻　戦時国際公法　土地収用法　衛生行政
法　昭和５．２

日本評論社

⑨文庫-榎本-638 現代法学全集　第２６巻　戦時国際公法　海商法　昭和５．３ 日本評論社

⑨文庫-榎本-639
現代法学全集　第２７巻　破産法　海商法　親族法　教育行政法
都市計画法　刑法各論　昭和５．４

日本評論社

⑨文庫-榎本-640
現代法学全集　第２８巻　刑法各論　法律講話　行政法総論　社
会行政　親族法　農業法　産業組合法

日本評論社

⑨文庫-榎本-641
現代法学全集　第２９巻　法律講話　社会行政　著作権法　農業
法　行政法総論　物権法　昭和５．６

日本評論社

⑨文庫-榎本-642
現代法学全集　第３０巻　国際私法　法律講話　人事訴訟手続法
著作権法　漁業法　農業法　法学問答

日本評論社

⑨文庫-榎本-643
現代法学全集　第３２巻　国際私法　人事訴訟手続法　著作権法
法律学概論　和議法　特許法　漁業法

日本評論社

⑨文庫-榎本-644
現代法学全集　第３３巻　商法総則　農業法　国際私法　相続法
人事訴訟手続法　著作権法　法律学概論

日本評論社



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-645
現代法学全集　第３８巻　商行為法　法律学概論　治安維持法
調停法　民事訴訟法　債権法　昭和６．３

日本評論社

⑨文庫-榎本-646
現代法学全集　第３９巻　強制執行法　国際私法　総索引　昭和
６．８

日本評論社

⑨文庫-榎本-647 連盟１０年　昭和５．４ 法学博士　杉村陽太郎

⑨文庫-榎本-648 国際連合　１２月号　昭和２１．１２ 国連社

⑨文庫-榎本-649 国際連合第５総会の事業　昭和２６．４ 条約局国際協力課

⑨文庫-榎本-650 米国汎米政策の基調　松下正壽著　昭和１９．１０ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-651 世界経済の協力の新しき基礎　昭和２０．５ 調査研究動員本部

⑨文庫-榎本-652 我が海外貿易と日支経済関係 安川雄之助・白岩龍平

⑨文庫-榎本-653 １９３３年度に於ける　中国農業経済概況　昭和９．８ 中国銀行経済研究室

⑨文庫-榎本-654 現下の長江一帯　経済事情の考察　岩井光次郎 日本国際協会

⑨文庫-榎本-655
我対外貿易に関する国内法制　並に国際条約　新納克己　昭和
９．８

日本国際協会

⑨文庫-榎本-656 フラン切下及関係各国の措置　外務省通商局　昭和１１．１０ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-657 フラン切下及関係各国の措置（２）　外務省通商局　昭和１１．１０ 日本国際協会

⑨文庫-榎本-658 レオン．ブルジョワ氏論文集　ソリダリテ　その他　大正１５．２ 桃井京次訳

⑨文庫-榎本-659 泰を論ず　附「泰と華僑」　昭和１９．３ 杉山　平助

⑨文庫-榎本-660 カー著「平和の諸条件」に就て　昭和１８．４ 政務局第４課

⑨文庫-榎本-661 世界戦争経済の基本動向　昭和２０．６ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-662
ソビエト連邦と他国との間に於ける不侵略条約締結問題　昭和７．
１０

欧米局第１課

⑨文庫-榎本-663 第１次世界大戦後に於ける英国の復員対策　昭和２０．６
日本外政協会前大戦復員　対
策調査委員会

⑨文庫-榎本-664
第１次世界大戦後に於ける英国の復員対策（労働市場の分析を
中心として）

日本外政協会前大戦復員　対
策調査委員会

⑨文庫-榎本-665 戦争と米国労働階級　武藤光朗　昭和２０．６ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-666 米国　戦後経済と支那市場の問題　武藤光朗　昭和２０．７ 日本外政協会

⑨文庫-榎本-667 外交時報　昭和１３．１１．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-668 外交時報　新春倍大号要目　昭和１４．１．１ 外交時報社

⑨文庫-榎本-669 外交時報　昭和１９．３．１５ 外交時報社

⑨文庫-榎本-670 海外旬報　第２５５巻　昭和２１．４．２０ 国際文化協会

⑨文庫-榎本-671 海外旬報　第２６０号　昭和２１．６．１０ 国際文化協会

⑨文庫-榎本-672 世界と我等　２月号　昭和１７．２ 国際文化協会

⑨文庫-榎本-673 大決戦　独逸空軍と英国海軍 ハンスゲオルグシュルチェ

⑨文庫-榎本-674 思想の進行と国際連盟の立場　第８号　大正１０．６．１６ 国際連盟協会

⑨文庫-榎本-675
所謂ポーランド廻廊問題　ポーランドのバルチック政策　昭和８．１
０

日波協会

⑨文庫-榎本-676 満洲事変と不戦条約　国際連盟　昭和７．２ 法学博士　松原一雄

⑨文庫-榎本-677 満洲国と門戸開放問題
慶応大学法学部助教授　英修
道

⑨文庫-榎本-678 リットン報告書　全文　昭和７．１１ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-679 在支列国権益概説 植田　捷雄

⑨文庫-榎本-680 ドーズ案を中心として賠償問題の過去及び現在　大正１４．１２ 佐々木　勝三郎



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-681 戦うクレマンソー内閣　昭和１９．１２
モルダック将軍著・陸軍中将　酒
井鎬次訳

⑨文庫-榎本-682 欧洲戦局の現在及将来　大正５．６ 法学博士　吉野作造

⑨文庫-榎本-683 欧洲動乱史論　大正４．８ 法学博士　吉野作造

⑨文庫-榎本-684 獨逸の誇大妄想　大正４．５
エミール．ライヒ．著・内田魯庵
訳

⑨文庫-榎本-685 １３年度版　最新支那要覧　昭和１３．１０ 東亜研究会

⑨文庫-榎本-686 米国に使して日本交渉の回顧　昭和２１．７ 野村　吉三郎

⑨文庫-榎本-687 日獨防共協定の意義　昭和１２．９ 満鉄総裁　松岡洋右

⑨文庫-榎本-688 １７世紀に於ける日暹関係　昭和９．１０ 外務省調査部

⑨文庫-榎本-689 大勝利の記録　昭和１８．７ 吉原　矢之助

⑨文庫-榎本-690 何故戦争を起したか　何故負けたか　昭和２０．１２ 衆議院副議長　植原悦二郎

⑨文庫-榎本-691 日本の反省　戦争原因編　昭和２１．１ 堀内　庸村

⑨文庫-榎本-692 近衛文麿公手記　最後の御前会議　降伏時の真相　迫水久常 近衛文麿・迫水久常

⑨文庫-榎本-693 近衛公手記 -

⑨文庫-榎本-694 近衛内閣史論　戦争開始の真相　昭和２１．１ 馬場　恒吾

⑨文庫-榎本-695 大東亜の黎明　昭和１７．２ 山森　利一

⑨文庫-榎本-696 財産税の解説　昭和２１．２ 石山　賢吉

⑨文庫-榎本-697 毎日情報　４月号　昭和２６．４ 毎日新聞社

⑨文庫-榎本-698 臣民の道　要義　昭和１６．９ 三浦　藤作

⑨文庫-榎本-699 国体の本義　昭和１６．９ 文部省

⑨文庫-榎本-700 国体の本義解説叢書　明治以後　詔勅謹解　昭和１４．１２ 教学局

⑨文庫-榎本-701 国体の本義解説叢書　日本の儒教　昭和１４．１２ 教学局

⑨文庫-榎本-702 国体の本義解説叢書　我が風土　国民性と文学　昭和１４．１２ 教学局

⑨文庫-榎本-703 国体の本義解説叢書　日本の美術　昭和１４．７ 教学局

⑨文庫-榎本-704 国体の本義解説叢書　我が国体と神道　昭和１４．１２ 教学局

⑨文庫-榎本-705
日本文化の発展とその中心　其の２（文学博士　辻善之助氏講
演）　昭和６．５

海軍省教育局

⑨文庫-榎本-706 世界に於ける国家思潮と我が国体の最高原則　其３　昭和１１．３ 柳澤　正樹

⑨文庫-榎本-707 世界普遍原理として顯現すべき我が国体精神　昭和１１．４ 藤澤　親雄

⑨文庫-榎本-708 今日に処するの道　文学博士　深作安文　昭和１１．６ 海軍省教育局

⑨文庫-榎本-709 教育一夕話　大正４．１ 中村　春二

⑨文庫-榎本-710 観艦式の栞　昭和１１．１０ 海軍省

⑨文庫-榎本-711 公職適否審査基準例規集 内閣

⑨文庫-榎本-712 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９０２ -

⑨文庫-榎本-713 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９０２ -

⑨文庫-榎本-714 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９０４ -

⑨文庫-榎本-715 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９０４ -

⑨文庫-榎本-716 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９０７ -



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-717 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９０７ -

⑨文庫-榎本-718 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９０８ -

⑨文庫-榎本-719 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９１０ -

⑨文庫-榎本-720 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９１１ -

⑨文庫-榎本-721 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９１２ -

⑨文庫-榎本-722 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９２７ -

⑨文庫-榎本-723 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９２７ -

⑨文庫-榎本-724 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９２８ -

⑨文庫-榎本-725 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９２９ -

⑨文庫-榎本-726 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９３０ -

⑨文庫-榎本-727 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９３１ -

⑨文庫-榎本-728 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９３３ -

⑨文庫-榎本-729 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９３４ -

⑨文庫-榎本-730 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎｓ１９３５ -

⑨文庫-榎本-731
Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ　１９
１７

-

⑨文庫-榎本-732
Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ　１９
１８

-

⑨文庫-榎本-733
Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ　１９
１９

-

⑨文庫-榎本-734
Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ　１９
２０

-

⑨文庫-榎本-735
Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ　１９
２１

-

⑨文庫-榎本-736
Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ　１９
２２

-

⑨文庫-榎本-737
Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ　１９
２５

-

⑨文庫-榎本-738 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｓ -

⑨文庫-榎本-739 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｓ -

⑨文庫-榎本-740 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｄｅｃｉｓｉｏｎｓ　１９２３ -

⑨文庫-榎本-741 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｔｏｐｉｃｓ　１９０９ -

⑨文庫-榎本-742 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｔｏｐｉｃｓ　１９１５ -

⑨文庫-榎本-743 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｔｏｐｉｃｓ　１９１５ -

⑨文庫-榎本-744 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｔｏｐｉｃｓ　１９１６ -

⑨文庫-榎本-745 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｔｏｐｉｃｓ -

⑨文庫-榎本-746 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｔｏｐｉｃｓ -

⑨文庫-榎本-747 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｔｏｐｉｃｓ -

⑨文庫-榎本-748 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｔｏｐｉｃｓ -

⑨文庫-榎本-749 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｔｏｐｉｃｓ -

⑨文庫-榎本-750 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｔｏｐｉｃｓ -

⑨文庫-榎本-751 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｔｏｐｉｃｓ -

⑨文庫-榎本-752 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｔｏｐｉｃｓ -



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-753 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｄｅｘ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ -

⑨文庫-榎本-754 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｄｅｘ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ -

⑨文庫-榎本-755 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｄｅｘ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ -

⑨文庫-榎本-756 Ｎａｖａｌ　Ｗａｒ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ．　Ｒｅｃｅｎｔ -

⑨文庫-榎本-757 Ｅｄｗｉｎ　Ｊ．Ｃｌａｐｐ　Ｅｃｃｏｎｏｍｉｃ　Ａｓｐｅｃｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｗａｒ -

⑨文庫-榎本-758 Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｓｅｙｍｏｕｒ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｄｉｐｌｏｍａｃｙ　Ｄｕｒｉｎｇ -

⑨文庫-榎本-759 Ｓｉｒ　Ｔｈｏｍａｓ　Ｂａｒｃｌａｙ　Ｌａｗ　ａｎｄ　Ｕｓａｇｅ　ｏｆ　Ｗａｒ -

⑨文庫-榎本-760
Ｓｉｒ　Ｆｒｅｄｅｒｉｃｋ　Ｓｍｉｔｈ　Ｋ．Ｃ．．Ｍ．ｐ．　Ｔｈｅ　Ｄｅｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ
Ｍeｒｃｈａｎｔ　Ｓｈｉｐｓ　Ｕｎｄｅｒ　International　Law

-

⑨文庫-榎本-761 Ｔ．Ｊ．Ｌａｗｒｅｎｃｅ．ＬＬ．Ｄ．．Ｊ．Ｐ．　Ｔｈｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｎａｔｉｏｎｓ -

⑨文庫-榎本-762 Ｃｏｌｅｍａｎ　Ｐｈｉｌｌｉｐｓｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｇｒｅａｔ -

⑨文庫-榎本-763
Ｃ．Ｊ．Ｂ．Ｈｕｒｓｔ．Ｃ．Ｂ．．　Ｒｕｓｓｉａｎ　ａｎｄ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｐｒｉｚｅ
Ｃａｓｅｓ

-

⑨文庫-榎本-764
Ｃ．Ｊ．Ｂ．Ｈｕｒｓｔ．Ｃ．Ｂ．．　Ｒｕｓｓｉａｎ　ａｎｄ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｐｒｉｚｅ
Ｃａｓｅｓ

-

⑨文庫-榎本-765
Ｅ．Ｓ．Ｒｏｓｃｏｅ．　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐｒｉｚｅ　Ｃａｓｅｓ　Ｖｏｌ．１　１７４５　ｔｏ
１８５９

-

⑨文庫-榎本-766
Ｅ．Ｓ．Ｒｃｓｃｏｅ．　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐｒｉｚｅ　Ｃａｓｅｓ　Ｖｏｌ．２　１７４５　ｔｏ
１８５９

-

⑨文庫-榎本-767 Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｓｅｙｍｏｕｒ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｎｅｕｔｒａｌｉｔｙ　１９１４－１９１７ -

⑨文庫-榎本-768 Ｈａｒｏｌｄ　Ｐ．Ｃｌｕｎｎ　Ｔｈｅ　Ｆａｃｅ　ｏｆ　Ｌｏｎｄｏｎ -

⑨文庫-榎本-769
Ｇｅｏｒｇｅ　Ａｌｌｅｎ　＆　Ｕｎｗｉｎ　Ｌｔｄ　Ｐｒｏｂｌｅｍｓ　ｏｆ　Ｐｅａｃｅ　Ｔｗｅｌ
ｆｔｈ

-

⑨文庫-榎本-770 Ｇｅｏｒｇｅ　Ｂ．Ｄａｖｉｓ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ -
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⑨文庫-榎本-773 Ｍ．Ｐａｕｌ　Ｆａｕｃｈｉｌｌｅ　Ｊｕｒｉｓｐｒｕｄｅｎｃｅ　Ｆｒａｎｃａｉｓｅ -

⑨文庫-榎本-774 Ｊａｍｅｓ　Ｂｒｏｗｎ　Ｓｃｏｔｔ　Ｓｃｏｔｔａ´ｓ　Ｃａｓｅｓ　ｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ -

⑨文庫-榎本-775
Ｊｏｈｎ　Ｗｅｓｔｌａｋｅ．Ｑ．Ｃ．．ＬＬ．Ｄ．．　Ｃｈａｐｔｅｒｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｐｒｉｎ
ｃｉｐｌ

-

⑨文庫-榎本-776
Ａｍｏｓ　Ｓ．Ｈｅｒｓｈｅｙ．Ｐｈ．Ｄ．　Ｔｈｅ　Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎ

-

⑨文庫-榎本-777 Ｗｉｌｓｏｎ　ａｎｄ　Ｔｕｃｋｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ -

⑨文庫-榎本-778 Ｆｒｅｄｅｒｉｃｋ　Ｓｈｅｒｗｏｏｄ　Ｄｕｎｎ　Ｐｅａｃｅｆｕｌ　Ｃｈａｎｇｅ -

⑨文庫-榎本-779
Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｈｅｎｒｙ　Ｈｕｂｅｒｉｃｈ　Ｈｕｂｅｒｉｃｈ　ｏｎ　Ｔｒａｄｉｎｇ　with
the　Enemy

-

⑨文庫-榎本-780
Ｒｏｎａｌｄ　Ｆ．Ｒｏｘｂｕｒｇｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｏｐｐｅｎｈｅｉｍ　Ｖｏ
ｌ．Ⅱ

-

⑨文庫-榎本-781
Ｊｏｈｎ　Ｂａｓｓｅｔｔ　Ｍｃｏｒｅ．ＬＬ．Ｄ．　Ａ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ

-

⑨文庫-榎本-782
Ｊｏｈｎ　Ｂａｓｓｅｔｔ　Ｍｏｏｒｅ．ＬＬ．Ｄ．　Ａ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ

-

⑨文庫-榎本-783
Ｊｏｈｎ　Ｂａｓｓｅｔｔ　Ｍｏｏｒｅ．ＬＬ．Ｄ．　Ａ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ

-

⑨文庫-榎本-784
Ｊｏｈｎ　Ｂａｓｓｅｔｔ　Ｍｏｏｒｅ．ＬＬ．Ｄ．　Ａ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ

-

⑨文庫-榎本-785
Ｊｏｈｎ　Ｂａｓｓｅｔｔ　Ｍｏｏｒｅ．ＬＬ．Ｄ．　Ａ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ

-

⑨文庫-榎本-786
Ｊｏｈｎ　Ｂａｓｓｅｔｔ　Ｍｏｏｒｅ．ＬＬ．Ｄ．　Ａ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ

-

⑨文庫-榎本-787
Ｊｏｈｎ　Ｂａｓｓｅｔｔ　Ｍｏｏｒｅ．ＬＬ．Ｄ．　Ａ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ

-

⑨文庫-榎本-788
Ｊｏｈｎ　Ｂａｓｓｅｔｔ　Ｍｏｏｒｅ．ＬＬ．Ｄ．　Ａ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ

-



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-789 Ａｒｔｈｕｒ　Ｐａｇｅ　Ｗａｒ　ａｎｄ　Ａｌｉｅｍ　Ｅｎｅｍｉｅｓ -

⑨文庫-榎本-790 Ｓｉｒ　Ｗａｌｔｅｒ　Ｇｅｏｒｇｅ　Ｆｒａｎｋ　Ｐｈｉｌｌｉｍｏｒｅ　Ｔｈｒｅｅ　Ｃｅｎｔｕｒｉｅｓ -

⑨文庫-榎本-791 Ｊａｍｅｓ　Ｗｉｌｆｃｒｄ　Ｇａｒｎｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｗaｒ -

⑨文庫-榎本-792 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓａｎｃｔｉｏｎｓ -

⑨文庫-榎本-793 Ｊａｍｅｓ　Ｔ．Ｓｈｏｔｗｅｌｌ　Ａｔ　ｔｈｅ　Ｐａｒｉｓ　Ｐｅａｃｅ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ -

⑨文庫-榎本-794 Ｏｔｆｒｉｅｄ　Ｎｉｐｐｃｌｄ　Ｔｈｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌ -

⑨文庫-榎本-795 Ｊ．Ｍ．Ｓｐａｉｇｈｔ．ＬＬ．Ｄ．　Ａｉｒｃｒａｆｔ　ｉｎ　Ｗａｒ -

⑨文庫-榎本-796
Ｆｃｒｒｅｓｔ　Ｄａｖｉｓ　ａｎｄ　Ｅｒｎｅｓｔ　Ｋ．　Ｌｉｎｄｌｅｙ　Ｈｏｗ　Ｗａｒ　Ｃａｍ
ｅ

-

⑨文庫-榎本-797
Ｓｉｒ　Ｊｏｈｎ　Ｓｃｏｔｔ　Ｋｅｌｔｔｅ．ＬＬ．Ｄ．　Ｔｈｅ　Ｓｔａｔｅｓｍａｎ´ｓ　Ｙｅａｔ
－Ｂ

-
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ａｎ

-

⑨文庫-榎本-802
Ｍｏｕｎｔａｇｕｅ　Ｂｅｒｎａｒｄ．Ｍ．Ａ．　Ｔｈｅ　Ｎｅｕｔｒａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｇｒｅａｔ　Ｂ
ｒｉtain

-

⑨文庫-榎本-803 Ｔ．Ｂａｔｙ．Ｄ．Ｃ．Ｌ．．ＬＬ．Ｄ．　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ -

⑨文庫-榎本-804
Ｗ．Ｉｖｏｒ　Ｊｅｎｎｉｎｇｓ．Ｍ．Ａ．．ＬＬ．Ｄ．　ａｎｄ　Ｃ．Ｍ．Ｙｏｕｎｇ．
Ｍ．Ａ．．ＬＬ．Ｄ　Constitutional　Laws　of　the　British　Empire

-

⑨文庫-榎本-805
Ｔ．Ｊ．Ｌａｗｒｅｎｃｅ．Ｍ．Ａ．．ＬＬ．Ｄ．　Ｔｈｅ　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔional　Law

-

⑨文庫-榎本-806
Ｎｅｗ　Ｃｏｄｅ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ　Ｎｏｕｖｅａｕ　ｃｏｄｅ　ｄｅ　Ｄ
ｒｏｉ

-

⑨文庫-榎本-807
Ｈｕｔｃｈｉｎｓｏｎ　＆　Ｃｏ．（Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ）　Ｌｔｄ．　Ｔｈｅ　Ｆｒｅｎｃｈ　Ｙｅｌ
ｌｏｗ　Book

-

⑨文庫-榎本-808
Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ　Ｒａｍｓａｙ　Ｍｕｉｒ　Ｍａｒｅ　Ｌｉｂｅｒｕｍ　Ｔｈｅ　Ｆｒｅｅｄｏｍ
ｏｆ　the　Seas
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-
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⑨文庫-榎本-811
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-

⑨文庫-榎本-821 Ｃｏｎｔｒｅｂａｎｄｅ　ｄｅ　Ｇｕｅｒｒｅ　Ｂｌｏｃｕｓ　Ｄｒｏｉｔ　ｄｅ　Ｖｉｓｉｔｅ -

⑨文庫-榎本-822
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-

⑨文庫-榎本-823 Ｔｒａｉｔｅ　ｄｅ　Ｐａｉｘ　Ｔｒｅａｔｙ　ｏｆ　Ｐｅａｃｅ -

⑨文庫-榎本-824 軍縮会議経過一覧表 -



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-825 海洋自由問題に関する参考案 -

⑨文庫-榎本-826 軍縮参考材料 -

⑨文庫-榎本-827 軍縮　附　海戦法規 -

⑨文庫-榎本-828 戦時国際法規綱要 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-829 纂註　国際法外交条規　全 法学博士　高橋作衛

⑨文庫-榎本-830 最近　国際法　及　外交資料 法学博士　松原一雄

⑨文庫-榎本-831 軍艦外務令解説　昭和１３．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-832 連合国の日本管理 法学博士　横田喜三郎

⑨文庫-榎本-833 リットン報告書　日支紛争に関する　国際連盟調査委員会の報告 -

⑨文庫-榎本-834
Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ１２．１９２１－Ｆｅｂｒｕａｒｙ６．１９２２　Ｃｏ
ｎｆｅｒｅｎce  de  la  Limitation  des  Armements

-

⑨文庫-榎本-835 加藤大臣　海軍次官　往復電報綴 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-836 加藤中将　発受電報写 -

⑨文庫-榎本-837 華府会議関係　加藤中将電報（華海電） -

⑨文庫-榎本-838 華府会議関係　海軍省着電報綴 -

⑨文庫-榎本-839 華府会議関係全権電綴 -

⑨文庫-榎本-840 華府会議　議会関係　電報綴 -

⑨文庫-榎本-841 華府会議の経過 -

⑨文庫-榎本-842 華盛頓会議関係　大正１０～１１ -

⑨文庫-榎本-843 軍備制限条約文草案 -

⑨文庫-榎本-844 条約文審議に関し外務省調製書類 -

⑨文庫-榎本-845 海軍軍備制限条約　審議要領同条約　起草に関する手記 堀中佐

⑨文庫-榎本-846 華府会議　極東問題討議の経過 参謀本部

⑨文庫-榎本-847 華府会議総会議事録 -

⑨文庫-榎本-848 華府会議総会議事録 -

⑨文庫-榎本-849 華府会議総会議事録 -

⑨文庫-榎本-850 華府会議関係　大正１０～１１ -

⑨文庫-榎本-851
軍備制限問題　第６巻　航空　母艦　補助艦（海軍軍備制限問題
の（６））

-

⑨文庫-榎本-852 軍備制限問題　第７巻　太平洋島嶼防備問題 -

⑨文庫-榎本-853 軍備制限問題　第８巻　代艦廃棄　及　噸数問題 -

⑨文庫-榎本-854 軍備制限問題　第９巻　海軍条約の起草 -

⑨文庫-榎本-855
軍備制限問題　第１０巻　戦時法規問題総説　潜水艦及毒瓦斯に
関する５国条約

-

⑨文庫-榎本-856
軍備制限問題　第１１巻　戦時法規．航空　毒瓦斯３　専門分科会
甲

-

⑨文庫-榎本-857
軍備制限問題　第１２巻　戦時法規．航空　毒瓦斯３　専門分科会
乙

-

⑨文庫-榎本-858 軍備制限問題　第１３巻　陸軍軍備制限問題 -

⑨文庫-榎本-859 軍備制限問題　第１４巻　軍備制限問題附属書の１ -

⑨文庫-榎本-860 軍備制限問題　第１５巻　軍備制限問題附属書の２ -



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-861 艦船補充計画に関する説明 軍務局一課別室

⑨文庫-榎本-862 戦時法規改正　委員会報告 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-863 戦時法規改正　委員会訓令　英訳の分 -

⑨文庫-榎本-864 戦時法規改正　準備委員会議事録 -

⑨文庫-榎本-865 戦時法規準備委員会綴（航空機）　大正１１．２ -

⑨文庫-榎本-866 倫敦会議全権報告書　附録　日誌其他 -

⑨文庫-榎本-867 一般軍縮会議　各国情報 -

⑨文庫-榎本-868 武器取引　及　製造委員会議事録　昭和７ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-869
昭和７年１２月９日　帝国軍縮　全権部より寿府一般軍縮会議に提
示せる海軍軍縮に関する帝国提案

-

⑨文庫-榎本-870
寿府一般軍縮　人員特別委員会　附属　専門分科会記録　１　昭
和８

海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-871
寿府一般軍縮　人員特別委員会　附属　専門分科会記録　２　昭
和８

海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-872
寿府一般軍縮　人員特別委員会　附属　専門分科会記録　３止
昭和８

-

⑨文庫-榎本-873 武器取引　及　民営取締問題調書 -

⑨文庫-榎本-874 寿府３国会議に於ける　各国の主張要領 -

⑨文庫-榎本-875 寿府３国会議に於ける　各国の主張要領 -

⑨文庫-榎本-876
Ｌｅａｇｕｅ　ｏｆ　Ｎａｔｉｏｎｓ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ　ａｎ
ｄ  Limitation  of  Armaments

-

⑨文庫-榎本-877
Ｌｅａｇｕｅ　ｏｆ　Ｎａｔｉｏｎｓ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ　ａｎ
ｄ  Limitation  of  Armaments

-

⑨文庫-榎本-878
Ｓｏｃｉｅｔｅ　ｄｅｓ　Ｎａｔｉｏｎｓ　Ａｎｎｕａｉｒｅ　Ｓｔａｔｉｓｔｉｑｕｅ　ｄｕ　Ｃｏｍｍｅ
ｒce  des  Armes  et  des  Munitions

-

⑨文庫-榎本-879
Ｓｏｃｉｅｔｅ　ｄｅｓ　Ｎａｔｉｏｎｓ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｒｅｐａｒａｔｏｉｒｅ　ｄｅ　ｌａ
Conference  du  Desarmement

-

⑨文庫-榎本-880
Ｒｅｐｏｒｔ　ｏｆ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｓｕｂ－　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｉｍｐｒｏｖｅ
ｍｅｎt  of  Communication

-

⑨文庫-榎本-881
軍縮準備委員会報告　第１回より第６回迄　４の１止　大正１５～
昭和５

軍務局

⑨文庫-榎本-882
軍縮準備委員会報告　第１回より第６回迄　４の２止　大正１５～
昭和５

軍務局

⑨文庫-榎本-883 軍備縮少会議準備委員会　第６回会議報告書　昭和４ -

⑨文庫-榎本-884 兵器民営取締問題 -

⑨文庫-榎本-885_2 世界大戦平和会議に於ける　軍縮問題会議の件 軍務局

⑨文庫-榎本-886 平和条約英文第１正文　自．１編～至．１５編 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-887 対墺媾和条　約実施委員連合海軍　監督委員会報告 -

⑨文庫-榎本-888 敵艦処分連合海軍委員分会　ＮＡＣＤＥＶ関係書類 -

⑨文庫-榎本-889 日獨戦役講和準備調査　附属参考調書　上 -

⑨文庫-榎本-890 日獨戦役講和準備調査　附属参考調書　下 -

⑨文庫-榎本-891 日獨戦役講和準備調査　附属参考資料 -

⑨文庫-榎本-892 Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ　ｄｅ　Ｐａｉｘ　Ａｖｅｃ　Ｌ´Ａｕｔｒｉｃｈｅ　Ａｌｌｅｍａｎｄｅ -

⑨文庫-榎本-893 対独平和条約実施委員　実施関係書類　巻２０ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-894 日独戦　講話準備委員会　決議　及　説明 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-895 日独戦役講和準備委員会　会議録 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-896 同盟及連合国と獨逸国との　平和条約並議定書 -



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-897
同盟及連合国と獨逸との　平和条約並議定書附　波蘭国に関する
条約　大正８．１１

外務省

⑨文庫-榎本-898
同盟及連合国と獨逸国との　平和条約並議定書　概要附波蘭国
に関する　条約概要　大正８．１１

外務省

⑨文庫-榎本-899
Ｔｈｏｍａｓ　Ｆ．Ｍｉｌｌａｒｄ　Ｔｈｅ　Ｓｈａｎｔｕｎｇ　Ｃａｓｅ　ａｔ　ｔｈｅ　Ｃｏｎｆｅ
ｒｅｎce

-

⑨文庫-榎本-900
国際連盟支那調査団関係　国際連盟支那調査団　報告に対する
列国の反響（外務電）　昭和７

-

⑨文庫-榎本-901 仲裁裁判及安全保障　委員会報告　第１回～２回　昭和２～３ 外務省

⑨文庫-榎本-902 日米間仲裁裁判条約及　調停条約締結参考資料　昭和３．６ 条約局第２課

⑨文庫-榎本-903
満州事変及上海事変関係　支那事変関係公表集　昭和７．１１～
１５．１２

外務省情報部

⑨文庫-榎本-904 治廃関係要綱要領集 対満事務局

⑨文庫-榎本-905
利益代表国の収容所　視察訪問要求回数及　要求願出書類の写
並に　要求願出の受理及許可に関する記録

俘虜情報局

⑨文庫-榎本-906 日米仲裁裁判条約 -

⑨文庫-榎本-907 帝国の連盟脱退関係文書　及其の経過概要 軍務局第１課別室

⑨文庫-榎本-908 国際連盟関係書類　２　満州．上海の件　昭和８ 外務省条約局

⑨文庫-榎本-909 国際連盟　支那調査委員報告書　１ 大臣官房

⑨文庫-榎本-910 国際連盟　支那調査委員報告書　２止 大臣官房

⑨文庫-榎本-911
Ｈａｒｒｉｓｏｎ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ　Ｃｏｌｌｅｃｔｅｄ　Ｄｉｐｌｏｍａｔｉｃ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ
Ｒetating  to  the  Outbreak  of  the  European  War

-

⑨文庫-榎本-912 各国海戦関係法令索引　大正３～９戦没 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-913 各国海戦関係法令　第１集　大正３．１１年役 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-914 大正３～４年役　各国海戦関係法令　第２集　大正４．１ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-915 大正３～４年役　各国海戦関係法令　第３集　大正４．４ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-916 大正３～４年役　各国海戦関係法令　第４集　大正４．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-917 大正３～４年役　各国海戦関係法令　第５集　大正４．１０ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-918 大正之役　各国海戦関係法令　第６集　大正４．１２ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-919 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第７集　大正５．３ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-920 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第８集上　大正５．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-921 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第８集下　大正５．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-922 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第９集上　大正５．９ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-923 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第９集下　大正５．９ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-924 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第１０集上　大正５．１２ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-925 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第１０集下　大正５．１２ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-926 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１１集　大正６．２ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-927 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１２集上　大正６．４ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-928 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１２集下　大正６．４ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-929 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１３集　大正６．６ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-930 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１４集　大正６．８ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-931 大正３～６年戦役　各国海戦関係法令　第１４集下　大正６．８ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-932 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第１５集上　大正６．１０ 海軍大臣官房
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⑨文庫-榎本-933 大正３～５年戦役　各国海戦関係法令　第１５集下　大正６．１０ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-934 海戦法規　大正３．１０ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-935 海戦法規　大正３．１０ 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-936 海戦法規 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-937 海戦法規解釈　昭和１０ 海軍教授　榎本重治

⑨文庫-榎本-938 海戦法規解釈原稿　昭和１０ 海軍教授　榎本重治

⑨文庫-榎本-939 倫敦海戦法規　会議に関する報告書 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-940 戦時国際法規綱要　原稿 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-941 戦時法規改正委員会　英文７部 榎本書記官

⑨文庫-榎本-942 戦時関係現行諸条約　及外国捕虜規程 -

⑨文庫-榎本-943 戦時関係現行諸条約　及外国捕虜規程 -

⑨文庫-榎本-944 経済封鎖に就て　大正１３．１１ 国際連盟係

⑨文庫-榎本-945 海洋自由問題に関する参考 榎本書記官

⑨文庫-榎本-946 戦時海上保険補償法　並関係法規 農商務省商工局

⑨文庫-榎本-947 Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｃｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌaw -

⑨文庫-榎本-948 Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｃｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌaw -

⑨文庫-榎本-949 Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｃｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌaw -

⑨文庫-榎本-950 Ｌａ　Ｐｅｔｉｔｅ　Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎ　Ｌ´ｅｎｆａｎｔ　ｄｕ　Ｐａｙｓ -

⑨文庫-榎本-951
Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ　Ａｎｎｅｘｅｓ　ａｕ　Ｒａｐｐｏｒｔ　ｄｅ　ｌａ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ
Ｄ´ｅｔude

-

⑨文庫-榎本-952
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｎａｖａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．Ｈｅｌｄ　ｉｎ　Ｌｏｎｄｏｎ．
1908.12～1909.2

-

⑨文庫-榎本-953 Ｄｒｏｉｔ　Ｍａｒｉｔｉｍｅ　Ｐｏｕｒ　ｌｅ　Ｔｅｍｐｓ　ｄｅ　Ｇｕｅｒｒｅ　ｔｏｍｅ　２ -

⑨文庫-榎本-954 空軍　新１ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-955 兵器民営　兵器製造　１ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-956 兵器製造　２ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-957 兵器製造（３） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-958 兵器製造（４） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-959 兵器製造（５） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-960 兵器製造（６） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-961 兵器製造（７）　５月３０日～ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-962 兵器取引（２）　４月～５月３０日 榎本書記官

⑨文庫-榎本-963 政治訂正（１） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-964 研究（１） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-965 研究（３） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-966 研究（雑） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-967 武器取締（類別１） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-968 幹部会（新２）　一般委員会 榎本書記官
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⑨文庫-榎本-969 幹部一般（新３） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-970 一般幹部会（新４） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-971 一般（新６）　５月１５日～５月３１日 榎本書記官

⑨文庫-榎本-972 一般委員会　幹部会３ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-973 本会議議事録 榎本書記官

⑨文庫-榎本-974 戦時関係現行諸条約　及外国捕虜規程 -

⑨文庫-榎本-975 国際法関係　昭和１１～１２ 榎本書記官

⑨文庫-榎本-976 １９３０年　「ロンドン」海軍条約　昭和６年１月１０日編纂 外務省條約局

⑨文庫-榎本-977 雑綴 榎本書記官

⑨文庫-榎本-978 雑件（２） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-979 雑件（１） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-980 雑件（２止） 榎本書記官

⑨文庫-榎本-981 華府会議秘實（海軍軍備制限ヲ中心とする華府会議　弁妄篇） 堀悌吉

⑨文庫-榎本-982 海軍軍備制限を中心とする華府会議　弁妄篇 堀悌吉

⑨文庫-榎本-983 華府会議 榎本重治

⑨文庫-榎本-984 軍備制限対策研究（丙）　昭和３年８月 海軍省

⑨文庫-榎本-985
三ヶ国海軍会議第３回総会に於ける「ブリッヂマン」氏の演説　１９
２７年８月４日

－

⑨文庫-榎本-986 ロンドン条約米上院海軍委員会記録（英文）　昭和５年５月 －

⑨文庫-榎本-987 軍縮官房機密第６３番電　昭和５年３月２７日 海軍次官

⑨文庫-榎本-988 第３４　「ロンドン」海軍条約 －

⑨文庫-榎本-989 １９３０年ロンドン海軍会議日誌 海軍省

⑨文庫-榎本-990
ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＬＯＮＤＯＮ　ＮＡＶＡＬ　ＣＯＮＦＥＲＥＮＣ
Ｅ　１９３０

ＨＩＳ　ＭＡＪＥＳＴＹ’Ｓ　ＳＴＡＴＩＯ
ＮＥＲＹ　ＯＦＦＩＣＥ

⑨文庫-榎本-991 １９３０年ロンドン海軍条約 外務省条約局

⑨文庫-榎本-992 １９３６年ロンドン海軍条約 外務省条約局

⑨文庫-榎本-993 ロンドン海軍軍縮問題をめぐる諸政治集団の対抗と提携 伊藤隆

⑨文庫-榎本-994 ロンドン会議の特長 榎本重治

⑨文庫-榎本-995 倫敦会議と統帥権問題　昭和２１年７月 堀悌吉

⑨文庫-榎本-996 倫敦海軍会議報告　昭和５年 海軍中将　左近司政三

⑨文庫-榎本-997 軍縮会議海軍関係重要決議集　昭和７年５月３１日 海軍部第一調査課

⑨文庫-榎本-998 質的軍縮に関する海軍委員会報告要旨一覧表 海軍部第一調査課

⑨文庫-榎本-999 １９３２年　壽府一般軍縮会議　会議日誌（其の１） －

⑨文庫-榎本-1000 １９３２年　壽府一般軍縮会議　会議日誌（其の２） －

⑨文庫-榎本-1001 １９３２年　壽府一般軍縮会議　会議日誌（其の３） －

⑨文庫-榎本-1002 化学・細菌兵器（英文） －

⑨文庫-榎本-1003
一般委員会の会合に於ける（米国）ギブソン氏宣言　１９３２年７月
２２日

－

⑨文庫-榎本-1004 海軍軍縮に関する日本政府の提案　１９３２年１２月９日 －



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-1005 榎本メモ（ジュネーブ一般軍縮会議関連） 榎本重治

⑨文庫-榎本-1006
「ジュネーブ」軍縮会議　英代表団の提出せる案　１９３３年３月１６
日

－

⑨文庫-榎本-1007 昭和１０年海軍軍縮会議予備交渉に於ける帝国代表に与うる訓令 －

⑨文庫-榎本-1008
昭和１０年倫敦海軍会議予備交渉代表海軍中将山本五十六復命
書

海軍中将　山本五十六

⑨文庫-榎本-1009 軍縮会議招請に関するクレーギー来翰 欧亜分室

⑨文庫-榎本-1010 世界全海軍国軍縮会議に応ずる対策 －

⑨文庫-榎本-1011 過去の記録を基礎とする各国の軍費に関する考察 －

⑨文庫-榎本-1012 藤井代理大使来電第２９８号に関し英政府に対する申入案 －

⑨文庫-榎本-1013 第２次ロンドン会議復命書 永野修身、永井松三

⑨文庫-榎本-1014 山本「チャトフィールド」会談　昭和９年１１月３０日 －

⑨文庫-榎本-1015 艦船に関する通報の件 －

⑨文庫-榎本-1016 １２月６日の米国委員演述に表われたる論点の反駁等 －

⑨文庫-榎本-1017 倫敦海軍予備会商一般経過 －

⑨文庫-榎本-1018 共同声明案（Ｃ）、（Ｂ）、（Ａ） －

⑨文庫-榎本-1019 出発当日（１１月１６日）に於ける全権団海軍側行動予定 －

⑨文庫-榎本-1020 明治３２年蘭国海牙府開設　列国平和会議紀事
海牙府列国平和会議帝国委員
林　董

⑨文庫-榎本-1021 第２回平和会議に関する報告 －

⑨文庫-榎本-1022 華府条約廃止通告に関する研究 －

⑨文庫-榎本-1023 華府条約廃棄理由等 榎本重治

⑨文庫-榎本-1024 戦時法規関係 －

⑨文庫-榎本-1025 戦時法規改正委員会総会議事録（英文） －

⑨文庫-榎本-1026 ＲＵＬＥＳ　ＯＦ　ＡＥＲＩＡＬ　ＷＡＲＦＡＲＥ －

⑨文庫-榎本-1027 空戦法規参考資料 海軍軍令部　等

⑨文庫-榎本-1028 国際連盟国際法典編纂準備委員会　昭和３年 外務省条約局

⑨文庫-榎本-1029 航空事故処理便覧　附　損害補償　昭和１２年１１月 横須賀海軍航空隊

⑨文庫-榎本-1030 海外時報　第３７号　大正１４年１０月２５日 外務省情報部

⑨文庫-榎本-1031 米国海戦法規（１９１７年）（英文） －

⑨文庫-榎本-1032 法学協会雑誌、国際事情、外交時事、雑報 －

⑨文庫-榎本-1033 国家学会雑誌 立　作太郎、小野塚喜平次

⑨文庫-榎本-1034 日本読書協会会報（外国の新聞と雑誌）　昭和１０年５月５日発行 日本読書協会

⑨文庫-榎本-1035 有終　第３１５号　昭和１５年２月号 海軍有終会

⑨文庫-榎本-1036 海戦法規解釈（１）昭和１１年３月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1037 海戦法規解釈（２）昭和１１年３月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1038 海戦法規解釈（第３）昭和１１年４月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1039 海戦法規解釈（２）昭和１１年３月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1040 海戦法規解釈（第３）昭和１１年４月 榎本重治



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-1041 海戦法規解釈（第４）昭和１１年４月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1042 海戦法規解釈（第６）昭和１１年５月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1043 海戦法規解釈目次　昭和１１年６月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1044 海戦法規解釈（第８）昭和１１年６月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1045 海戦法規（第１章～第６章） 榎本重治

⑨文庫-榎本-1046 海戦法規（第７章～第１３章） 榎本重治

⑨文庫-榎本-1047 海戦法規（第１４章～第２６章） 榎本重治

⑨文庫-榎本-1048 戦時国際法規綱要　追加篇 －

⑨文庫-榎本-1049 軍艦外務令解釈 －

⑨文庫-榎本-1050 海戦法規と異れる規定適用に関する件の説明　昭和１７年３月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1051 戦時国際法雑件　昭和１７年１０月７日 榎本重治

⑨文庫-榎本-1052 戦時国際法雑件　昭和１８年８月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1053 海戦法規に関する諸問題参考資料　昭和１４年１０月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1054 ＲＵＬＥＳ　ＯＦ　ＮＡＶＡＬ　ＷＡＲ －

⑨文庫-榎本-1055 英海戦法規（英文） －

⑨文庫-榎本-1056 海戦法規に関する資料　下巻 海事研究会

⑨文庫-榎本-1057 俘虜に関する諸法規類聚　昭和１８年１１月 俘虜情報局

⑨文庫-榎本-1058 俘虜取扱に関する件照会　昭和１２年１０月１５日
海軍省軍務局長、軍令部第一
部長

⑨文庫-榎本-1059 外交時報　第７９４号　昭和１３年１月１日発行 外交時報社

⑨文庫-榎本-1060 外交時報　第９１４号　昭和１８年１月１日 外交時報社

⑨文庫-榎本-1061 外交時報　第９２２号　昭和１８年５月１日 外交時報社

⑨文庫-榎本-1062 外交時報　第９２３号　昭和１８年５月１５日 外交時報社

⑨文庫-榎本-1063 外交時報　第９２４号　昭和１８年６月１日 外交時報社

⑨文庫-榎本-1064 仏国海戦法規（仏語）１９３４年 －

⑨文庫-榎本-1065 仏国海戦法規（仏語） －

⑨文庫-榎本-1066 第１回阿片会議協定及議定書（１９２５年調印）等 榎本重治

⑨文庫-榎本-1067 昭和１４年９月　支那事変及中立に関する国際法概要 榎本重治

⑨文庫-榎本-1068 意見書（１）　自昭和１１年９月　至同１２年１２月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1069 意見書（４） 榎本重治

⑨文庫-榎本-1070 昭和１９年７月　英国陸戦法規慣例（軍事法提要、第１４章） 条約局第二課

⑨文庫-榎本-1071 昭和１４～６年戦争　各国海戦関係法令　第５輯　上 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-1072 １９４１年５月　海戦及空戦に関する合衆国海軍仮訓令　仮訳 －

⑨文庫-榎本-1073 三国条約に関する意見書等 榎本重治

⑨文庫-榎本-1074 意見書（３）　自昭和１５年２月　至同１９年１２月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1075 昭和１９年６月　陸戦法規慣例規則の修正案（第２案） 信夫淳平

⑨文庫-榎本-1076 仏印進駐に関する経緯 －



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-1077 時事通信速報版　２１年１０月２１日 －

⑨文庫-榎本-1078 極東国際軍事裁判所　宣誓供述書等
荒木貞夫、榎本重治、吉井道
教、奥山八郎

⑨文庫-榎本-1079 三国条約に因る応援義務　昭和１６年１月２１日 榎本重治

⑨文庫-榎本-1080 三国同盟関係　証言関連の疑問疑答 －

⑨文庫-榎本-1081 日米国交調整と三国条約　昭和１６年４月１４日 榎本重治

⑨文庫-榎本-1082
三国条約に因る応援義務、三国条約所見、日米国交調整と三国
条約、独蘇戦争と三国条約との関係

榎本重治

⑨文庫-榎本-1083 三国条約所見、独蘇戦争と三国条約との関係 榎本重治

⑨文庫-榎本-1084 独蘇戦争と三国条約との関係、三国条約に関する口供書案　等 榎本重治

⑨文庫-榎本-1085 米国民に訴う　昭和２０年７月２３日 榎本重治

⑨文庫-榎本-1086 ソヴ放送速報　昭和２０年６月８日、６月９日 東亜研究所

⑨文庫-榎本-1087 ラヂオ　講演・講座　第２１輯　昭和１２年１２月 日本放送出版協会

⑨文庫-榎本-1088 主計会報告　昭和１５年１月　第１４３号 主計会

⑨文庫-榎本-1089 外交時報　第７９２号　昭和１２年１２月１日 外交時報社

⑨文庫-榎本-1090 外交時報　第８１２号　昭和１３年１０月１日発行 外交時報社

⑨文庫-榎本-1091 外交時報　第８５５号　昭和１５年７月１５日 外交時報社

⑨文庫-榎本-1092 外交時報　第８９７号　昭和１７年４月１５日 外交時報社

⑨文庫-榎本-1093 有終　第２９０号　昭和１３年１月号 海軍有終会

⑨文庫-榎本-1094 有終　第３４２号　昭和１７年５月号 海軍有終会

⑨文庫-榎本-1095 有終　第３４３号　昭和１７年６月号 海軍有終会

⑨文庫-榎本-1096 国際法規遵守に関する教育資料（一般並に開戦） 榎本重治

⑨文庫-榎本-1097 意見書（２）　自昭和１３年５月至同１４年１１月） 榎本重治

⑨文庫-榎本-1098 浅間丸事件に関する法律上の考察　昭和１５年２月１０日 榎本重治

⑨文庫-榎本-1099 中立国の無線電信取締 井田

⑨文庫-榎本-1100
大正１４年７月４日　モロッコ沿海封鎖に関する仏国政府通告写送
付の件

在仏特命全権大使　石井菊次
郎

⑨文庫-榎本-1101
国際連盟第１回総会準備委員会調書第１０号　米国政府の「モン
ロー」主義に対する解釈

－

⑨文庫-榎本-1102 文藝春秋　昭和１３年８月１日発行 文藝春秋社

⑨文庫-榎本-1103 松岡外相演説集　昭和１６年６月２７日発行 外交問題研究会編

⑨文庫-榎本-1104 昭和１８年１２月１５日　勤労情報（第１９号） 憲兵司令部

⑨文庫-榎本-1105 英国の戦時禁制品取締に関する交渉経緯概要 －

⑨文庫-榎本-1106 （秘）敵性情報　昭和２０年７月２日、同６月２８日 同盟通信社内情報局分室

⑨文庫-榎本-1107 時局防空必携　昭和１８年改訂 内務省

⑨文庫-榎本-1108 蘇聯船問題参考資料 －

⑨文庫-榎本-1109 日本政府の弁明第１、第２　明治３７年 －

⑨文庫-榎本-1110
大東亜戦争に於て敵国の執る措置に鑑み大正３年軍令海第８号
海戦法規の一部と異る規定を適用するの件

－

⑨文庫-榎本-1111 昭和２２年７月　軍縮口供書案 榎本重治

⑨文庫-榎本-1112 昭和22年8月　軍縮供述書 榎本重治



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-1113 昭和22年8月　軍縮口供書 榎本重治

⑨文庫-榎本-1114 リチャードソン証言関係 不詳

⑨文庫-榎本-1115 昭和22年8月　軍縮口供書（英文） 榎本重治

⑨文庫-榎本-1116 口供書英訳（軍縮会議） 榎本重治

⑨文庫-榎本-1117 国際法規遵守に関する教育資料（一般並に開戦） 榎本重治

⑨文庫-榎本-1118 俘虜の取扱と一般衛生問題　昭和21年11月 不詳

⑨文庫-榎本-1119 昭和22年5月　支那事変証言関係 不詳

⑨文庫-榎本-1120 昭和22年7月　軍縮口供書案附属書 不詳

⑨文庫-榎本-1121 昭和22年6月　軍縮問題弁護資料 不詳

⑨文庫-榎本-1122 昭和22年6月　軍縮会議口供書原稿 榎本重治

⑨文庫-榎本-1123 軍縮問題弁護資料　昭和22年6月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1124 軍縮供述書（英文） 榎本重治

⑨文庫-榎本-1125 戦争犯罪人弁護関係史料 不詳

⑨文庫-榎本-1126
1932年7月22日　一般委員会の会合に於ける（米国）ギブソン氏宣
言

不詳

⑨文庫-榎本-1127 海戦法規関係証言 榎本重治

⑨文庫-榎本-1128 安全の為必要とする英海軍の最低勢力に関する覚（譯文） 不詳

⑨文庫-榎本-1129
1 May 1947 MEMORANDUM (To:Naval Defense Counsel
From:John G.Brannon)

不詳

⑨文庫-榎本-1130 華府条約の欠点　高田利種口供書覚（軍縮関係） 不詳

⑨文庫-榎本-1131 1934年予備交渉関係事項（第1、第2、第3） 不詳

⑨文庫-榎本-1132 新嘉坡、「ポートダーウィン」、「マニラ」等の無差別爆撃 不詳

⑨文庫-榎本-1133 東京裁判関係 不詳

⑨文庫-榎本-1134 大東亜戦争計画、準備、開始並に遂行に関する資料 不詳

⑨文庫-榎本-1135 昭和22年5月　支那事変証言関係 不詳

⑨文庫-榎本-1136 爆撃雑件（英文） 不詳

⑨文庫-榎本-1137 爆撃・証言用（英文） 不詳

⑨文庫-榎本-1138
1923年海牙戦時法規改正委員会に於て帝国の執りたる態度　昭
和22年2月27日

榎本重治

⑨文庫-榎本-1139
支那沿岸封鎖関係資料　事変中支那封止方法に関する研究　昭
和12年7月29日

榎本重治

⑨文庫-榎本-1140 国際法（英文）等 不詳

⑨文庫-榎本-1141 戦争法規違反と認めらるる行為（20．9．10） 榎本重治

⑨文庫-榎本-1142 吉田大将口供書案（軍縮関係） 海軍大将　吉田善吾

⑨文庫-榎本-1143 米国国務卿11月12日の提案に対する意見　大正10年11月14日 軍縮制限国際連盟関係部主任

⑨文庫-榎本-1144 1930年ロンドン会議第3本会議速記録 不詳

⑨文庫-榎本-1145 華府条約廃止通告に関する研究　等 不詳

⑨文庫-榎本-1146 安全の為必要とする英海軍の最低勢力に関する覚 不詳

⑨文庫-榎本-1147 Japanese Proposal for a Common Upper Limit of Naval Tonnage 不詳

⑨文庫-榎本-1148 昭和22年8月　国際法供述書　拒否 榎本重治



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-1149 太平洋段階海軍関係立證準備一覧表　昭和22年6月18日調 不詳

⑨文庫-榎本-1150 海軍軍縮会議関係（最終弁論）　昭和23年2月 不詳

⑨文庫-榎本-1151 軍縮に関する「ブラノン」弁護人との問答（英文） 榎本重治

⑨文庫-榎本-1152 敵対行為（メモ） －

⑨文庫-榎本-1153 宣戦の布告なき戦を開始せしは相手国人民を敵とせざる意図なり 不詳

⑨文庫-榎本-1154 真珠湾攻撃と日米交渉打切通告との関係（追加） 不詳

⑨文庫-榎本-1155 開戦時に於ける在上海英連邦軍艦「ペテレル」号攻撃の経緯 不詳

⑨文庫-榎本-1156 大東亜戦争、計画、準備、開始並に遂行に関する資料 不詳

⑨文庫-榎本-1157
「フェーズ」案（副弁護人団基礎案）日本の攻撃と其の後の問題
昭和16年12月8日に於ける「ダバオ」爆撃の真相

不詳

⑨文庫-榎本-1158 空戦関係（英文） 不詳

⑨文庫-榎本-1159
俘虜を飛行場建設に用いたる件　講和条約と俘虜送還条項　蘇国
留置俘虜について

榎本重治

⑨文庫-榎本-1160
真珠湾攻撃と日米交渉打切通告とに関する経緯　真珠湾攻撃に
対する米側の予察　大東亜戦争と日仏印関係

不詳

⑨文庫-榎本-1161 榎本重治宣誓供述書　日蘇中立条約の目的 榎本重治

⑨文庫-榎本-1162 建艦通報要求に対する帝国政府回答　等 不詳

⑨文庫-榎本-1163 日米交渉と海軍の態度 不詳

⑨文庫-榎本-1164 大東亜戦争に対する海軍の見透と態度　等 不詳

⑨文庫-榎本-1165 弁護の方針　防備施設禁止に関する件 不詳

⑨文庫-榎本-1166 弁護資料（案）　等 不詳

⑨文庫-榎本-1167 国際法規遵守に関する教育資料　昭和17年 第5号検定書 不詳

⑨文庫-榎本-1168 昭和48年3月講話材料（海軍大臣次官任用資格）　等 榎本重治

⑨文庫-榎本-1169 海軍刑法（メモ）　等 不詳

⑨文庫-榎本-1170 太平洋部門劈頭陳述海軍関係要綱　等 不詳

⑨文庫-榎本-1171 海軍に於ける国際法教授用図書　20．11．30 榎本重治

⑨文庫-榎本-1172 重巡那智より引揚ぐ作戦方針等の翻訳資料等 不詳

⑨文庫-榎本-1173 嶋田大将関係ノート 山名

⑨文庫-榎本-1174 宣誓供述書 榎本重治

⑨文庫-榎本-1175 昭和22年12月東條供述書 東條英機

⑨文庫-榎本-1176
弁護資料（案）　極東国際軍事裁判に関する諸統計表　覚書
（1947.12.10）

第二復員局調査部　等

⑨文庫-榎本-1177 昭和22年12月嶋田供述書及冒頭陳述（英文） 海軍大将　嶋田繁太郎

⑨文庫-榎本-1178 嶋田繁太郎最終弁論
ジョン・ジ・ブラノン、高橋美次、
奥山八郎

⑨文庫-榎本-1179 昭和22年弁護資料雑件 －

⑨文庫-榎本-1180 昭和21年10月極東国際軍事裁判速記録　第80号～第102号 －

⑨文庫-榎本-1181 昭和21年11月極東国際軍事裁判速記録　第103号～第121号 －

⑨文庫-榎本-1182 昭和22年5月極東国際軍事裁判速記録　第208号～第227号 －

⑨文庫-榎本-1183 昭和22年8月極東国際軍事裁判速記録　第242号～第261号 －

⑨文庫-榎本-1184 昭和22年12月東郷供述書 東郷茂徳



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-1185 キーナンの冒頭弁論 －

⑨文庫-榎本-1186 国際裁判所構成条例　起訴状（英文） －

⑨文庫-榎本-1187
講和条約改訂草案第11条　講和条約草案第11条の解釈及び今後
の問題等

第一復員局法務調査部　等

⑨文庫-榎本-1188
講和条約第11条に基づいて戦犯者の大赦、減刑、仮出所、服役
条件等に関し日本政府の為すべき勧告についての希望等

－

⑨文庫-榎本-1189 講和後における戦争法規違反の戦争犯罪人の処置例等 榎本重治　等

⑨文庫-榎本-1190 宣誓供述書　昭和22年8月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1191
国連総会第22会期、第3委員会における「戦争犯罪および人道に
対する罪の時効不適用条約草案」審議の模様についての日本代
表、久米愛女史の説明要旨　昭和43年2月2日

法務省　久米愛

⑨文庫-榎本-1192 C級犯罪に関する検察側訴追事実（中国を除く） －

⑨文庫-榎本-1193 泥艀捕獲事件検定書案　昭和19年 高等捕獲審検所等

⑨文庫-榎本-1194
満洲軍関係戦争裁判に対する弁護費用募金に対する趣意書　昭
和25年1月

戦争裁判世話人

⑨文庫-榎本-1195 Additional Explanation 等 －

⑨文庫-榎本-1196 富岡口供書 海軍少将　富岡定俊

⑨文庫-榎本-1197 Ａ級裁判に対する態度（案） －

⑨文庫-榎本-1198 宣誓供述書（澤本頼雄、首藤安人） 澤本頼雄　首藤安人

⑨文庫-榎本-1199 曙　新緑号　戦犯遺書特集　昭和29年6月1日発行 株式会社あけぼの社

⑨文庫-榎本-1200 ソ連に於ける「裁判状況」　児玉正一郎の具体例 －

⑨文庫-榎本-1201
6月17日ＧＨＱ法務局「ブロンクリスト」検事（大船関係）に対する海
軍系統図説明並に其後の修正の要点摘録　22.6.24

榎本重治

⑨文庫-榎本-1202 澤本大将供述書案 海軍大将　澤本頼雄

⑨文庫-榎本-1203 嶋田大将口供書 海軍大将　嶋田繁太郎

⑨文庫-榎本-1204 研究資料第９５号　戦争犯罪人処罰の法律的根拠 内外法政研究会

⑨文庫-榎本-1205
東郷陳述　検事訊問に対する東郷茂徳氏陳述に対し永野元帥所
見　昭和21年

東郷茂徳　永野修身

⑨文庫-榎本-1206
「キーナン」首席検事より「ロビンソン」検事宛書翰の抜萃
21.11.26

キーナン

⑨文庫-榎本-1207 口供書　軍縮に関するもの　昭和22年7月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1208 極東国際軍事裁判に提出した軍縮問題に関する口供書 －

⑨文庫-榎本-1209 法的根拠を欠く「東京裁判」 加藤隆久

⑨文庫-榎本-1210 捜査間に於ける不当取扱 －

⑨文庫-榎本-1211 ドイツに於ける戦犯問題等 －

⑨文庫-榎本-1212 Opening Statement  General Preparation for War Brigadier R.H.Quilliam

⑨文庫-榎本-1213 嶋田繁太郎最終弁論（1947.12.7） ジョン・Ｇ・ブラナン

⑨文庫-榎本-1214 講和条約締結に伴う戦犯処理に関する希望等 榎本重治

⑨文庫-榎本-1215 極東国際軍事裁判について　25.7.30 榎本重治

⑨文庫-榎本-1216 講和条約締結に伴う戦犯処理に関する希望 榎本重治

⑨文庫-榎本-1217 昭和24年5月　覚書追補原稿 榎本重治

⑨文庫-榎本-1218 外地にある日本人墓地の処理について －

⑨文庫-榎本-1219 南方占領地における開発品が略奪品に非ずとする論拠（25.9.11） －

⑨文庫-榎本-1220 敵船の運命　－沈没艦船の取扱－　昭28.7.16 榎本重治



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-1221 朝鮮置籍船に関して
朝鮮置籍船対策協議会、旭タン
カー株式会社等

⑨文庫-榎本-1222 陳情書 朝鮮置籍船対策協議会　等

⑨文庫-榎本-1223 昭和26年10月嘆願書 朝鮮置籍船対策協議会

⑨文庫-榎本-1224 陳述書　等 扇興運輸株式会社　等

⑨文庫-榎本-1225
占領地から搬出した物資に関する情報について（追加）　昭和25
年11月22日

引揚援護庁復員局　第二復員
局残務処理部長

⑨文庫-榎本-1226 連合軍側要求条項（英文）　１９４５．８．２０ 連合軍最高司令部

⑨文庫-榎本-1227 英国陸戦法規慣例（1936年1月命令） －

⑨文庫-榎本-1228 水交シリーズ１４　昭和３０年１１月２０日 臼井淑郎編

⑨文庫-榎本-1229 日本週報　第２２０号　昭和２７年９月５日 日本週報社

⑨文庫-榎本-1230 時の法令　No.334　昭和３４年１１月２３日 法令普及会

⑨文庫-榎本-1231 我れ再軍備を主張す　昭和２６年２月１日 渡辺銕蔵

⑨文庫-榎本-1232 日本に迫る冷たい戦争　昭和２８年１０月１０日 欧亜協会

⑨文庫-榎本-1233 昭和21年8月7日　弁護要領予備研究の件 裁判要務処理委員会幹事長

⑨文庫-榎本-1234
仮訳文　弁護事件の（各）段階（ブレークニー少佐の提案示唆に対
する若干の修正）

－

⑨文庫-榎本-1235 昭和25年11月22日　旧海軍の略奪品に関する報告について
引揚援護庁復員局　第二復員
局残務処理部長

⑨文庫-榎本-1236
赤十字国際委員会の「戦時において一般住民が被る危険の制限
に関する規則案」に対して我が方の執るべき態度についての所見

榎本重治

⑨文庫-榎本-1237 日米通信　第２８４、２８５、２９０、２９１号　昭和２２年３月 日米通信社

⑨文庫-榎本-1238 法律時報　第２４巻第８号　昭和２７年８月１日発行 日本評論社

⑨文庫-榎本-1239 弁護資料（国際法関係） －

⑨文庫-榎本-1240 米国軍事彙報　第５３～５７号　昭和７年３月 海軍軍令部第３班

⑨文庫-榎本-1241
米国両院連合調査委員会　真珠湾事件調査報告　要旨　抜萃　昭
和２１年１１月２８日

調査部

⑨文庫-榎本-1242 昭和21年4月13日　委任統治領島嶼の件　等 第二復員局連絡部長　等

⑨文庫-榎本-1243
漁船出港の許可申請　氷川丸の航路に関する件　昭和20年9～10
月等

－

⑨文庫-榎本-1244 阿蘭改装病院船オプテンオールトの件　昭和20年10月等 アッシュフォード大佐　他

⑨文庫-榎本-1245 在「ウェーキ」島米捕虜に関する件　昭和20年10月等 陸軍大佐Ｈ．Ｗ．アレン　他

⑨文庫-榎本-1246
通信用略号（コード）並に暗号（サイファー）使用に関する件　昭和
20年10月等

陸軍大佐Ｈ．Ｗ．アレン　他

⑨文庫-榎本-1247 大阪鉄道局に対する石炭供給の件　昭和20年9～10月等 陸軍中佐ハロルド・フェア　他

⑨文庫-榎本-1248 油槽船の航行許可　昭和20年9月等 海軍少将Ｊ．Ｊ．バレンタイン　他

⑨文庫-榎本-1249 復員輸送に使用する海軍艦艇　昭和20年9月等 海軍省　他

⑨文庫-榎本-1250 海軍終戦委員会規程の改正　昭和20年9月等 海軍大臣　等

⑨文庫-榎本-1251 ポツダム公表文（「ドイツ」国に関するもの）等 －

⑨文庫-榎本-1252 石炭取引船ノ航行許可　昭和20年9月等 海軍少将Ｊ．Ｊ．バレンタイン　他

⑨文庫-榎本-1253 大日本大本営・陸軍省・海軍省に対する覚書　昭和20年9月等 陸軍中佐ハロルド・フェア　他

⑨文庫-榎本-1254 島嶼連絡航路船舶の使用許可　昭和20年9月等 海軍少将Ｊ．Ｊ．バレンタイン　他

⑨文庫-榎本-1255 外信等　昭和20年9月15日 同盟通信

⑨文庫-榎本-1256
帝国政府の名を以てする連合国司令部宛提出書類の処理に関す
る件　昭和20年9月等

海軍省軍務局長　等



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-1257 外信等　昭和20年9月18、19日 同盟通信

⑨文庫-榎本-1258 米軍主要指揮官名簿（昭和２０．７．２２現在）等 －

⑨文庫-榎本-1259 外信等　昭和20年9月12、17日 同盟通信

⑨文庫-榎本-1260 各地区に於ける進駐関係　昭和20年9月等 大本営　他

⑨文庫-榎本-1261 外信等　昭和20年9月10日 同盟通信

⑨文庫-榎本-1262
大阪－京都－神戸－和歌山－名古屋地区に於ける連合国占領
部隊の必要とする地域及施設に関する件　昭和20年等

連合軍総司令部　等

⑨文庫-榎本-1263 外信等　昭和20年9月8日 同盟通信

⑨文庫-榎本-1264 終戦委員会及同関連事項行事予定　20.9.7等 海軍省軍務局第１課　等

⑨文庫-榎本-1265
日本軍隊より引渡を受け及受くべき資材需品並に装備に関する件
昭和20年9月等

連合国最高指揮官司令部　等

⑨文庫-榎本-1266 「バレンタイン」少将との会談要旨　昭和20年9月等 中村少将　等

⑨文庫-榎本-1267
対日平和条約に関する合衆国の7原則提案　ソ連の回答及び周
恩来声明　昭和25年12月

条約局条約課

⑨文庫-榎本-1268 軍縮会議全権に対する回訓等 －

⑨文庫-榎本-1269 終戦事務情報等
終戦連絡中央事務局第１部第１
課　等

⑨文庫-榎本-1270
「ポツダム」宣言及降伏文書の法的性質「ポツダム」宣言及降伏文
書と主権

横田委員　等

⑨文庫-榎本-1271 終戦後の捕虜審検等 条約局法規課　等

⑨文庫-榎本-1272 在日アメリカ部隊の行動とわが国の地位　３４．６．４ 榎本重治

⑨文庫-榎本-1273 臨時調査機関に関する申進　等 －

⑨文庫-榎本-1274
昭和２６年９月　石炭類完全燃焼方法に就いて（バストンの利用）
等

石炭類完全燃焼普及協会、日
本バストン工業株式会社

⑨文庫-榎本-1275 試練のアルバム　昭和２７年９月２５日発行 在巣鴨広島県人会

⑨文庫-榎本-1276 歌集　巣鴨　昭和２７年９月１０日
巣鴨拘置所内　歌集編纂委員
会

⑨文庫-榎本-1277
昭和28年3月　外国軍隊所属員の刑事裁判権に関する条約先例
及び実例の研究

外務省条約局第四課

⑨文庫-榎本-1278 損害賠償要否に関する具体的事例 －

⑨文庫-榎本-1279 「ガイダ」氏の論評に関する件　昭和17年　等 堀切大使　他

⑨文庫-榎本-1280 略奪財産関係 賠償庁特殊財産部長　等

⑨文庫-榎本-1281 独国船ハーフェルランドの所有権について　等 －

⑨文庫-榎本-1282 日本国の自主権の回復　昭和26年1月　等 榎本重治

⑨文庫-榎本-1283 降伏文書等に付て　昭和20年8月　等 榎本重治

⑨文庫-榎本-1284
第二次大戦終戦後の船舶触雷状況概要図（自２０．８．１８至３１．
５．１）　３１．５．１調

高野事務官（二復）

⑨文庫-榎本-1285 メモ　刑法 －

⑨文庫-榎本-1286 鑑定書　昭和31年7月 榎本重治

⑨文庫-榎本-1287
昭和２８．１２．１（再開第1次）～昭和３０．１２．１１（第5次）引揚者
「ソ」裁判状況

－

⑨文庫-榎本-1288 研究問題対策　２１．３．１４　等 井澤復員官　等

⑨文庫-榎本-1289 メモ　天皇の命令 －

⑨文庫-榎本-1290 ３１．７．２７　鑑定書（別冊）　事項１、２ 榎本重治

⑨文庫-榎本-1291 供述書 榎本重治

⑨文庫-榎本-1292 商法 ２５．９．２０ －



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-1293 終戦事務情報　第２号　昭和２０年１０月８日　等
終戦連絡中央事務局第１部第１
課　等

⑨文庫-榎本-1294 帷幄上奏権設定の経緯と海軍として之を行使せし事例及情況　等 －

⑨文庫-榎本-1295
武力紛争の際の文化財保護のための条約の批准について　等　３
３．１２．６

榎本重治

⑨文庫-榎本-1296 講話項目（自衛隊と国際法）　等　３３．１１．２１ 榎本重治

⑨文庫-榎本-1297
占領軍司令官指令・平和条約行政協定並びに日韓議定書及び日
韓協約と竹島との関係　等

榎本重治

⑨文庫-榎本-1298 終戦処理に付ての考察（20.8.20）　等 榎本重治

⑨文庫-榎本-1299
朝鮮の港に船籍を置いていた日本人所有の船舶を韓国に引渡す
べしとの連合国軍の司令部の指令について（２４-１１-３０）　等

－

⑨文庫-榎本-1300 弁論要旨　昭和27年7月14日 弁護人　松下正寿

⑨文庫-榎本-1301 抗議事件関係資料第五号（主として俘虜及拘留者関係）　諸案件 終戦連絡中央事務局

⑨文庫-榎本-1302 抗議事件関係資料第８号　空襲参加米国飛行士処刑関係文書等 終戦連絡中央事務局　等

⑨文庫-榎本-1303
（大東亜戦争計画、準備及開始に関する資料）第２　大東亜戦争
準備等

－

⑨文庫-榎本-1304
在日ドイツ財産に関する訴訟について東京地方裁判所に提出した
鑑定書　昭和３１年７月

榎本重治

⑨文庫-榎本-1305 第二大戦及び戦後の国際法学説における軍事目標主義 城戸正彦

⑨文庫-榎本-1306 昭和３１年１月　欧州防衛共同体条約の概要 外務省欧米局

⑨文庫-榎本-1307 水交シリーズ第11号別冊　憲法の文民規定と旧軍人 大井篤

⑨文庫-榎本-1308 日本の家族法と家庭事件に関する司法制度 －

⑨文庫-榎本-1309 第２・国家　第３・人、船舶、航空機　第４・領土　第５・公海 －

⑨文庫-榎本-1310 第６・国際関係の機関　第７・外国にある軍隊・軍艦 －

⑨文庫-榎本-1311
在日朝鮮人連盟とその傘下諸団体の財産に関する件の鑑定書
等　1954年2月18日

横田喜三郎等

⑨文庫-榎本-1312
第一次大戦以後、わが国が関係した若干の軍事関連事項につい
て　等

榎本重治

⑨文庫-榎本-1313 真珠湾公報翻訳 不詳

⑨文庫-榎本-1314 カイロ宣言等、我が国降伏時の資料集 不詳

⑨文庫-榎本-1315 支那事変に於ける帝国海軍の行動と国際法　昭和12年11月
海軍省海軍軍事普及部（榎本重
治）

⑨文庫-榎本-1316 天皇機関説問題其他　附統帥権、編制権関係　昭和10年5月調製 臨時調査課

⑨文庫-榎本-1317 日本海軍の辿った路 不詳

⑨文庫-榎本-1318 帝国の連盟脱退に伴う南洋群島の統治権に関する件 海軍軍令部

⑨文庫-榎本-1319 海軍公報、海軍辞令公報　昭和19年8月、昭和20年9月 海軍大臣官房

⑨文庫-榎本-1320 昭和の源平（１）陸海軍抗争の推移 辰巳亥子夫

⑨文庫-榎本-1321 軍令部長加藤大将希望陳述　昭和4年5月省部首脳者に対し　等 海軍大将　加藤寛治等

⑨文庫-榎本-1322 連盟脱退と南洋委任統治　昭和8年2月 海軍省海軍軍事普及部

⑨文庫-榎本-1323 駆逐艦敷波　単式タルビン第６段落仕切板　昭和6年１月22日 艦政本部第4部製図工場

⑨文庫-榎本-1324 第42回卒業式参考書　等　昭和15年4月 海軍大学校

⑨文庫-榎本-1325 治而不忘乱　昭和9年5月27日 海軍省海軍軍事普及部

⑨文庫-榎本-1326 国旗と軍艦旗　昭和15年2月10日 海軍中将　中里重次述

⑨文庫-榎本-1327
軍縮会議基本対策　第4款　協定海軍兵力量　第1項　帝国の所
要兵力に対する主張

不詳

⑨文庫-榎本-1328 榎本重治宛書簡　山本五十六、古賀峯一、岡本孝、松下元
山本五十六、古賀峯一、岡本
孝、松下元



令和５年４月４日

⑨文庫-榎本-1329 山本権兵衛伯を偲ぶ　昭和40年1月15日 山梨勝之進

⑨文庫-榎本-1330 山本伯実歴談（大正15年） 不詳

⑨文庫-榎本-1331 加藤全権伝言　大正10年12月27日 加藤友三郎

⑨文庫-榎本-1332 昭和17年4月4日夜認めたる書簡の一節 山本五十六

⑨文庫-榎本-1333 井上大将追憶 榎本重治

⑨文庫-榎本-1334
永野永井両軍縮全権並御一行送別午餐（献立）等　昭和10年11
月

不詳

⑨文庫-榎本-1335 紀元2600年　記念観兵式絵葉書 陸軍省

⑨文庫-榎本-1336 山梨大将講話（第４集）　昭和37年10月1日 海上自衛隊幹部学校

⑨文庫-高木-2 諸意見申合並戦争指導　昭和１１年以降 高木惣吉少将資料　高木史料

⑨文庫-高木-3 政界諸情報　昭和１２年起 高木史料

⑨文庫-高木-4 政界諸情報　１／２　昭和１２年起 高木史料

⑨文庫-高木-5 政界諸情報　２／２　昭和１２年 高木史料

⑨文庫-高木-6 政界諸情報　１／２　昭和１２年起 高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-7 政界諸情報　２／２　昭和１２年起 高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-8 日独伊協定問題終緯 -

⑨文庫-高木-9 日独伊協定問題終緯　１／２ 高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-10 日独伊協定問題終緯　２／２ 高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-11 吉田善吾氏談話　荻窪会談について　昭和２３年２月１１日 高木惣吉史料

⑨文庫-高木-12 各界代表懇談会関係　昭和１５年１０月１９日 -

⑨文庫-高木-13 岡田大将との会見秘録　昭和１６年以降の分 -

⑨文庫-高木-14 岡田大将との会見秘録　昭和１６年以降の分 高木少将

⑨文庫-高木-15 岡田大将との会見秘録　昭和１６年以降の分 高木少将

⑨文庫-高木-16 岡田大将との会見秘録　昭和１６年以降 高木少将

⑨文庫-高木-17 岡田大将との会見秘録　昭和１６年以降の分 高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-18 秘録抜萃 -

⑨文庫-高木-19 秘録抜萃　昭和１６年以降 高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-20 秘録抜萃　２　昭和１９年６月９日 高木史料

⑨文庫-高木-21 秘録抜萃　２　昭和１９年６月９日 高木史料

⑨文庫-高木-22 秘録抜萃　２　昭和１９年６月９日 高木史料

⑨文庫-高木-23 秘録抜萃　２　昭和１９年６月９日 高木史料

⑨文庫-高木-24 秘録抜萃　２　昭和１９年６月９日 高木史料

⑨文庫-高木-25 秘録抜萃　２　昭和１９年６月９日 高木史料

⑨文庫-高木-26 情報（各部　総合）　昭和１６年４月１２日 -

⑨文庫-高木-27 国際情勢観察　昭和１６年１０月１日 軍令部第３部参謀本部第２部

⑨文庫-高木-28 国際情勢観察　昭和１６年１０月１日
軍令部第３部参謀本部第２部
高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-29 生産増強対策　昭和１８年２月 高木　惣吉



令和５年４月４日

⑨文庫-高木-30 渡洋爆撃機　緊急処置の件 -

⑨文庫-高木-31 対外施策管見　昭和１９年９月２９日 杉原

⑨文庫-高木-32 研究集録　昭和２０年２月 条約局第２課

⑨文庫-高木-33 （下案　起案経過）中間報告案　昭和２０年３月１３日 海軍少将　高木惣吉

⑨文庫-高木-34 研究対策　昭和２０年５月 海軍少将　高木惣吉

⑨文庫-高木-35 研究対策　昭和２０年５月 海軍少将　高木惣吉

⑨文庫-高木-36 研究対策　昭和２０年５月 海軍少将　高木惣吉

⑨文庫-高木-37 中間報告案　昭和２０年３月１３日 海軍少将　高木惣吉

⑨文庫-高木-38 中間報告案　昭和２０年３月１３日 海軍少将　高木惣吉

⑨文庫-高木-39 対ソ訓令案骨子　昭和２０年６月 高木惣吉・藤井茂

⑨文庫-高木-40 対ソ交渉案要旨　昭和２０年７月 外務　加瀬

⑨文庫-高木-41 和平交渉に関する要綱　昭和２０年度 高木史料　起案　酒井鎬次

⑨文庫-高木-42 ソ連の現勢とわが対外政策　昭和２０年５月 高木史料　大野信三

⑨文庫-高木-43 対蘇交渉（特派全権）各案　昭和２０年７月１８日
軍令部出仕兼海軍省出仕　高
木少将

⑨文庫-高木-44 対蘇交渉（特派全権）各案　昭和２０年７月
軍令部出仕兼海軍省出仕　高
木少将

⑨文庫-高木-45 対蘇交渉（特派全権）各案　昭和２０年７月１８日
軍令部出仕兼海軍省出仕　高
木少将

⑨文庫-高木-46 時局收拾対策　昭和２０年６月 海軍少将　高木惣吉

⑨文庫-高木-47 時局收拾対策（未定稿抜萃）　昭和２０年６月 海軍少将　高木惣吉

⑨文庫-高木-48 時局收拾対策（未定稿抜萃）　昭和２０年６月 海軍少将　高木惣吉

⑨文庫-高木-49 時局收拾対策　昭和２０年６月 海軍少将　高木惣吉

⑨文庫-高木-50 時局收拾対策　昭和２０年６月 海軍少将　高木惣吉

⑨文庫-高木-51 時局收拾対策（中間研究報告）　昭和２０年６月 海軍少将　高木惣吉

⑨文庫-高木-52 時局收拾対策（中間研究報告）　昭和２０年６月 海軍少将　高木惣吉

⑨文庫-高木-53
中間報告案．訓令案骨子　研究対策．和平交渉に関する要綱　研
究集録　時局收拾対策

高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-54 情報摘録　昭和２０年６月１日～６月３０日 海軍軍務局第２課

⑨文庫-高木-55 情報摘録　昭和２０年７月 海軍軍務局第２課

⑨文庫-高木-56 情報摘録　昭和２０年６月１日～７月１０日 高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-57 ポツダム宣言直前の対日与論　昭和２０年８月 高木史料

⑨文庫-高木-58 大東亜戦争戦訓調査資料　昭和２０年１０月９日 海軍大臣官房

⑨文庫-高木-59 大東亜戦争　戦訓調査委員会報告書　昭和２０年１０月１９日 高木史料

⑨文庫-高木-60 大東亜戦争　２ヶ年経過後の反省事項　昭和１８年 高木史料

⑨文庫-高木-61 倫敦海軍会議に対する所見　昭和４年１２月１４日 軍令部第１課長　中村大佐

⑨文庫-高木-62 重要事件覚書 高木史料

⑨文庫-高木-63 戦争指導刷新論 -

⑨文庫-高木-64 対重慶問題に関する意見　昭和２０年４月２０日 杉原

⑨文庫-高木-65 対外施策管見　対重慶問題に関する意見 高木惣吉少将資料



令和５年４月４日

⑨文庫-高木-66 日本占領政策と米国の動向　１９４６年６月以降 高木史料

⑨文庫-高木-67 英国統合諜報機構　昭和２９年１１月９日 英国防省

⑨文庫-高木-68 国防当面の基本的諸問題　昭和３６年３月２６日 高木　惣吉

⑨文庫-高木-69 台湾の軍事的価値　昭和３６年３月 アメリカ局安全保障課

⑨文庫-高木-70 台湾の軍事的価値　昭和３６年３月 アメリカ局安全保障課

⑨文庫-高木-71 ベルリン危機の背景　昭和３６年９月１８日 アメリカ局安全保障課

⑨文庫-高木-72 韓国の動向とその影響　１９６１年７月 高木史料

⑨文庫-高木-73 敵大型機　撃滅対策強化に関する意見　昭和２０年４月１５日 軍令部第３課長

⑨文庫-高木-74 渡洋爆撃機緊急処置の件 高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-75 現段階に於ける思想指導方策 高木史料

⑨文庫-高木-76 戦争指導刷新論　現段階に於ける思想指導方策 高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-77 南西方面進出に際する海軍大臣訓示　昭和１７年６月８日 -

⑨文庫-高木-78 欧州を中心とする世界情勢判断　昭和１４年４月１１日 海軍省調査課

⑨文庫-高木-79 帝国の執るべき当面の処理方針　昭和１４年４月１１日 海軍省調査課

⑨文庫-高木-80 帝国の執るべき当面の処理方針　昭和１４年４月１１日 海軍省調査課

⑨文庫-高木-81 戦時大本営勤務令　軍令部編成及び　軍令部改正の終緯に就て 海軍中将　高橋三吉

⑨文庫-高木-82 戦時大本営勤務令　軍令部編成及び　軍令部改正の終緯に就て 海軍中将　高橋三吉

⑨文庫-高木-83
軍令部令改正の経緯　海軍中将　高橋三吉談　海軍大佐　井上成
美談

海軍中佐　高木惣吉筆録

⑨文庫-高木-84 高木惣吉元海軍少将　論文集 海上自衛隊幹部学校

⑨文庫-高木-85 猶太人の陰謀と国際スパイ　昭和１３年２月 内閣情報部

⑨文庫-高木-86 対欧大戦方策の基準に関する意見　昭和１４年９月３日 高木史料

⑨文庫-高木-87
憲法の運用　外交方策戦争指導について　昭和１５．８．１５　近衛
総理より入手

高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-88
我国の現状と政治（政党）の在り方　昭和１５．８．１５　近衛総理よ
り入手

高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-89 帝国の近情と海軍の立場　昭和１５．７．２７ 高木史料

⑨文庫-高木-90 軍令部記録ロンドン軍縮会議　昭和５年 高木史料

⑨文庫-高木-91 内閣部内高等官名簿　昭和２０．９．２５ 高木史料

⑨文庫-高木-92 海軍と情報　昭和３１年３月３０日 元海軍少将　高木惣吉述

⑨文庫-高木-93 輸送機資料（其の１）（分冊） 高木惣吉少将資料

⑨文庫-高木-94
少数機を以て本土に来襲する敵　大型機撃滅対策強化に関する
意見　昭和２０年４月１５日

軍令部第３課長　高木惣吉少将
資料

⑨文庫-高木-95 生活必需資源の自給自足圏の研究　昭和２０年６月
遠藤主計大尉記　高木惣吉少
将資料

⑨文庫-海軍歴史保存会-1 南洋資料　第１．２．４．６．７．９号　昭和１６～７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-2 南洋資料　第１３．１４．１５．１６．１７号　昭和１６～１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-3 南洋資料　第２７．２８．３０号　昭和１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-4 南洋資料　第３１．３２．３４．３８号　昭和１６～１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-5 南洋資料　第４２．４３．４４．４５．４８．５０号　昭和１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-6 南洋資料　第５３．５４．５５．５６．５７．５８．５９．６０号　昭和１７年 南洋経済研究所



令和５年４月４日

⑨文庫-海軍歴史保存会-7 南洋資料　第６７．６８．６９．７０号　昭和１６～１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-8 南洋資料　第７２．７３．７６．７７．７８．７９．８０号　昭和１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-9 南洋資料　第８１．８３．８４．８５．８６．８７．８９．９０号　昭和１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-10 南洋資料　第９１．９２．９４．９６．９７．９８．１００号　昭和１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-11
南洋資料　第１０１．１０３．１０４．１０５．１０６．１０８．１０９．１１０号
昭和１７年

南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-12 南洋資料　第１１４．１１５．１２０号　昭和１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-13 南洋資料　第１２２．１２４．１２５．１３０号　昭和１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-14 南洋資料　第１３１．１３２．１３３号　昭和１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-15 南洋資料　第１４１．１５１．１５５号　昭和１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-16 南洋資料　第１７１．１７７．１７９号　昭和１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-17 南洋資料　第１８０．１８２．１８３号　昭和１７年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-18 南洋資料　第１８４号　ニウギニア地名集成　昭和１８年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-19
南洋資料　第１９１．１９２．１９３．１９４．１９５．１９７．１９８．１９９号
昭和１７～１８年

南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-20
南洋資料　第２０１．２０３．２０６．２０７．２０８．２０９．２１１．２１２号
昭和１８年

南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-21 南洋資料　第２１３号　ソロモン諸島地名集成　昭和１８年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-22 南洋資料　第２１４号　ニウカレドニア地名集成　昭和１９年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-23
南洋資料　第２２１．２２２．２２３．２２４．２２５．２２６．２２７．２２８．
２２９．２３０号

南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-24
南洋資料　第２３１．２３２．２３５．２３７．２３９．２４０号　昭和１８～
１９年

南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-25 南洋資料　第２４２．２４６．２４９号　昭和１８年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-26
南洋資料　第２５２．２５３．２５５．２５６．２５７．２５８．２５９．２６０号
昭和１８年

南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-27 南洋資料　第２６１．２６５．２６６号　昭和１８年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-28
南洋資料　第２７１．２７２．２７３．２７４．２７５．２７６．２７７．２７８．
２７９．２８０号

南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-29
南洋資料　第２８４．２８５．２８６．２８７．２８８．２８９．２９０号　昭和
１８年

南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-30 南洋資料　第２９２．２９６．２９９号　昭和１８年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-31 南洋資料　第３０１．３０２．３０４．３０５．３１０号　昭和１８年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-32 南洋資料　第３１２．３１３．３１４．３１６．３２０号　昭和１８年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-33
南洋資料　第３２１．３２２．３２４．３２５．３２８．３２９．３３０号　昭和
１８年

南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-34 南洋資料　第３３４．３３５．３３６．３３７．３３８号　昭和１８年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-35 南洋資料　第３４２．３４５．３４８．３５０号　昭和１８年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-36
南洋資料　第３５１．３５２．３５３．３５４．３５７．３５８．３５９号　昭和
１８年

南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-37 南洋資料　第３６３．３６４．３６５．３６７号　昭和１８～１９年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-38
南洋資料　第３７１．３７３．３７４．３７６．３７７．３７８．３８０号　昭和
１９年

南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-39 南洋資料　第３８３．３８４．３８５．３８６．３８９．３９０号　昭和１９年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-40 南洋資料　第３９１．３９２．３９３号　昭和１９年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-41 南洋資料　第４０４．４０５．４１０．４１４．４２０号　昭和１９年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-42
南洋資料　第４２５．４２７．４２９．４３１．４３７．４３８．４４０．４４１号
昭和１８～１９年

南洋経済研究所



令和５年４月４日

⑨文庫-海軍歴史保存会-43 南洋資料　第４５３．４５８．４５９号　昭和１９年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-44
南洋資料　第４６１．４６２．４６５．４６６．４６７．４６８．４６９号　昭和
１９年

南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-45 南洋資料　第４７３．４７４．４７６．４８９．５３５号　昭和１９年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-46 赤木格堂先生　遺稿集　昭和１６～１８年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-47 小西海軍大佐　遺稿集　昭和１７～１９年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-48 豪州大年鑑　第２章　自然地理　昭和２０年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-49 豪州大年鑑　第３章　一般政治　昭和２０年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-50 豪州大年鑑　第７章　司法及び警察　昭和２０年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-51 豪州大年鑑　第９章　保健衛生　昭和１９年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-52 豪州大年鑑　第１０章　国防及び帰還兵保護　昭和２０年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-53 豪州大年鑑　第１４章　農業　昭和２０年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-54 豪州大年鑑　第１９章　貯水及び灌漑　昭和２０年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-55 豪州大年鑑　第２５章　金融其の他　昭和１９年 南洋経済研究所

⑨文庫-海軍歴史保存会-56
蘭独辞典　Ｎａｎｙｏ　Ｋｅｉｚａｉ´ｓ　ＮＥＤＥＲＬＡＮＤＳＣＨ－ＤＵＩＴＳＣＨ
ＷＯＯＲＤＥＮＢＯ

-

⑨文庫-海軍歴史保存会-57 日本海軍患者食　明治５年～昭和１８年 横鎮主計　塚口喜志男

⑨文庫-海軍歴史保存会-58 日露戦争写真帖　明治３８年５月
上田良武　海軍中将（海兵２８
期）

⑨文庫-海軍歴史保存会-59 艦内新聞　大正１４年６月２４日～７月２１日 第１遣外艦隊第１番隊所

⑨文庫-海軍歴史保存会-60 特別会計に就いて　大正１５年６月 海軍主計大佐　清澤吉之助

⑨文庫-海軍歴史保存会-61 海軍艦政本部関係　各種物資需給系統図　昭和１０年～１９年 海軍艦政本部会計課

⑨文庫-海軍歴史保存会-62 海軍艦政本部契約事務便覧　昭和１９年１１月 海軍艦政本部契約課

⑨文庫-海軍歴史保存会-63 高田利種少将日記　昭和１２年３月～１７年３月 -

⑨文庫-海軍歴史保存会-64 高田利種少将日記（解説付）　昭和１２年３月～１７年３月 -

⑨文庫-海軍歴史保存会-65 高田利種海軍少将　関係史料綴　昭和８年～２１年 高田利種（海兵４６期）

⑨文庫-海軍歴史保存会-66 連合艦隊命令（第４０．４２号）　昭和１８年８月１５日 連合艦隊司令部

⑨文庫-海軍歴史保存会-67 上田良武海軍中将獄中記　昭和２０年９月～２１年１月 -

⑨文庫-海軍歴史保存会-68 極東裁判等関係史料綴　昭和２０年～２２年 第２復員省他

⑨文庫-海軍歴史保存会-69 上田良武海軍中将日記　２冊　大正１０年～１１年 -

⑨文庫-海軍歴史保存会-70
観艦式関係史料（パンフレット類）　昭和３年１２月４日（横浜）６枚
昭和５年１０月２６日（神戸）　昭和８年８月２５日（横浜）　昭和１１
年１０月２９日（神戸）

-

⑨文庫-海自創設経緯資料-1_2
旧海軍残務処理機関における軍備再建に関する研究資料　１／３
(複製）

Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-2_2
旧海軍残務処理機関における軍備再建に関する研究資料　２／３
(複製）

Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-3_2
旧海軍残務処理機関における軍備再建に関する研究資料　３／３
(複製）

Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-4 Y委員会記録　其の1　Y委員会議事摘録 Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-5_2 Y委員会記録　其の２　Y委員会決議記録(複製） Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-6_2 Y委員会記録　其の３　米国顧問団宛発刊文書(複製） Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-7_2 Y委員会記録　其の４　１／２　Y委員会研究資料　１／２(複製） Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-8_2 Y委員会記録　其の４　２／２　Ｙ委員会研究資料　２／２(複製） Y委員会
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⑨文庫-海自創設経緯資料-9_2 Y委員会記録　其の５　教育参考書作製（ほん訳）記録(複製） Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-10 我が新海軍再建経緯（元海軍省軍務局長　保科中将手記） 保科善四郎元海軍中将

⑨文庫-海自創設経緯資料-11 吉田英三氏の回想　昭２８．４
吉田英三（Y委員会委員・元海
軍大佐）

⑨文庫-海自創設経緯資料-12 Y委員会　法規関係綴　１／８ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-13 Y委員会　Y委員会関係綴　２／８ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-14 Y委員会　教育関係綴　３／８ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-15 Y委員会　Y教関係提出書類　４／８ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-16 Y委員会　経費関係綴　５／８ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-17 Y委員会　要員現状関係綴　６／８ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-18 Y委員会　要員計画関綴　７／８ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-19 Y委員会　募集関係綴　８／８ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-20 Y委員会議事摘録 Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-20_2 Y委員会議事摘録 Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-21_2 Y委員会議事摘録（含関連資料） Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-22 Y委員会議事摘録　３／１０ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-22_2 Y委員会議事摘録　４／１０ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-22_3 Y委員会議事摘録　５／１０ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-22_4 Y委員会議事摘録　６／１０ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-22_5 Y委員会議事摘録　７／１０ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-22_6 Y委員会議事摘録　８／１０ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-22_7 Y委員会議事摘録　９／１０ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-22_8 Y委員会議事摘録　１０／１０ Y委員会

⑨文庫-海自創設経緯資料-23 Ｙ委員会議事摘録等 厚生省

⑨文庫-山本-1_2 山本資料　決号作戦準備　複製 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-2 山本資料　軍政序説(案） 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-3 山本資料　重要国策決定の経緯概説 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-4_2 山本資料　終戦委員会　複製 第二復員省

⑨文庫-山本-5_2 山本資料　終戦委員会関係綴　複製 海軍省・第2復員省

⑨文庫-山本-6 山本資料　第89臨時議会関係等資料 海軍省・第2復員省

⑨文庫-山本-7 山本資料　第90帝国議会答弁資料 第２復員局

⑨文庫-山本-8 山本資料　第1回国会説明資料 第2復員局

⑨文庫-山本-9 山本資料　戦争調査会関係綴 第2復員局

⑨文庫-山本-10 山本資料　第2次大戦戦争犯罪裁判弁護資料 第2復員局

⑨文庫-山本-11_2
山本資料　平和条約と軍事条項とについて　平和条約に於ける軍
事条項に関する一般研究

第2復員局

⑨文庫-山本-12_2 山本資料　山本資料一般　１ 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-13_2 山本資料　山本資料一般　２ 元海軍少将・山本善雄



令和５年４月４日

⑨文庫-山本-14_2 山本資料　山本資料一般　３
山本喜雄元海軍少将及び海上
警備隊等

⑨文庫-山本-15 山本資料　再軍備研究
山本善雄元海軍少将及び海上
警備隊等

⑨文庫-山本-17 山本資料　Y委員会議事摘録 Y委員会

⑨文庫-山本-18 山本資料　Y委員会議事摘録ほか Y委員会

⑨文庫-山本-19 山本資料　Y委員会関係 山本善雄元海軍少将他

⑨文庫-山本-21 山本資料　海上防衛力再建関係 山本善雄元海軍少将他

⑨文庫-山本-22_2 山本資料　新海上防衛力建設関係及び関連資料 山本善雄元海軍少将他

⑨文庫-山本-23 山本資料　警備隊創設関係 海上警備隊等

⑨文庫-山本-24_2 山本資料　課題第五　日本に対する防衛上の脅威
保安庁「制度調査委員会」（推
定）

⑨文庫-山本-27 山本資料　作戦に関する基礎研究（２幕） 保安庁

⑨文庫-山本-28 山本資料　防衛関係講演会原稿等 山本善雄元海軍少将

⑨文庫-山本-29 山本資料　航空基本方策案等 海上警備隊

⑨文庫-山本-30 山本資料　昭和27年6月　防衛に関する参考資料（二） 五一会有志

⑨文庫-山本-31 山本資料　海上警備隊等の創設資料 山本善雄元海軍少将他

⑨文庫-山本-32 山本資料　海上防衛力再建関係　海上防衛力再建裏話
山本善雄元海軍少将及び野村
吉三郎元海軍大将

⑨文庫-山本-33 山本資料　山本善雄日記(1)　昭和10年 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-34 山本資料　山本善雄日記(2)　昭和14年 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-35 山本資料　山本善雄日記(3)　昭和15年 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-36 山本資料　山本善雄日記(4)　昭和16年 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-37_2 山本資料　山本善雄日記(5)　昭和21年(複製） 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-38_2 山本資料　山本善雄日記(6)　昭和22年(複製） 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-40_2 山本資料　山本善雄日記（7）　昭和23年 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-41 山本資料　山本善雄日記（8）　昭和25年 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-43_2 山本資料　山本善雄日記（9 10-2）昭和26　27年 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-44 山本資料　山本善雄日記（11）　昭和28年 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-46_2 山本資料　山本善雄メモ（１）昭和13年～昭和26年(複製） 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-47_2 山本資料　山本善雄メモ（２）昭和20年(複製） 元海軍少将・山本善雄

⑨文庫-山本-48 山本資料　メモ（追放解除、防衛計画等研究会） 山本善雄元海軍少将

⑨文庫-山本-49 山本資料　メモ（七日会・海軍と空軍の統合） 山本善雄元海軍少将

⑨文庫-山本-50 山本資料　メモ（情報　昭和27年・28年） 山本善雄元海軍少将

⑨文庫-山本-51 山本資料　メモ（情報　昭和28年・29年） 山本善雄元海軍少将

⑨文庫-山本-52 山本資料　防衛関係情報スクラップ（昭和26～28年） 朝日新聞等

⑨文庫-山本-53 山本資料　再軍備の問題点
国民経済研究協会、防衛経済
研究会等

⑨文庫-山本-54 山本資料　日米安保条約（榎本重治）　昭和２６．１１．１５ 元海軍教授・榎本重治

⑨文庫-山本-55 山本資料　北海道防衛問題研究資料 福留繁

⑨文庫-山本-56 山本資料　軍政概要（テキスト） 山本善雄元海軍少将



令和５年４月４日

⑨文庫-山本-57 山本資料　その他 山本善雄元海軍少将他

⑨文庫-古賀-1 古賀峯一連合艦隊司令長官アルバム 古賀峯一 他

⑨文庫-古賀-2 古賀峯一連合艦隊司令長官殉職関連記事スクラップ 古賀家御遺族

⑨文庫-古賀-3 海軍省高級副官在職時日記　その１ 古賀峯一

⑨文庫-古賀-4 海軍省高級副官在職時日記　その２ 古賀峯一

⑨文庫-古賀-5_2 古賀峯一宛山本五十六書簡 山本五十六

⑨文庫-古賀-5_3 古賀峯一宛山本五十六書簡 山本五十六

⑨文庫-古賀-6_2 古賀峯一宛榎本重治書簡 榎本重治

⑨文庫-古賀-6_3 古賀峯一宛榎本重治書簡 榎本重治

⑨文庫-古賀-7_2 古賀峯一宛加藤寛治書簡 加藤寛治

⑨文庫-古賀-7_3 古賀峯一宛加藤寛治書簡 加藤寛治

⑨文庫-古賀-8_2 古賀峯一宛福留繁書簡 福留繁

⑨文庫-古賀-8_3 古賀峯一宛福留繁書簡 福留繁

⑨文庫-古賀-10_2 古賀峯一宛豊田貞次郎書簡 豊田貞次郎

⑨文庫-古賀-10_3 古賀峯一宛豊田貞次郎書簡 豊田貞次郎

⑨文庫-古賀-12_2 古賀峯一宛畑俊六書簡 畑俊六

⑨文庫-古賀-12_3 古賀峯一宛畑俊六書簡 畑俊六

⑨文庫-古賀-13_2 古賀峯一宛草鹿任一書簡 草鹿任一

⑨文庫-古賀-13_3 古賀峯一宛草鹿任一書簡 草鹿任一

⑨文庫-古賀-14_2 古賀峯一宛「寄せ書」はがき 堀悌吉 他

⑨文庫-古賀-14_3 古賀峯一宛「寄せ書」はがき 堀悌吉 他

⑨文庫-古賀-15_2 秀島成信宛古賀峯一発信控 古賀峯一

⑨文庫-古賀-15_3 秀島成信宛古賀峯一発信控 古賀峯一

⑨文庫-古賀-16_2 聖上・皇后陛下お言葉 宮内省

⑨文庫-古賀-16_3 聖上・皇后陛下お言葉 宮内省

⑨文庫-古賀-17 銀杯一組を賜ふ 賞勲局

⑨文庫-古賀-18 功一級金鵄勲章及旭日桐花大綬章を賜ふ 賞勲局

⑨文庫-古賀-19 書信包 古賀峯一


