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はじめに

　陸軍部隊に関する調査依頼には，聯隊

の行動を知る資料を必要とするが，現在・

参考図書として備付けられているもの

は，師団単位のツールにとどまり，聯隊

単位のものは見当らない。

　従って，例えば歩兵第231聯隊は何師団

に属したかを知るためには，師団編成に」

よる部隊一覧を全部通覧して，第39師団

・を求め，さらにその所属する第30軍を求』

め，その作戦行動地を知り，戦史叢書等．

に至るといった二重，三重の手間を要し

た。

　そζで，r聯隊単位」のツールを作り，

その手間を省こうというのが，本目録作

成の動機である。

　この作業は，納本図書館として，既に

数多ぐの戦史・戦記文献を収蔵している

国立国会図書館でなければ難しいことで

あり，・かつ戦争体験のない若い人より，

少年時代，宇都宮歩兵第59聯隊（武運め

でたき宇都宮，神風そよぐ二荒山＝聯隊

歌），高崎歩兵第15聯隊（三山天に連りて，

力水岩に激しゆく・同）をわが聯隊として，

身近に見聞し，さらに昭和18年12月学徒

出陣により近衛歩兵第4聯隊（金枝玉葉

伏見宮を，初代の聯隊長とし仰ぎ＝同）1ご

入営，前橋陸軍予備士官学校第1i期のポ

ツダム少尉として，帝国陸軍の末につら・

なった大正生まれのなすべき仕事と考え

たからである。

　ちなみに前橋三士11期go6名四戦死者

，400各そ9ほとんどは比島戦線での鯨華

であった。

　以下，本目録作成に当って感じたこと、

を，，若干あげてみたい。

①本目録の中核となる，基本資料として

1の聯隊史が，数多く刊行されているに拘

ちず，当館未収納分が意外に多かった6

第100聯隊までで数えても，2，4，5，

6，　12，　13，　14，’15，　19，　22，　28，　31，

・33，、37，44，’ S5，58，59，64，……等20

点余にのぼる。これらは各地元の戦友三

等で刊行きれた非売品のものであったた

めと考えられるが，国立国会図書館とし

て，何とか補充したいものである。

、②各堆の新聞社刊行の郷‡部隊史が目

立った。「熊本兵団戦史」（熊本日日），「ふ

くしま戦争と人間」（福島三友），・「あやめ

，戦記」（新潟日報），「新編郷土兵団物語」
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（岩手日報），「防人の詩」（京都新聞），「レ

イデの雨　佐倉連隊の最後」（千葉日報），

「郷土部隊奮戦史」（大分合議）等である。

③「兵旅の賦（北部九州郷土部隊史）」（案

浦照彦）デ「旭川第七師団」（示村貞夫）は，

史料渉猟，’ f晴ら，しい力作である’。案浦，

示村の両氏に改めて敬意を表する。

④県自体が編さんした「岡山県郷土部隊

史」（岡山県），「二・二六事件と郷土兵」（埼

．玉県）も特筆される。　、

⑤佃人の回顧録，体験記難いわゆる個人

戦記には，「わが部隊」「大隊本部」「○○中

隊長」とのみあって，全巻通読ついにいず

れの聯隊か判別しえず，採録しえなかっ』

たのが多かったのは残念である。

⑥支献の最も多かρたのは第124聯隊の

19点，』 ﾂいで第71聯隊の15点となってい

る。前者はガダルカナル，インパール，

後者はノモンハン，ルソンと激戦を体験

した聯隊である。　，　　’、

　　　　　　　　　　　　　　　　クジラ⑦戦友会刊行の著作が活発なものに，鯨

　　　　　　　　　　　　キワメ兵団（歩234，235，236連），極’兵団（支山

歩1，2，3連）がある。いずれも終戦が

中支であり、，部隊としてまとまって復員

出来たためであろうご

⑧警戦前，満州で編成された師団，本土

決戦のため編成された師団の聯隊戦史・

戦起が乏しいのは当然であろう。そのな

かで，総武兵団（230師），佐倉編成の歩兵

第321聯隊の軍旗が焼かれずに今日現存

することを，「陸軍へんこつ隊長物語」（後

藤四郎〒当時の聯隊長）ではじめて知っ

、た。

　なお，本目録の採録数ほ，『約56ρ（延べ

1，160）タイトルとなったが，之れを三年・

別に見れば，昭和30年弓箭5％，昭和40

年代25％（前半10％，後半15％），昭和50

年代65％（前半27％，後半38％），昭和60

年5％と昭和5マ年を頂点とした山型を形

成している。．終戦40周年，戦後史の歩み

の一画面，ここにカ・いまみる思いである。

灘
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　　　　　《凡　，・例》

①排列は，聯隊の番号順とし，近衛，独

立，支那駐屯，台湾聯隊は一般の後に，

その順で収載した。

　文献の見当らぬ聯隊も，今後のために，

見出しのみ所定の位置に記載した。

②見出しの記載川頁は次の通りである。’

　聯隊名，終戦時の上級部隊名（通称文字

謝，編成地終戦時の所在地（聯隊通

称号）　一、．

　例　歩17連　8廓（杉）　秋田　ルゾンtt

　　　島（杉4717）．

　なお，聯隊番号が継続して同一上級部

隊に属」，かつ文献が少な・い場合には，

次あように見出しを一括した。この場合

一括聯隊中の一聯隊のみの文献の前に

は，〔　〕で，当該聯隊名を補記した。

　例　歩346～34S連　231師（夫国）　広

　　　島，浜田，山口萩

　　　（大国28344～28346）

　　　◎岡山県郷土部隊史……〔3聯隊

　　　共通〕

　　　〔歩347連〕　’　　　　　　　1

　　　◎浜田聯隊写真集……〔歩347連の

　　　み〕

　聯隊名，師団二等は次の通り省略した。、

　　歩50連　29師（雷）　←　歩兵第五十

　　聯隊　箱二十九師団（雷兵団）

　　近国10連　近3師（範）　←　近衛歩

　　兵第十聯隊「近衛第三師団（範兵団）

　　独歩13連　←　独立歩兵第十三聯隊

　　支駐歩2連←　支那駐屯歩兵第二

　　聯隊
　　三三1連　←　台湾歩兵第一聯隊

　　65旅（夏）　←第六十五旅団（夏兵団）

③文献の最初の記号は眺め内容を示す。

　　☆　聯隊史　・　　　　　’

　　◎・聯隊の所属した師団史，兵団史，

　　　　郷土部隊史

　　◎　聯隊に所属の大隊史，中隊史．

　　Q　個人戦記，その他，

　文献末尾17）〈．〉内は．J．国立国会図書館

請求記号である。’

④書誌事項中，「〃」を用いて省略した

　部分がある。．

　◎防人の詩　悲運の京都兵団証言録．

　　レイテ編京都錦繍聞嘉言56
　　464p　　　　　幽　　　　くGB544－66＞、

　◎〃　比島編　〃　〃　昭51　431p

　　　　　　　　　　　　　　　　　tl

　後者は，下記の省略形である。

　◎防人の詩、悲運の京都兵団証言録

　　比島綿1塑京都新聞社昭51

　　・43ip　〈GB544－66＞
　ま走，次の様な場合「　」を用いて

発行者名の一部を省略した。

　☆歩某第十聯隊史　岡山t一三三会

　　←一　☆歩兵第十聯隊史　岡三　2．s

　　兵第十聯隊史刊行会

　◎敦賀聯隊回想録大垣　．　編集事

　曹務局　←一　◎敦賀聯隊回想録木

　　垣　敦賀聯隊回想録編集事務局

　☆歩兵第三十九聯隊史　姫路　f　軍

　　旗奉賛会　←一　☆歩兵第三十九聯

　　隊史　姫路　歩兵第三十九聯隊三軍

　　旗奉賛会

　著者と発行者が同一6？場合は，発行者

を省略した。

⑤文敵は露虫刊行の単行書に限った。一

（昭和60年12月末現在）

　採録は国立国会図書館所蔵のものを原

則としたが未所蔵でも各県郷土資料目，
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、録等により刊行が確認されたものは収．

録し，〈未所蔵〉’と表示した。

　未所蔵の爾については，出来るだけ所

蔵館に問い合わせ，書誌事項の不備を補

なったが，なお，’不明のものがいくつか

『残った。この分は該目録記載0）ままの形

で採録してあ6。　　　　　　　　　　卜

　歩兵聯隊を’直したもあどして次の文

献がある魁‘ ｱの分は各聯隊毎にみ出し

’ていない。

　◎郷土部隊100選加藤美希雄　東京

　　秋田書店、昭47296p．

　　　　　　　　　　　　〈GB611－24＞
　＠わが聯隊　．陸軍郷土歩兵部隊の記

　　録／写真集　　、東京　ノーベル書

　　重日召54　’29・P、1μP5一君・7＞

⑥なお本目録作成に当っては，上記2資

料のほか，次の文献を参考どした。

’◎兵隊たちの陸軍史伊藤桂一　東京－

　番町書房昭44321P　〈GB61i一　4　1＞

　　：イ三三　主要部隊一覧ら日支事変・．

　　太平洋戦争一
回目本陸海軍め高畠・組織・人事　日本

　近代史研究会　東京東大出版会、昭tt

　4．6’　435p　’　〈AZ661T　2＞
　　陸軍主要部隊便覧，．

◎太平洋戦史文献餌寵　井門寛・東京

　新人初切来社’昭46330P．．

　　　　　　　　　　　　＜GB　1－13＞

　：終戦時における陸軍主要部隊編成「

　　覧・

＠支那事変写韓棘’国書刊そ桧
　昭54　434p　　　　　　　〈GB521－178＞

　：付録2　支那事変｝こおける派遣師・

　　団’・旅団の編合・編制

◎大東亜戦争全史　鰻部卓四郎　東京

　源書房「昭40　2冊

　　　　　　　　〈210　．　75－H346d－h＞

　　二三4、終戦時に於ける陸海軍主要

　　部隊概見表

◎終戦時帝国陸軍全現役将校職務名鑑

　松原慶治－卑潮煮誌刊行会昭60
　73，　1782，　2e3p　，　〈A112－443＞

◎日本陸軍の本・総解説　東京　自由国

　民社’昭60283p　　・』　〈整理中〉

◎引揚げと援護三十年の歩み　東景　厚

　生省援護局　昭52796p〈EG7i－13＞

・：附図繍・寺における陸軍主要部隊

　．配備図

◎復員時における主要なる陸軍部隊調査

　表　東京　厚生省援護局調査課・業務

　第一課　昭53　361p

◎戦史叢書　防衛庁防衛研修所戦史室
　東京　朝曇新聞社．各冊
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層歩1連　1師（玉）’東京’レイテ

　（玉5914）

☆東京歩兵第一聯隊写真集　東京　国書

　刊行会．昭56’253p　＜GB611－238＞

◎第t師団レイテ戦記　東京，’第」騨団

　レイテ会　昭40362p
　　　　　　　　　　　＜210．75－D15d＞

◎第一解団レイテ決戦の真相　富田清之・

凹凹雲翻器4塩
◎四四畠山清行鯨光風墨書
　店昭51　2冊・　　〈GB511－58＞
◎比島方面部隊略摩　東京・厚生省援護

　局昭36316P　 ’〈AZ663－60＞

○レイテ戦記　大岡昇平　東京　中央公

　論杜，昭46695，38P「〈KH479－15＞

○レイテ作戦の記録・田中賢二　東京・

　，原書房　昭55　22gp　．＜GB554「891＞

6戦場　金井英マ郎　『われら戦争を越

　え．て　旧陸寧経理学校第十二期幹部候・

鞭脚界京．＋識聡
○雪．と黄塵　羽生田進　前橋　昭55，

　206，p　’　〈GB521－241＞，
○ノモンハン参戦日記　外聞繁　東京

　昭50’100p、　　　　’』＜GB521－107＞

、〇二・二六事件と郷土兵　埼玉県‘〔浦，

　和〕　昭56　564p　　　〈GB521－228＞
○雪下だ降りやまず，続二・二六事件と

　郷土兵　埼手県’（浦和〕　昭57

’268P、・．　〈Gぢ5乞i－l18＞

歩2連14師（照）水戸　コロール島，

　　ペリリュ一円　（照7746）

　☆栄光の軍旗　あ・わが水戸の；聯隊

　　茨城郷土部隊史料保存会　東京　大盛

’堂書店　昭47　329p　　・　〈未所蔵〉．

◎支那事変戦史　北茨城　歩兵第二連隊

第三欄友会・騨、怨言34＞

○血風ペリリ・ユ／一一島．舩坂弘層東京1叢

　文社　昭56292p　　｛GB544－91＞

○サクラサクラペリリュー島洞窟韓

緻弘鯨毎荊蟹社「
C日召42

302p　’@〈915．9－H835s＞’

○騨・ペリリユ一頻堀江芳孝東京
　原書房　昭42326p＜915．9－H664t＞

○天皇の島　児島裏　東京　講談社　昭

42　210p　一　〈393．2－Ko716t＞’

○証言記録太平洋玉砕戦　ペリリュー島

　の死闘　平琴柾卑京　新木物往来社

　昭50　245p　　　　　　・〈GB544－58＞

○玉砕　暗号電文で綴るパラオの死闘．

　舩坂弘　東京　読売新聞社’昭43

324P、　』　＜393：2－H8359＞

歩騨（舗腸
「☆歩兵第三連隊　実録二・二六事件．そ

　の栄光と落日　．市倉徳三郎　東京　広

　町回出版　昭55225P〈GB521－201＞．

t◎東京兵団　畠山清行．東京光風社書

　店昭51　2冊　　『　〈GB511－58＞

○宮古島駐留記　岡野宏　『緑園の青春

　群像　新京経理学校第七期生王様周年

　・記念文集編集委員会』（東京　緑園旧事

　務局　昭58）所収　　〈GB554－1520＞

〇二・二六事件の兵隊　須賀長市　東京

　恒文社，昭58226p　＜GB521－285＞
〇二・，二六事件と郷土兵　埼玉県　〔浦

　和）一昭56　564p　　l＜GB521－228＞

・○雪眼だ降りやまず　続二・二六事件と

　郷土兵．埼玉県’〔浦和〕．昭57
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　268p　，　・〈GB521－T298＞
・暁の麟献血献尉eその死芦沢

、紀之棘無書房1昭50314P’
　　　　　　　　　　　　〈GK34－12＞

歩4連　2師（勇）仙台　サイゴン

　（勇1301）

酵聯四三史仙台童陽三日召49・

　932P　　、　　　　　一　〈未所蔵〉

○ガダルカナル戦記亀井宏東京光
　人血．昭55　3冊，　〈KH243－58＞
’○南海！7＞墓標　佐藤芳郎　仙台　河北新

　報社　　日召38　285p　　’〈915．9一Sa929n＞

○ガダルカナル五味川純平東京文
　芸春秋　昭ら5　313p、〈GB541－121＞

○ガダルカナル　越智春海　東京　図書

　出版社．昭49278p　＜GB541－66＞

ρジャワの落陽．近揮林三．『実録太平

　洋戦争第1巻』（東京　中央公論社層昭

　35）所収　　　　　　　〈210．75－Z32＞

○消燈ラッパと兵隊　戸石泰一　束・京

KKベス Iセラrズ昭51286P
　　　　　　　　　　　・　〈GB554－7一一423＞

○雲はかえらず郷土あ人びとが綴る戦

　争体験記　〔気仙沼〕戦争体験を記録
、する会日a59・・56P〈GB554一・9・4＞，

歩5連　8鰍杉）青森　レイテ
　（オ「多4715）

☆歩兵第五聯隊史　栗田弘　青森　歩兵

　第五聯隊史跡保存会　昭4S　276p

　　　　　　　　　　　　　味所蔵〉

◎比島方面部隊略歴　東京　厚生省援護

　局昭36’315p　 〈AZ663－60＞

○レイテ作戦の記録』血中賢一　東京』、

潮紅昭5522gP＜GBI54一89・＞

　　　　　　　　　　　　　　　　r

・崎守三冠』五三会昭58

　・266p　〈GB554－1699＞

歩6連　3師（幸）名古屋三江
　（幸3702）

☆歩兵第六聯隊歴史　名車屋　歩六会

　昭43987p　　　．　　’〈未所蔵〉
☆歩兵第六聯隊歴史　追録　名古屋・歩

　六会日頃4β　2冊’　〈GB611－21＞

1◎第三師団郷土部隊卑　岐阜　郷土部隊

　保存会　昭42388p　〈393．2－D17＞

◎歩兵第六聯隊第三大隊思い出の簗場大

　旧記　名古屋　歩兵第六三三第三大隊

　本部有志一同’昭56369p

　　　　　　　　　　　〈GB611－173＞

Q従軍の想い出　上巻　岐阜従軍回顧

　録刊行会　昭52』407p〈GB554T620＞

d歩兵第六聯隊現役兵長江に散華す　青

　年教師の心情、小池昭』r宮　昭59

118p@，　／　．．　・’ @〈．GK75　T91＞　．

歩ブ連　9師（武）’金沢台中

　（武1534）

☆歩兵第七聯隊史　伊佐一男　金沢　歩

　七戦友会　昭42～43　3冊

　　　　　　　　　　　〈393　．　2－1516h＞

・☆金城聯隊史　伊佐一男　金沢　歩七戦

　友会　昭44　408p　　　〈GB611－10＞

○回想　波多腰秀吾　『燦たり右門幹候

　隊　第11期甲種幹部候補隼の手記』（東．

　京　産業新潮社　昭57）所収

　　　　　　　　　　　〈GB554－1321＞

歩8連獅（淀！大阪ランバrン
　（淀4072）
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☆畿鷺騨「〈藷響◎塁那饗撫＋瞬響雄
◎タi・仏印方面部隊・各歴鯨厚生　岡山・一中隊舳三三42同

省鰯陥 P40謔`16岡〉一。痴土になると窃膿糊

歩9連16師（垣）京都・レイテ　　　　万代勉昭52163p’，・＜GB554－521＞
　（垣6554）　　　　　　　　　　　　　　　○長江の記　福原義治．商山　美作出版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社昭59395p　〈GB521－333＞
◎防入の詩　悲運の京都兵団記言録　レ　　○中国ビルマ戦記　菊地重規　東京　図

　イテ編　京都　京都新聞社　昭56　　　　書出版社　昭54309p〈GB521一斗87＞

　464p　’　〈GB544－66＞
◎〃三編〃〃日召5143・P．ノ，歩11連5師（鯉）鴎ケ儲島

⇔”ルﾆン編””日157　536P“、鯉5173）

◎吾等かく戦えり　比島に於ける垣兵団　　◎岡山県鄭土部隊史1岡山県　岡山　一

　京都　桃陵会　昭46424P　　　　　　　一刊行会　昭411028P

　　　　　　　　　　　　〈GB544－32＞．　〈396．21－05940＞
◎幾山河『・ああ悲曲の垣兵団　中島建之　　◎インドネシや方面部隊略歴　東京　厚

　助，増田寅：一　京都　「幾山河」刊行会　　　生省接護局　昭36　643p〈AZ663－57＞

　昭51145p　　　　　〈YQ　5　一66＞　・◎支那事変第穴中隊戦史　宮下志喜男

6髭欝襯謙47贈一聯八囎友会・昭50〈撫＞
6レイテ作鞄言己録酔賢一鯨◎IA隊め記録広島元歩兵第＋漣
　原書房．昭55229p　〈GB554L891＞・　隊歩兵砲隊会　昭50385p圏・』
○比島戦記バターーン死の行進’木村俊夫　　　　　　　　　　　　　〈GB611－67＞

　京都　昭48　322P　、〈GB554－305＞　◎〃　追補録　〃　〃　昭s4」217P

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11

歩10連ユ0師（鉄）周回　ルソン島　　　　○マレー戦記　越智春海　東京　図書出

　（鉄5448）　　　　　　　　　　　　　　版社　昭48381p　　〈GB554・一208＞

　　　／　　 ’－ @　’　○マレー戦人間の記録御田重宝東
☆歩兵第＋聯隊史　岡山．　　刊行会　　　京　現代史出版会・昭52　2冊

　昭49　1030P　　　　　　＜GB611－37＞’　　　　　　　　　　　　　　　＜GB554二565＞

◎岡山聯隊写真集束寡　国書刊行会　．’○ガダルカナル戦太平洋放浪部隊　人間

　昭53　230p　　　　　＜GB611－1釦5＞　　　の記録　御田重宝　東京　現代史出版

層◎岡山県郷土部隊史商山県岡山一　会昭52270p　〈GB55475学2＞

，L刊行会　昭411028p

　　　　　　　　　　〈396．21－05340＞　歩12連　11濃く錦）丸亀　高知
◎比重方面部隊略歴　東京　厚生省援護　’　（錦2425）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一ls一．　，　．　．．．．



☆満州第九三六回忌回顧　歩兵第十二連

　子爵，歩兵第十二聯隊百年祭大集会事

　務局　　　　　㌧　．　　　　〈未所蔵〉、

◎四国師団史L海田町（広島県）陸上自

　衛隊第13師団司令部　昭47　477P

　　　　　　　　　　　　〈GB611－30＞　’

Q本土決戦四国防衛軍　茶園i義男　徳島

　徳島県出版文化協会　昭46　2冊

　　　　　　　　　　　　〈GB541－30＞

◎第十一師団歴史の概要『大野広「
　〔高松〕昭36　110P

　　　　　　　　　　・〈396．21－0714d＞　’

○上海敵前上隣　三好捷三　東京　図書

　lii版社　昭54238p　＜GB554－841＞

○玉砕の島　グアム島戦記　片山喜代太’

　香川町（香川県）　昭55　181p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1092＞

○学徒兵の足跡　平田邦夫・『燦たりE

門幹候墜第・1期甲轡部候補生あ手’

　記』（東京　産業新潮社　昭57）所収

　　　　　　　　　　　〈GB554－1321＞

歩13連　6師（明）．熊本　ブrゲンじル

　（明9018）

☆歩兵第13連隊史　熊本　陸上自衛隊第

　42普通科連隊　昭43　114P　〈孝所蔵〉

◎熊本兵団戦史　熊本　熊本日日新聞社

　昭40、3冊　　　〈396．21－Ku553＞．

◎東部ニューギニア方面部隊略歴　東京

　厚生省援：護局　昭36　510p

　　　　　　　　　　　　〈AZ663－58＞

○ブーゲンビル島　蔵原三和　熊本　日

　本談義社，昭42～43　2冊

　　　　　　　　　　〈393　．　2－Ku835b＞

○ブーゲンビル島における“兵たちめ涙”

　生駒順兵　入吉　人吉球磨ソhモン生’

　痴者会　昭52213p　〈GB554－563＞

○ソロモン最前線　奥村明光　東京　叢’

　文社　昭57315p　・〈GB554－1315＞一

〇軍医ソロモン戦線絵行脚　米本礼一遺

　稿　よねもとひとし　丸亀香川県ブ

　ーゲンビル会式ロキナ激戦地謡慰霊碑

　建立委員会　昭52　110p

　　　　　　　　　　　．〈GB554－1853＞

○ソ旺ンの灯タ峠ナ臨地跡艦
　碑建立委員会報告，よねもとひとし

　丸亀　香川県ブーゲンビル会三位キナ

　激戦三跡慰霊碑建立委員会　昭53／

　140p　．　〈GJ98一　5＞
○再訪の7“一ゲンビノg．三軸惟和　熊本

　日本談義社　昭53』345p

　　　　　　　　　　　〈GB554＝688＞

q軍法会議　花園一郎　東京　新人物往

　来社　昭49245p　，〈GB554－258＞

○揚子江が旧いている　熊本第六師団大

　’陣出兵の記録　創価学会青年部反戦出

　版委員会・東京■’第三文明社・一昭54

　204p　一　〈GB521－193＞’
○陣中日記・をらびうだ蓮田善明’東

　京・古川書房　昭51　316P

　　　　　　　　　　　〈KHI19T131＞

歩14連　25師（国）小倉都城

　（国4903）

☆歩兵第十四聯隊史　案浦照彦　昭41・

　　　　　　　　　　　　　　〈未所蔵〉

◎兵旅ク～購　案浦照彦　福岡　北部九州’

　郷土部隊史料保存会　昭51，53　2’冊

　　　　　　　　　　　〈GB611－130＞
○わが軍隊生活の記　山口啓L郎　r白・

　雲悠々　新京陸軍経理学校満州第入一一一：一・

王部隊第八期生卒業四＋周年記念文

　集』（〔木阪〕第八期生緑廓内、昭60）

　所収　　．t　　　∫　〈GB554－i890＞
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歩i5連’ P4師（照）高崎ペリりユー島

　（照7757）

☆軍旗と共に　高崎十五連隊史．前橋

　上毛新聞社　昭37　180p∵　〈未所蔵〉

，☆三山天に回りで〔東京〕高崎歩十五

会昭45248P』 @・〈未所蔵〉

○刃風ペリ．リュ一華　舩坂弘　東京　叢

　文社　昭56292p　　＜GB544－91＞

○サクラサクラペリリュー島洞窟戦’

　舩坂弘1；東：京　毎日新聞社　昭42

　302p　，　，　〈915．9－H835s＞
・○証言記録太平洋玉砕戦　ペリリ4一島

　の死闘　平塚柾　東京　新人下平来社層

　昭50　245p　　．“　　　〈GB544－58＞

○参戦記　長崎公一郎　東京　井上孔版

　昭55　312p　　　　　、〈GB554－1014＞

○手砕　暗号三文で綴るパラオの死闘

　・舩坂弘・東京論売新聞社　昭43

　324p　〈393．2－H835g＞

歩16連、2師（勇）　新発田　サ嫁ゴン

　（勇1302）

☆あやめ戦記’ 熾ｺ第十六聯隊と太平洋

　韓争　新潟　一刊行会　新瀬日報事．

　・業社（制作）　昭SQ　1078p

　　　　　　　　　　　　〈GB611－57＞　．

☆越佐健児の栄光旧歩兵第＋六聯隊≧

　新潟県人髪部隊の記録　新発田　ガダ

　ルカナル山千大東亜戦争戦没者平和記

　念碑建設期成会　昭38　281p

　　　　　　　　　　　　　　〈未所蔵〉

◎遠きビルマよ　歩兵第十六連隊第一機

　関銃中隊戦記　新潟．村越隊戦記刊行

　会　昭46　243P　　　　〈GB554－144＞．

○散華の栄光　松田時次　新発田　新発

　　田古地図等刊行会　昭58　174p

　　　　　　　　　　　〈GB611－61＞

○ヴダルカナル戦記　亀井宏　東京　光

　人魂．昭55　3冊　　　〈KH243－58＞

○南海の墓標　佐藤芳郎　仙台　河北新

　帰社』昭38285p　’〈915．9－Sa929n＞

○髭あ副官　野田孝次新潟　阿部茂

　昭51　301p　’　　　　　〈GB554－507＞

○ガダルカナノゾ1五味川純平．東京　文

　芸春秋「昭55313p　＜GB541－121＞

○死闘ヴダルカナル’血と飢えの島　亀

　岡高夫・上井伝（対談）『証言・私の昭和

　史第3巻』（東京　学芸書林’昭44）所

収　　　，　〈GB5．・・一・〉．一

〇雪国の神話　史実ガダルカナル　坂井

　正義　昭481新潟　新潟日報事業社

　昭4S　391p　　’　1　　〈GB554－2．38＞

○ビルマの部隊を追っぞ上条彰∫わ

　れら戦争壷越えて　旧陸軍経理学校第

　十二期幹部候補生回想録』（東京　十二

　七会　昭58）所収　　　＜GB541－159＞

歩17連　8師（杉）　秋田　ルゾン島

　（木多4717）

☆第八師団歩兵第十七聯隊比島戦史　満

『州第八四）K部隊比島派遣杉第四七L七

　部隊　殊田　歩兵第十七聯隊比島会’

　昭56　730，301p　・、　　〈GB544－97＞

◎比島作戦と河島兵団　東口環　函館『

　昭43　185p　　　　〈915．9－To386h＞

◎振武集団戦記マニラ東方及南部の戦、

闘小川哲郎田迦．昭48159P

　　　　　　　　　　　　〈GB544－52＞

◎比島方面部隊経典　東京，厚生省援護

　到頭36・・315p・’・〈AZ663－60＞

◎マコロド戦記　・小林回路　東京・第六

　中隊マコロド会　昭45302p．

　　　　　　　　　　　　〈GB544－28＞　・
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6ルソ．ンの灯は消えず　藤田三司栄　周

　代町（秋田県）　昭51　184p

　　　　　　　　　　　〈GB554－447＞

歩18連　29師（雷）豊橋　グアム島

　（雷3219）

☆歩兵第十八聯隊史　宍東政男　豊橋

　　　干iJ　／中興　　日召39，486P

　　　　　　　　　　〈396．5二H998h＞

’☆豊橋歩兵第十八聯隊写真集　東京　国

　年刊年会　昭56・253p〈GB611－235＞

◎第三師団郷土部隊史　岐阜郷土部隊

、保存会　昭42　388p　〈393．2－D17＞

◎歩兵第十八連隊第八中隊史　豊橋　歩

　一八・八中隊史刊行委全会　昭53

　570p　〈GB611r135＞
◎豊橋歩兵第十八連隊七幹回想録　大阪

　一八三七幹編集委員会昭5785p
　　　　　　　　　　　〈GB541－136＞　’

◎上海戦軋江頭附近の実戦記’歩兵第十

　八聯隊第十一中隊（梅三園）　吉見繁二

　〔蒲郡〕昭59　127p　4〈GB521－324＞

○従軍の想い出　上巻　岐阜　従軍回顧

　録刊行会、昭52407p〈GB554－620＞
○悲劇のサイパン島「堀江芳孝，東京

　原書房　暗42267p〈393．2－H664h＞

○グアムの血と砂佐藤和正東京講
　談三三5339⇔p・　〈GB554T672＞

○グアム島16年南海の果てに　皆川文

　t．蔵　東京　潮岬社　昭47246p

　　　　　　’　〈GB554m145＞

、歩19連』9師（武）　敦賀　台中

　（武1528）

☆敦賀聯隊回想録．大垣

　局昭57736p

　　編集事務

〈GB611－178＞　’

　　　　　一18一

◎敦賀連隊史　敦賀　敦賀連隊史蹟保存

　会．昭39　300p　・　　　’〈未所蔵〉

○補充兵記者’ ｬ山武夫　東京　東京新

　聞出版三三56235p　〈GB554－1120＞

○風雲南京城宮部「三．棘叢文社
　昭58　268p　　　　　　　〈GB521－286＞

歩20連　16師（垣）福知山　レイテ

　（垣6555）

◎福知山聯隊史　福知山．　　刊行会

　昭50、655p　　　　　　　　〈未所蔵〉

◎防人の詩　悲運g）京都兵団証言録　ヒ

　イテ編　京都　京都新聞社　昭ら6

　464p　’　〈GB544“66＞
◎〃　比島編　〃　〃　昭51’431日中〃

◎幾山河『あ・悲運op垣兵団　中島建之

　助，’増田寅一　京都　「幾山河」刊行会．

　昭51　145p　　　　　　・　〈YQ5－66＞

◎吾等か．〈戦之えり　比島に於ける垣兵

　団、京都　桃三会　昭51424p

　　　　　　　　　　　　〈GB544－32＞

○レイテ戦記　木岡昇平　東京　中央公

　、論社「昭46695，38p　〈KH479一・15＞

6レイテ作戦の記録　田中賢一　東京

　原書房　昭5522gP　〈GB554－891＞

○比島戦記バタrン死の行進　禾村俊夫

　京都　昭48　322’p　　＜6B554二305＞

○軍服生活四十年の想い出　土橋勇逸

　東京　均草出版サービスセンター・昭

　60　650p　．　〈GK142－33＞
○比島攻略戦記　予備坪倉上等兵陣中日

　誌　坪倉潤次　弥栄町（京都府）坪倉

　成幸　昭58　142P　　〈GB554－1897＞

歩21連・5師（鯉）浜旺、セうみ島

　（魚里S174）



☆浜田聯隊史浜田　歩弓一会　昭48

　627p　’　〈GB611－28＞
☆浜田聯隊写真集　東京　国書刊行会

　昭54　230p　　　　．　　＜GB611－237＞

◎岡山県郷土部隊史　岡山県，岡山　一

　一刊行会　昭411028p
　　　　　　　　　　．〈396．21－b5340＞

◎郷土鰯秘史第・誤解島根新聞・

　社　　日召37　　184p　　　〈210．74－Si348k＞

◎インドネシや方面部隊略歴　東京　厚

　生省援護局　昭36　643p〈AZ663－57＞
’○ガダルカナル戦太平洋放浪部隊　人間

　の記録　御田重宝　東京　現代史出版

　会昭52270p　〈GB554－572＞
○マレー戦人間の記録御田重宝東’

　京　現代史出版会　昭52　2冊．

　　　　　　　　，一　〈GB554．一565＞

r瀞跡1暢㌔噛ら罪5。6＞

○北支転戦記　梅田房雄従軍日記　弥栄

村（島根県）柳敏男昭45　‘　96P　．’

　　　　　　　　　　　　〈GB521　一29＞　”

歩22連　24師（山）松山1沖縄’，

　（山3474）

☆二十二聯隊始末記　客野澄博　松山

　愛媛新聞社　昭47　720p　　〈未所蔵〉

◎北海道関係諸兵団概史、第二十四回目

　（山兵団）　示村貞夫　『旭川第七師団』

　（旭川　総北海出極部　昭59）所収

　　　　　　　　　　　　〈GB611－228＞

◎四国師団史　海田町（広島県）　二上自，

　．衛隊第13師団司令部’昭47477p』

　　　　　　　　　　　　〈GB611－30＞・

○沖縄の最後　古川成美　東京　河出書

　房新社　昭50250p　〈GB554－359＞

○惨・沖緯戦　小林良男　東京t．芦書房

昭50215P　’　〈GB5S4－1973＞

歩23連』6師（明）都城　ブーゲンビル，

　（明90↓9）

☆都城歩兵第二十三聯隊戦記　宮崎　一

一的野員芳野531607P　．・

　　　　　　　　　　　・　〈GB611－106＞

◎熊本兵団戦史　熊本　熊本白巨新聞社

　昭4Q　3冊　　　〈396．21－Ku553＞

○ブーゲンビル島　蔵原惟和　熊本　日

　本談義社　昭42～43　3冊
　　　　　　　　　　〈393　．　2－Ku835b＞

○ソロモン最前線　奥村明光　東京　叢

　文社　昭573耳p　　〈GBsp4－1315＞

○軍医ソロモン戦線絵行脚　米本礼一遺

　稿．よねもとひとし　丸亀　香川県ブ

　ーゲンビル会タロキナ激戦地跡慰霊碑

　建立委員会・昭52　110p
　　　　　　　　　　　〈GB554－1853＞

○ソロモンの灯　タロキナ激戦壁跡慰霊

　碑建立委員含報告　よねもとひとし
　丸亀．香川県ブーゲンビル会門口キナ

　激戦三跡慰霊碑建立委貝会　昭53

　140p　〈GJ98－5＞
○再訪のブーゲンビル　蔵原lff和．態本

　日本搬社昭53、345P
　　　　　　　　　　　〈GB554－688＞

⇔軍法会議　花園一郎　東京　新人物往

　来社、昭49245p　　〈GB554－258＞
q私の戦争　1　金丸貞行　宮崎四日

　新聞西部本社編集出版センタr（制作）

　昭59　229p　　tt　　、〈GB554－1930＞

季灘7111師（剣！脚結

◎福岡聯隊史．杉江勇　東京　秋田書店
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　・昭49　394p　　　　　　　〈GB611－29＞

’◎兵旅の賦　案浦照彦　福岡　北部九州

　郷土部隊史料保存会　昭51，53　2冊

　　　　　　　　　　　．〈GB611－130＞

497p

歩28連　7師（熊）

　（貢農920マ）

〈210　．　74LM531n＞

旭川　帯広

．歩25連”88師（要）：札幌　樺太

　（要2221）

◎北海道関係諸兵団概史　第八十入師団

　（要兵団）示村貞夫tt『旭川第七師団』

（旭川総糖出版部昭59）所収

　　　　　　　　　　　〈GB611－228＞

◎ノモンハンの死闘　七師団強威三田

　真弘　札幌　北海タイムス社　昭40、

　497p　’　〈210．74－M531n＞

歩26連　7師（熊）旭川　帯広
　（貢華i9203）

◎旭川第七師団　示村貞夫　旭川「総北

　海出版部　昭59450P〈GB611－228＞・

◎ノモンハンの死闘　七師団戦記　三三

　真弘札幌　北海タイムス社　昭40

　479p　’　i．　〈210．74－M531n＞

○ノモンハン敗戦の真実　一連隊長の誕，

　言　須見新一郎　『証言・私の昭和出雲

　2巻』（東京　学芸書林昭44）所収

　　　　　　　　　　　〈GB511一　1　〉

○ノモンハン　五味川純平　東京　文芸

　春…1秋』昭50　344p・　・＜GB521－103＞

歩27連’7師（熊）旭川　帯広

　（貫眞9205）

’◎旭川第七師団　示村貞夫　旭川　総：北

　海出版部　昭59450p〈GB611－228＞

◎ノモンハンの死闘　七師団戦記　三田

　真弘　札幌．北海タイムス社　昭40

☆歩兵第二十入聯隊概史　函館　陸上自

　衛隊第二＋丞普通科連隊　昭45

　242p　　　　・　　　一　　〈未所蔵〉

☆一木支隊全滅　ガダルカナル島作戦第

、．七師団歩兵第；．十八聯隊　菅原進　室

　蘭　昭54　410p　　　　　　〈未所蔵〉

◎旭川第七師団　示村貞夫　旭川　総北

　海道塚部　昭59、450p〈GB611－228＞

◎ノモンハンの死闘　七師団戦記　三田

　真弘札幌　北海タイムス社　昭40
，497p　．．　・　〈210一．74－M531n＞’

○瞬間の生命　ノモ7ハン白兵戦記昌第

　1部、高島正雄　車京　原書房　昭45・

　179P　一　，　〈GB521一　15＞　一

〇ノモンハン　五味川純平　東京　文芸－

　春秋　昭50344p　　〈GB521二103＞

○ガダルカナル戦記亀井宏東京光
　人社．昭55　3冊　　〈KH243－58＞、

○ガダルカナル五味川純平　東京文

　芸春秋　昭55313p、・〈GB541－121＞

○ガダルカナル越智春海　東京　図書L

　出版社．甲49278p　〈GB541－66＞

○ガダルカナル‘新聞記者が語りつぐ戦

　争14　読売新聞大阪本社社会部　東京

　読売i新聞社　昭57275P

　　　　　　　　　　　＜GB554－1261＞　．

歩29連一2師（勇）　若松　サイゴン

　（勇1303）

爵若松聯隊回想録三半三部．会津若松

若松聯隊記念事業実行委員会招42

，397p　〈GB611－144＞
一二20一



繋響r集艦嚇ζ
’◎郷土藩主戦記　福島』福島民心新聞社

　昭39～40　3冊　〈210．74L－H814k＞

◎ふくしま戦争と人間　2　死闘編．福

　島　福島民友新聞社　昭57462p
　　　　　　　　　　　’くGB541＿1341

◎〃4悲風編グ〃昭57

　446p　・　，Jρガダルカナル戦記耕宏三光
　人社　昭55　3冊　　　くKH243－58！．

，○南海の墓標　佐藤芳郎　仙台　河北新

聞社昭38285p〈9i5・9－S・929・！・

○ガダルカナル　五味川純平　東京文

　芸春秋　昭55　313p　〈GB541－121＞

○軍医のみたガダルカナル戦　長谷川英

　夫　東京　黒目書房　昭57　420p

　　　　　　　　　　　　〈GB544－134＞
○かダルカナル新聞記者鳴りつぐ戦

争・4読売細大阪本柵会部鯨
記聞tt　F召5∵71＆B554一、26、〉

○あ1，鰍の島・・ガダルカナル創イ面

宝鑑音響論意会計脚

　　　　　　　　　　　〈GB554－1923＞

○鞭会戦古山膏麟東京文芸春
秋・昭60＄65Pr　〈期中〉

歩30連　28師（豊）’高田　宮古島

　（豊5623）

☆歩兵集三十聯隊史’第1巻村松山車

　京　原康秀．昭56　170p

　　　　　　　　　　　　＜GB611－221＞
☆歩兵第螺釘細造2拳高田篇東

　京原画秀昭57301p、
　　　　　　　　　　　　〈GB611L221＞

○戦線実録∫右田義一’浦川原村（新潟『

　．県）　日召52・186p　　，＜GB521－136＞

○初年兵日記　朝香進一　東京　三和出

　版，昭57520p　　〈GB521－268＞

歩謝自醐回航

’☆

◎新編郷土兵団物語　松本政治　盛岡・

　岩手日軸心49386P
　　　　　　　　　　　　〈GB611一：’33＞

◎振武集団戦記　マニラ東方及南部の戦

聞噸細辺臨ll報
○応B・H誌大証三三三三，

　昭59　334p　　　　　　〈GB554－1763＞

歩器：1師（山），山形糊

◎三二関係諸兵団融第二＋四師団

　（山兵団），示村貞夫　『旭川第七師団』

　（旭川　総北海出版蔀　’昭59）所収

　　　　　　　　　　　’　〈GB611－228＞

○満州事肇陣中日記’山形　斎藤留之助

　・狸森文庫　昭58264P＜GB521－309＞

○沖縄の最後　古川成美　東京’河出書’

　房新社旧召5．0250p　〈GB554－359＞

○鉄火の記録井上五郎　寒河江　昭和

亦年兵甥三三57〈葛害52、一3。3＞

歩33連　16師（垣）．津　レイテ

　　（垣6556）

☆歩聯三＋三構史島田勝己津
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　　　刊行会’昭47　698p　　〈未所蔵〉

◎防人の詩　悲運の京都兵団証言録　レ

　イテ編　京都　京都新聞社　昭56

　464p　　　　　 　　　＜GB544－66＞

◎幾山河’ ?E三巴の垣兵団　中島建之

　助，増田寅：一　京都　，「幾山河」刊行会

　昭51・，145p　　　、　　　＜YQ与一66＞

○レイテ涙雨　小橋博史・名古屋　中日

　新聞本社　昭57226P

　　　　　　　　　　　〈GB554－1338＞

○レイテ戦記　三岡昇平　東京　中央公

　論社　昭46695，38p　〈KH479－15＞

・○レイテ作戦の記録』田中緊一　東京

　原書房　昭55229p　＜G；B554－891＞

○朧海線作戦　島田勝己　『太平洋戦争

　ドキュメンタリー第2Q巻』（東京　今日

　の話題社　昭44）所収

　　　　　　　　　　〈393．21－Ta1642＞

歩34連　3師（幸）　静商、三江

　（幸3703）　’

☆歩兵第三十四聯隊史　岳南聯隊五十年』

　の歩み．静甲聯隊史編纂委員会一献岡

　静岡新聞社　昭54　1031p

　　　　　　　　　　　〈GB611－128＞

☆あ・静岡主十四連隊　サンケイ新聞静

　岡支局・静岡　フジPRプロ　昭38

　341p　〈915．9－Sa594a＞
◎第三師団郷土部隊史　岐阜「郷土部隊

　保存会　昭42388p　・〈393．2rD17＞

◎戦友　静岡連隊写真集　柳田芙美緒

　東京　講談社　昭55　173p

　　　　　　　　　　　〈GB531－101＞

、◎静岡歩兵第三十四連隊第六中隊誌　つ

　わもの　山本八郎静岡　昭54・

　418p　　　　　　　　一’　　〈未所蔵〉

○従軍の率い出tt上巻　岐阜層従軍回顧

　再刊行雨　昭52407p〈GB554－620＞

○大別山の想い出　鈴木三一郎’東京’

　秋山画廊　昭48681P

　　　　　　　　　　〈915　．　9－Su836t＞

○われらり戦歴手帳（富士見会）』稲葉忠

　行　一宮　昭57　174p〈GB541－133＞

歩35連　9師（武）

　（武1533）

富山　台中

◎あ・思い出の中隊　高岡．歩兵第三十

　五連隊第三中隊戦友会　昭56　138p

　　　　　　　　　　　〈GB521－238＞

◎戦友優の集い”歩兵第三十五連隊第

　六中隊日支事変回顧録’富山　六三会

　昭56　266p　　　　‘　　〈GB521－245＞

○従軍の想い串　上巻　岐阜　従軍回顧

　録画三会　昭52407p〈GB554－620＞

○歩みこし思い出g）カ｝ずかず　沖縄g）こ

　ζども、飯波与次郎　『岐阜県従軍1

　顧録　支那事変・大東亜戦争編第3巻』

　（岐阜　従軍回顧録編纂委員会　昭45）

　所収　　　　　　　　　〈GB554－77＞

江鯖劉鰍28．
連

36歩

2956豊（

東大東島

☆鯖江歩兵第三十六連隊史，鯖江　鯖江

　歩兵第三十六連隊史蹟保存会、昭51

　443p　・　〈GB611r70＞
「○軍服の回想　鰍沢健二　東京A三三サ

　ービスセシター　昭与7　352p

　　　　　　　　　　　〈GB554r1389＞

○北大東島の守備　卑山登　『前橋陸軍

　予備士官学校戦記』（東京・相馬原会

　昭55）所収　　　　　　〈GB554－915＞

歩37連　4師（淀）大阪ラジバ』ン
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（淀4073）

☆夫阪歩兵第三＋七聯隊史大阪三三

　七会』昭51　2冊　　　　　く未所蔵〉，

◎タイ・仏印方面部隊略歴　東京　厚生

　省援護局　昭36540p　〈AZ663－61＞
6鬼自害関銃初年兵楯の涙と笑

　い　丹野行雄　東京　新人物往来社

　昭57　298p　　　　　　　＜AZ655－53＞

○満州に戦う　大阪37聯隣曹長の青春記

　丹野行雄　東京．新人物往来社　昭59

265p　，　，〈GB521－322＞

歩38遠29師（雷）奈良グ鉱油

　（雷3211）

☆奈良連隊戦記’野並俊夫　奈良　大和

　タイムス社　昭34　278P
　　　　　　　　　　　　〈（｝B611－25＞　’

○悲劇のサ1パン島　堀江芳孝　東京

　原書房　昭42267P〈393．2－H664h＞

○喜瀧儲総帥
　　　　　　　　　　　〈GB554－1092＞
○働実の孤島　ケアム島玉砕の記録　三

面紀勅雌犠弾1。26＞

○明日さの道　全報告グアム島孤独の28

　年　横井庄一　東京　丈芸春秋’昭49

　261p　．　一　〈GK162－12＞
・○哀妻の記　傷痕軍人のど根性　浅川治

　康　東京　仏乃世界社　昭49．250p

　　　　　　　　　　　　〈GK38一，17＞

懸紐1姫路噸
☆歩兵第三＋九聯隊史白鷺健児五＋奈・

年の歩み姫路歩兵第三＋心隔史

　軍旗奉賛会　昭58・847p

　　　　　　　　　　　〈GB611二201＞

◎あ・兵庫兵団　神山参二　神戸　のじ

　ぎく文庫　昭44209p〈GB544－17＞
◎岡山県郷：‡二部隊史、．岡山県　岡山　一・

　一刊行会　昭41　1028p．

　　　　　　　　　　＜396．21－05340＞

歩40連　25師（国）　鳥取，都城

　掴4904）

◎鳥取嚇写真集’ Q一癖委員
　会　昭56　318p　　、　　　〈未所蔵〉

◎内地転用部隊漏壷　東京　厚生省援護

　局　　　　　　　　　〈未所蔵〉
・支那較陣中二言己．軟蘇鳥取

昭582a1P　．．〈GB521－372＞’

◎第30師団（豹兵団）の記録　レイテ・ミ

　ンダナオ戦跡概要　東大阪　晶出臨戦

　蹟概要編纂委員会　昭57　185p

　　　　　　　　　　　〈GB544－131＞

，○二一ユーギニア戦記　小岩井光夫　東京

　滝本出版協同』昭28　270回

忌　　　　　　　　　〈915．9－Ko537n＞

b二4一ギニア地獄の戦場　戦争と人間

　の記録　御田重宝　卑京　現代史出版

　当日召53278p　〈GB554－702＞

○東部ニューギニア戦　人間の記録・御

　田重宝・東京　現代史出版会　昭52
　2冊　　　　　．　＜GB554＝526＞

○留魂の詩，東部ニューギニア戦記　堀

　幽江正夫　東京，朝雲新聞社　昭57

　324p’　一　．　．．．〈GB554－1399＞
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・擁一ギニア戦記越智髄、棘　　　　　〈GB54・一3・〉
　図書出版社・昭58，．254P　　　　　　　◎四国師団史　海田町（広島県）　陸上自

　　　　　　　　　　　くGB554－1381＞　　衛二階13師団司令部　昭47　477p

Oレイテ・ミンダナオ戦’人間の記録　　　　　　　　　　　　　〈GB611－30＞

御田重宝東京現代史出版会昭52．◎第＋一師団歴史の概要大野広一
　’2冊　　　　　　　　〈GB554－515＞　　〔高松〕昭36110p＜396．21－0714d＞

ρレイテ作戦の講田中賢一東京○齢β恥骨雑本正夫小鵜昭57
　原書房　昭55　229p　〈GBSS．4－Sgl＞　　　278p　　　　．　　　メGB521－296＞

℃郷土部隊そaimy．tの日々徹出征兵tt E騰棚戦場伊藤一三高松昭

季編蜘山・鵜　…Ptt《一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，歩44連　二丁（錦）　高知．高知

◎万桑の即興と野里42連三三6　（錦2445）・

　中隊（南方戦国）．末貞四郎ほか　山口

　こぎま詩社　昭58・93P　　　　　　　　☆江南の土佐魂　歩兵第四＋四聯隊和知

　　　　　　　　　　　＜GB5s4一・666＞　部隊当言e離、刊行購会昭

・マレー戦闘の言齢田重宝東tt和55536P　　〈三三〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈GB611－3’O＞

歩・3k・・師（平野高知tt『・◎第＋一一暉史の腰’燭広一

1（錦2435）　，　　　　，〔高松〕－昭36110P〈396・21LO714d＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○栴檀の賦　朝倉の兵営日記　田内瑞穂，

．☆`聯畜議4識騨島・。葛笙’召愛尊高籍♂16031

　　　　　　　　　　　　〈GB611－22＞　227p．　，　．〈GB554：一329＞’

☆徳島・愛媛郷土部隊　虎林　歩西三戦　・、　　　　．　　　　　　　」



　委員会「昭56・674P　　　〈未所蔵〉

☆支那事変・大東亜戦争写三三（附）南

　太平洋ソロモ，ン戦史　鵜飼敏：定’東京「

　歩兵第四十五聯隊史編纂無月会　昭58．

　210p　　　　　　　　　　　〈未所蔵〉

◎熊本兵団戦史』熊本』熊本日，日商聞野

曝403冊．．〈396．21LK・553＞
○ブーゲンビル島　蔵原下和熊本　日

本談義社1昭42～43’2冊

　　　　　　　　　　〈393　‘2－Ku835b＞

○泥潭と黄塵　下津勇　西宮、経済政調’

　社出版局　昭53322p〈GB521－189＞
○ソロモ『桃ﾅ：前線　奥村明光　東京””叢

　文社　昭573i5p　　〈GB554－r－1315＞

○どろんこの兵浜崎富蔵『鹿児島　昭

　45，58’2冊　　　　〈GB521‘一291＞

○軍医ソロモン戦線綜行脚　米本礼一造

　稿よね庵とひとし丸亀香川県ブ
　ーゲンせル会タロキナ激戦三跡慰霊碑

　建立委員会・昭52’110p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1853＞

○ソロモンの灯　タロキナ激戦地跡慰霊

　碑建立委貝会報肯　よねもとひとし

　丸亀　香川県ブーゲンビル会タpキナ

　激戦三跡慰霊碑建立委員会・昭53

　140p　’　〈GJ98一　5＞
○再訪のブーゲンビ膨　蔵康准和　熊本

　日本談義社　昭S3345p

　　　　　　　　　　　〈GB554－688＞

○軍法会議　花園一郎　東京　新入物往‘

　来社　昭49i245p’　〈GB554－258＞

q江南の春遠し　赤星昂、東京　三田書

　鮮明43254p．．〈915　．　9－A275k＞

歩46連　12師（剣）、大村　新雪

　（i511J8705）　・

◎兵旅の賦tt案浦照彦　福岡　北部九州

　郷土部隊史料保存会　昭5L53，2冊
　　　　　　　　　　　〈GB611－130＞　’

歩47連　48師（海）　大分　チモール島

　．（海8944）　・　・

◎大分聯隊写真集，東京”国書刊行会

　昭53　272p　　　　　　＜GB611－236＞

◎熊本兵団戦史’熊本　熊本日日新聞社

、昭40　3．冊　　幽　＜396．21－KU553＞

（》御旅の賦案浦照彦　福岡　北部九州

　郷土部隊吏料保存会　昭51，53　2冊

　　　　　　　　　　　〈GB611－130＞

◎郷土部隊奮戦史　平松鷹史　大分　大

　分合同新聞社　昭58834p』

　　　　　　　　　　　〈GB511－137＞

6南京作戦の真相．熊本第六師団戦記’

　下野一戸　東京、東京情報社　昭40

　244p　〈393．2－Si425日目
○甦る現役兵日記　ある戦没学徒の人間

　愛　中島五太　福岡　中島五太遺稿刊

’早牛　昭60・377P　・　〈GK94・一35＞

歩4S連　12師（剣）　久留米　四竹　’

　（寅巨8707）

◎兵旅あ賦　案浦照彦　福岡　北部九州

　郷土部隊史料保存会　昭51，53．2柵

　　　　　　　　　　　．　〈GB611－130＞’　．

歩49連　1師（玉）　甲府　レイテtt　t

　・（玉5915）

☆戦記申府連隊　山梨・神奈川出身三三

　の記録　樋貝義治　東京　サンケイ新

　聞社　曜53　618p　．〈GB611－208＞

o甲府聯隊写真集東京国書刊行会
　昭53　235p　　．　　　　〈GB6U－107＞

，一一　25　7



◎第一師団レイテ戦記　東京　第一師団

　、レイテ会　昭40362P

　　　　　　　　，　〈210．75－D15d＞

◎第一師団レイテ決戦の真柑富田清之

　助　東京　朝雲新聞社　昭52　302p

　　　　　　　　　　　〈GB554－597＞

◎東京兵団　畠山清行・東京　光風草書

，店者51　2舟　　　一＜GB511－58＞’

◎比島方面部隊略歴　東京’厚生省援護

　局昭36315p　　〈AZ663－60＞’
○レイテ戦記　大岡昇平　東京　中央公

　論社　昭46695，38p　〈KH479－15＞．

○レイテ作戦め記録　田中賢一　東京

　原書房一昭5522gP　〈GB554一’891＞

○レイテ・セブ三三木下恭一　『緑園の

　青春群像新京経理学校第七期生四十

　周年記念文集編纂委員会』（東京　緑園

　庶事三局　昭58）所収〈GB554LIS20＞’

○総括レイテ・セブ戦線　白骨消亡兵団・

　の謎　清水三朗’東京　戦誌刊行会

昭60274P　、＜GB541－174＞

歩50連　29回転雷）松本　テニアン島

　（雷3215）

’☆歩測第E十聯隊史　堀越好雄　東京

　一一刊行会昭591265，30p，

　　　　　　　　　　　〈GB611一？22＞．

☆松本歩兵第五十聯隊史　原康秀　東京

　好学社　昭5581p　＜GB611－224＞

◎長野県郷土部隊の記録　松本歩兵第五’

　十聯隊・松本歩兵第百五十聯隊写真集

　松本　郷土出版社　昭55　223p

　　　　　　　　　　　〈GB611－159＞　，

○悲劇のサイパン島　堀江莞孝　東京

　原書房　昭52267P・〈393．2－H664h＞

○遠山部隊従軍．日記平出一．源　諏訪

　文芸四季　昭55106p〈GB521「233＞

○オレはまんねん上等兵　柳沢勝　東京

　エイジ出版　昭56』228p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1054＞

歩51連　IS師（祭）　京都　バンコック

　（祭7370）

☆歩兵第五十「聯隊史、中支よりインパ

　ールへ　大阪・　編纂委員会　昭45

　698p　”　．　〈GB611一　14＞
◎防人の詩　悲運の京都兵団証言録　イ

　ンパール編，京都　京都新聞社　昭54

　560p　’．　，〈GB544－7－66＞
一．C）狂風インパLル最前線　菊池頗　東京

　三文社　昭57267p　〈GB554－1319＞

○インパール最前線浜三三、東京．

　叢＝丈季土　昭55　331p　　〈GB554－883＞

○最：前線の苦闘　イン！xe一回戦奇跡の生

　還　豊田八郎　一志：町（三重県）　昭59

　59p　，　〈GB554L－ls21＞

歩52連5獅（奥）弘前蘇
　！奥7202）

◎新編郷土兵団物語．松本政治　盛岡

　岩手日報社　昭59386p

　　　　　　　　　　　　〈GB611－33＞

歩53連’17師（月）．大阪　ビスマルク群

　島（月7384）

☆歩兵第五十三聯隊史　大阪歩兵第五

　＋三聯隊戦友会　昭56635P

　　　　　　　　　　　，〈GB611－160＞

＠鳥取聯購真集三三　編集委員

　会昭56、318p　・　〈未所蔵〉、
◎岡山県郷土部隊史　岡山県．岡三　一

　T干iJそテ会　　日召41　1028p

一26一



　　　　　　　　　　〈396　．　21－05340｝

◎続あ・兵庫兵団　神山参二　神戸，の

じぎく騨昭45192P
　　　　　　　　　　　　〈GB544一’17’〉

◎防人の詩　悲運の京都兵団証言録　南

　太平洋編　京都　京都新聞社　昭53

　4，73p　〈GB544＝66＞
◎東部ニューギニア方面部隊略摩　東京

　厚生省浜弓局　昭36　51σp

　　　　　　　　　　　’　〈AZ663－58＞

回路中部第四＋六部隊を母体とする諸

　隊の状況　『歩兵第三十九聯隊史』（姫

　路　　　軍旗奉賛会　昭58）所収

　　　　　　　　　　　〈GB6．ll一，201＞

歩鴛連（17師（月月7385））姫路ビ子細

◎慰驚三三：東京くG謙騰

◎鳥取聯隊写真集　鳥取．，編集委員

　会昭56318p　　 〈未所蔵〉

◎岡山県鄭土部隊史　岡山県　岡山　一
幽一

ｧ行会昭411028P
　　　　　　　　　　〈396　．　2140s340＞

ζ）縁故部隊の概況　『歩兵第十聯隊卑』

（岡山一イ！行会昭49）所収

　　　　　　　　　　　　〈GB611－L37＞
◎姫路中部築四十六部隊を母体とする諸

　隊の状況一『歩兵第三十九聯隊史』（姫’

　路　’　軍旗奉賛会　昭58）所収

　　　　　　　　　　　〈GB611－201＞”’・

◎歩兵第六十三聯隊以外の部隊三郷土衛

　戌部隊　『歩兵第六十三聯隊史』（松江

　　　　　　　　　　　　〈GB611－32＞

○道芝は枯れず　三智・ボ島従軍言己　広

　瀬賢一東京　講談社出版サービスセ

　ンター（制作）昭48534p

　　　　　　　　　　　〈GB554r224＞
○輯塵i万里野戦軍医の転戦記　太宰白

　一郎　東京、かう・もあくらぶ出版部

「日

P45　34Sp　・　．〈GB554「”O＞、

攣・ll而働大村ラングー
　（菊8902）

◎ああ菊兵団　牛山才太郎　福岡一菊花

　之塔奉賛会’昭53，56　2冊
　　　　　　　　　　　　〈GB544－75＞’

◎兵旅の賦　案浦照彦　福岡∫北部九州

　郷土部隊史料保存会　昭51，53　2冊

　　　　　　　　　　　〈GB611－13Q＞

◎ビルァ方面部隊略歴　東京　厚生省援

　護局　．昭36　2冊－　　〈AZ663－56＞

○菊と三相良俊朝　東京光人社昭
　47　279p　　　　　　　　＜GB544－35＞

○死者の谷　知られざるビルマ密林作戦

　古賀保夫　東京　昭和出版　昭Ssi

　275p　’　，　〈GB554－1039＞
・敵・戦友・暗面なき戦吻果てに，

　井上威　東京　昭和出版　昭54tt．

　307p　，　’．　一〈GB554－810＞
○コタバル敵前上陸　われらかく戦えり

シンガポール麟綜浩東京『プ

レス東 w・昭43　22［993．2－T。63、k＞

．○収容所のロビンソンクルーソ　菊兵団一

　ビルマ抑留記　井上威．東京　毎日新

F，E7／i±，　Hii156　214p　〈GB554r1137＞

歩56連　18師（菊）　久留米　ラングーーシ

Csu8903）
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三連歩兵築五十六聯隊戦記　鳥栖

　編集委員会　昭59．1．101P

　　　　　　　　　　　〈GB544－144＞
◎ああ菊兵団　牛山才太郎’由基、霊苑

　之塔奉賛会　昭53，56　2冊

　　　　　　　　　　　　〈GB544－75＞

◎蕪史額麟羅音譜L
　　　　　　　　　　　〈GB611－130＞
6ビル三面音隊・纒東京厚生省援

　護局　昭36　2冊’　〈AZ663－56＞

○菊と竜　相良俊輔　東京　光人社　昭

　・47　27gP　　　〆　　　　〈GB544－35＞

ρコタバル敵前鮭』われらかく戦えり

　シンガポ」ル攻略戦　佗美浩　東京

　プレス東京　昭43226p
　　　　　　　　　　〈393．2－Ta631k＞

○悲風ビルマ戦線　藤井重夫　東京ジ番

　町書房　昭46311p　〈GB554－106＞

歩57連　1師（玉）佐含　レイデ

　　（玉5916）

☆レイテの雨佐倉連隊の最後榛

　千葉日報社　昭41’356p

　　　　　　　　　　　　〈GB611－113＞

・・翠ﾛレ縮12灌騨団
　　　　　　　　　　　〈210　．　75－D15d＞

◎第r師団レイテ決戦あ真相’富田清之・

助東京轄騨〈日召52　3Q2pGB554－597〉

　　　　　　し◎車回兵団　富山清行　東京　光風窯場

　軽軽51’2冊　　』〈（｝B511－58＞

◎佐倉聯隊写真集　東京’国書刊行会

　　昭54　牢Op　　　　　　　〈GB611－123＞

◎比島方面部隊略歴東京　厚生省援護

　　局・昭36315p　　〈A1663－60＞

○われレイテに死せず　神子清　東京

出版騨昭40　5109GBSS4－648＞

○レイテ激戦記　野口義夫　東京　日本

　文華社　昭42‘243p〈915．9－N914r＞

○レイテ戦記・大岡昇平　東京　中央公

　論社　昭46　695，38p　、〈KH479－15＞

○レイテ作戦の記録　田中賢一　東京

　原書房　昭55229p・　〈GB554－891＞

ρ欝欝篠雛謬畏
　戦記』（東京　相馬原会　昭55）所収

　　　　　　　　　　　くGB554－915？

○グアム島に生きて　川口太一　〃　〃

○ジャン：グルの死闘　グアム島戦　玉砕、．

　の証言　荒井務　千葉　荒井事務所

　昭58　203p　　－t　　　〈GB554－1723＞

○白い夏』グアム島に消えだ兄の足跡を．

　求めて　渡辺須磨子　町田　昭59

　260p　’〈GB554－1916＞

、☆高田歩兵第五十八聯隊史’ 結栫@歩五

　八会本部　’昭57．982p　　　＜未所蔵＞

iビルマ戦線歩兵第五＋八連隊の購

　東京　五IK会心39794P’　　1
　　　　　　　　　　　〈393．2：一G56b＞，

唖紳隊の歩み王繊からインバー

　ノレ作戦まで　東京　歩兵第五t八連隊

　第葦中隊戦友会　昭53　53qp

　　　　　　　　　　　　〈GB554－713＞
，6祖国のために上盤から終戦まで

　幽出雲崎町（新潟県）歩兵第五十八聯隊

　第十一中隊戦友会’昭55．400P’

　　　　　　　　　　　一＜GB554－991＞

二28一



○悲劇・イツパール作戦（2）コヒマの攻

　防具〇日参　小田祐弘・寒河江恒雄（対

　談）『証言・私の昭和回忌4巻』（東京

　学芸書林　Ii召44）所収　　くGB511－1＞

○初年兵日記’朝香進一　東京　鵬和衣

　版昭57250p・　〈GB521－268＞

歩59連　14師（照）宇都宮　アンガウル

　島　（照7768）

．☆栄光の五九聯隊　塩原町（栃木県）

　パラオ連合会　昭55548p　〈未所蔵〉・

◎中部太平洋方面部隊略歴　東京　厚生

　省援護局　昭36・88p　　　〈未所蔵〉

○英霊の絶叫玉砕島アンガウル　舩坂’

．弘　東京　文芸春秋　昭41201p
　　　　　　　　　　　’　〈915　．　9－H835e＞

○滅尽争のなかの戦士たち　玉砕島パラ，

　オ・アンガウル　舩坂弘　卑京　講談

　平着54、’281p　〈GB554－772＞
○聖書と刀　導車洋の友情　舩坂弘　東

　京　三三春秋　昭46240p

　　　　　　　　　　　　〈GB554r127＞

○玉砕　暗号電文に綴るパラオの死闘

　舩坂弘　東京　読売新聞社’昭43

　324P　．　．〈393．2－H835g＞
○殉国の炎　舩坂弓4　東京　潮出版社

　』昭4’6　269p　　、　．　〈K耳165－21＞

歩60連　15師（祭）　名三三　バンコック

　（祭7368）

1☆二つの河の戦い歩兵第六十聯隊の記

　録　ビル÷篇　東京、六Q会　中央公

　論事業出版（制作）昭44840p

　　　x　，　〈GB544－14＞
☆江南の雲　歩兵第六十聯隊の記録　中

　支篇　東京．六〇会　原書房（制作）

昭46785P，’ @『’〈GB544－34＞’

☆インパール作戦あ回顧　村松弘　東京

　六〇会　昭44：200p　＜GB544－15＞

◎防人の詩　悲運の京都兵薗証言録　イ

　ンパール編　京都　京都新聞社招54

　560p　，　〈GB544－66＞
◎〃　ビルマ編　〃　〃・昭58　531p

　　　　　　　　　　　　　　　　　JJ

Oインパール最前線　浜地利男　東京

　叢文社　昭5533ip　〈GB554一；883＞

○念仏と兵隊中治作京都昭43
　212p　．　’　〈GB554－27＞．

歩61連　4飾（淀）和敷山　ランバーン

　（淀4Q74）

☆和歌山歩兵第六十一聯隊写真集　東京

　国書刊行会　昭55　288p

　　　　　　　　　　　〈GB611－141＞

◎タイ・仏印方面部隊略歴’東京　厚生

　省援護局　昭36315p　＜AZ663－6i＞

○「戦友に捧ぐ」和歌・ペン画・随筆集　前

　田清．新宮　昭57　153p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1502，〉

歩62連　21師（討）善通寺　ハノイ

　（討4234）

◎四国師団史　海田町（広島県）、陸上自．

　衛隊第13師団司令部　昭47．477p

　　　　　　　　　　　　〈GB611－30＞

◎第六中隊誌　〔和光〕　it｝兵第六十二聯

　隊第六中隊誌刊行1会　日召60’536p・

　　　　　　　　　　　　　　〈整理中〉，

（S）追想録激動の証　歩兵第六十二連隊第

　九中隊追想録「激動の証」編集委員会

　・相模原、追想録「激動の証」刊行委員会

　昭60層314p　　　　　　〈GB544－149＞

一297



G＞歩兵第六十二連隊第十一中隊史1東京

　六二三三十一中隊史刊行委員会　昭55

　20sp　＋　〈GBs44－ss＞
’oag十二中隊回想録　東京　歩兵第六十

　二聯隊第十±．中隊会事務局　昭57

　240p・　〈GB544一一一127＞
・○宇品将校奮戦記　北下62連隊仏印21・

　師団・駐屯軍司令部　池田二郎　東京

　芝栄書房　昭57376p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1375＞’

○最後の寡隊仏印・ジャワ戎衣の旅

　我山昌幸東京永田書店昭59

．266．p　〈GB554－1589＞

歩63連註0師（鉄）『松江　ルソン．島

　（鉄5447）

☆歩兵第六十三聯隊史　松江　一一刊行

　委員会　昭49893p’　〈GB611－32＞

☆松江六三聯隊　歩兵第六三連隊記念碑

　建立委貝会　昭40’74p　　〈未所蔵〉

☆比鳥バレテの思い出　歩兵第63連隊の

最後山本酵鳥取・轡テ三三
　42　108p　　・．一　　　　〈未所蔵〉

◎鳥取聯隊写真集　鳥取　　　編集委員

　会　昭56’318p　　　　、　〈未所蔵〉

◎郷土部隊秘史　第1　松江　島根新聞・

　社昭37184p〈210　．　74－si348k＞

◎岡山県郷土部隊史，岡山県　岡山　一一

　一所行原　昭41，1028p

　　　　　　　　　　〈396　．　21－05340＞

◎支部変の想咄胴元槻歩兵
　第63連三三ナ中隊戦友会　1召47．

　113p　　　　　　・　　　　〈未所蔵〉

○北部ルY．ン持久戦　こ，の語られざりレ

死闘小川二郎’田辺昭46183P
　　　　　　　　　　．　〈GB544－53＞
○北部ルソン戦　戦争と人間の記録　小

　川哲郎　東京　現代史出版会　昭53

　2冊　　　tt　、　〈GB554－633＞

歩64連　23師（旭）　熊本’ルソン島

　（旭1111）

☆歩兵第六十四連野史、都城　陸上自衛

　隊第四十三普通科連隊　昭43　161，

　39p　　　　　　　．　　　　〈未所蔵〉

◎熊本兵団戦史　熊本　熊本日日新聞社

　　昭40　3冊　　〈396．21－Ku553＞

◎兵旅の賦　第2巻昭和編　案浦回彦

　福岡　北部九州郷土部隊史料保存会・

　昭53　552p　　　　　　＜GB611－130＞

◎比島方面部隊略歴　東京　厚生省援護

　島昭36315P　　＜AZ663r60＞
β大分構写真集〔第一夫隊〕東東国・

　書刊行会・昭53272p〈GB611－236＞
○カバルアン丘小川哲郎　田辺直召48

　118p　’　．　〈GB554－282＞
’○玉砕を禁ず　比島カバルアシ丘の死闘

　小川哲郎　東京　白金書房　昭51

　222p　．　〈GB544m61＞・
○北部ルソン持久戦　この語られざりし

　死闘　小川哲郎　田辺・昭46183P

　　　　　　　　　　　　’　〈GB544－53＞

○北部ルソン戦　韓争と人間の記録　小

　川哲郎　東京　現代史出版会　昭53

　’2冊　　　　　’　〈GB554－633＞

○郷土部隊と倶にルソン山岳行　青山利

　夫　『岐阜県従軍回顧録．支那事変・大「

　東亜戦争綿第3巻』（岐阜　従軍回顧録

　編纂委員会　昭45）所収〈GB554－77＞

○ノモンハン五味川純平．東京　文芸

　春秋　昭50334p　．’〈GB521－103＞

歩65連・3師（鏡〉若松勧・．一．．t．

　（鏡6805）
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☆若松聯隊回想録　星半三郎　会津若松

　若松聯隊記念事業実行委員会　昭42

　．397p　〈GB611－144＞
《）若松聯隊写真集　卑京　国書刊行会

　昭53　259p　　　　・　〈GB611r－102＞

◎郷土部隊戦記　福島　福島三友新聞社

　昭39～40　3冊∵〈210．74rH814k＞

◎ふくしま戦争と人間1白虎編福

‘島鶴黙縮社昭57454P
　　　　　　　　　　　　〈GB541r134＞

◎ll，，3醐”’”・昭57，

◎第四中隊史　歩六五第西中隊士編纂委

　員会三島　三友会事務局
　昭52る55　3冊H　　＜GB611－79＞

三野臨）二者1宮東部’a”

☆〇二部隊かく戦えり　歩兵第六十六聯

　隊誌宇都宮　基部隊〇二会昭56

　460p　・　．〈GB544－133＞

覧藩一団騰暢東京
　　　　　　　　　　　　〈AZ663－58＞

◎われらの大陸戦記　歩兵第六十六連隊

　第三中隊のあゆみ西沢三吉上田
　昭47164p　　　　　　　〈未所蔵〉

○ニューギニア東部最前線　石塚卓三

　東京　叢文社　日召56264p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1116＞

O南十字星に祈る　東部ニューギニア戦

言己小噂東京論創社昭56

　221p　．〈GB554－1441＞．
○死の初裡　黒い青春日高慶夫　『前

橋騨予備士官学品詞』（東京相馬

．原野　昭55）所収　　　〈GB554－915＞

嚇隣一ギニア同期生の礪篠田．

　増雄“　　　　’　　ノノ

○留魂の詩　東部ニューギニア戦記．堀

　江正夫　東京　朝雲新聞社　昭57

　324p　〈GB554－1399＞
○ニューギニア戦記　越智春海　東京

　図書出版社　昭58、254p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1381＞

ρ鳴呼●ニューギニア戦山田佐東京．

凶冷社F日干69　，2iop〈GB554一1937＞

歩灘lll師（∵∵1ツク

ny

剳熾ｺ第六十七連隊文集　奈良．六七会

　昭415冊　　　　〈393．2－R64h＞
◎防人の詩　悲運の京都兵団寵言録　イ

　ンパール編　京都．京都新聞社　昭54

　560p　〈GB544－66＞◎”ゆマ編、〃・〃昭5r13・P，

’◎ビルマ方面部隊三座　東京　厚生省援

　護局　昭36　2冊　　　〈AZ663－56＞

◎甲府聯隊写真集〔第2大隊〕、東京　国

　書刊行会　昭53235pくGB611－107≧

○死線の指揮官　日中戦争最前線　中村

　愉一　東京　三文社　昭54　328p

　　　　　　　　　　　　〈GB554－793＞　’

○全滅　高木俊朗　東京　文芸春秋　昭．

　43．319p．　〈915．9－Ta196z＞

○インパール最前線　浜地利男　東京

　明文社’昭55331p　〈GB554－883＞

・4’llkX。導師（幸）岐阜九三

◎第三師団郷土部隊史　岐阜郷土部隊

　保存会　昭42388p　＜393．2－D17＞

◎歩兵第68連三三1大隊戦史支那四
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／

　変・夫東亜戦争編　岐阜　　　編纂委

　員会　昭51　611p　　　　1〈未所蔵〉

φ従軍り想い出　上巻　岐阜’従軍回顧’

　録刊行会　昭52407p＜GB554－620＞

q岐阜県従軍回顧録　岐阜’従軍回顧録

　編纂委員会　昭45　3冊〈GB554－77＞・

○中国・ビルマ戦線　陸軍予偉軍医物語

　稲垣照相　東京・旺三社　昭56　236p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1312＞

○野晒作戦体験記　武岡淳彦　東京　湘

　桂作戦戦記刊行会　昭55　291P

　　　　　　　　　　　　〈GB554－964＞

○呉源桟橋戦記其一　春見三市．美濃

　、加茂　昭41　77P，　・〈GB554T－1911＞

歩69連　52師（柏）　富山　ト「ラック島

　（オ白4654）

◎南方・支那・台湾・伝導（南鮮）方面陸・

　上部隊略歴　第3回追録　東京厚生
　三三：護局　昭39　362p　．　・’〈未所蔵＞

Qトラッグ島の終焉一軍医の手記藤

　記i義i一　東京『幻想社　昭57　440p

　　　　　　　　　　　＜GB554－1373＞

熱熱翻黒」周一．卸
　　　　　　　　　　　〈GB554－1667＞

○従軍の想い出　飯波与次郎　『岐阜景

　従軍回顧録　支那事変1大東亜戦争編

　第3巻』（岐阜　1従軍回顧録編纂委員会

　昭45）所収　　　　　　・〈GB554－77＞

○従軍の想い出　上巻　岐阜　従軍回顧

録刊行下弓52407P＜GB554－620＞

歩70連　25師（国）．篠山　宮崎

　（国4905）

一◎篠山練兵場神戸新聞丹波三局　神戸

　神戸新聞出版センター．昭56、，228p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1253＞・

○な？かしの“東回”太田稔，『追憶』

　（東京　新京陸軍経理学校第五期生記

．・
O文集編集委集会事務局．昭60）所収

　　　　　　　　　　　〈GB554－1950＞

歩71連　23師（旭）広島　ルソン島・

　（旭1125）

☆歩兵第七十十連隊史　鹿児島　五五八

　会昭52583p　 〈GB611－88＞

◎熊本兵団戦史　熊本・熊本日日新聞社

　昭40　3冊　　　〈396．21－Ku553＞』

◎浜田聯隊写真集　東京　国書刊行会
　目召541230p　　　　　－t　〈GB611－237＞

◎比島方面三男略歴　東京　厚生省援護

　局．昭36315p　　　〈AZ663－60＞
○カバルアン丘小川哲郎，田透　昭48

118p　・　” D　〈GB554－282＞

○玉砕を禁ず　比島カバルアン丘め死闘

　小川哲郎　東京一白金書房　昭51・

　’222p　’　・　〈GB544－61＞
○ルソン戦記’ベジゲット道　高木俊朗

　東京　文芸春秋　昭60723p

　　　　　　　　　　　〈KH582－963＞

○バギオ防衛戦と最終陣地　井口光雄

　『前橋陸軍予備士官学校戦記』（東京

　相馬三会　昭55）所収　〈GB554一915＞

○私のルソン島戦記　菱刈重芳　〃　〃

6北部ルソン持久戦　この語られざりし’

　死闘－小川哲郎　田辺　昭46　183p

　　　　　　　　　　　　〈GB544－53＞

○北部ルソン戦　戦争と人間の記録　小．

　川哲郎　東京　現代史出版会　昭53

　2冊’　　．　．1．1〈GB554－663＞

，○ノモンハン三三　小沢親光、東京新

　人物往来社　昭49，51・2，冊
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　　　　　　　　　　　　　＜GB521－87＞

○ノモンハン戦　人間の記録’御田重宝

　東京　現代史出版会　昭52　2冊

　　　　　　　　　　　　〈GB521－130＞

○ノモンハン　五味川純平　東京文芸

　層春秋・昭50344p．　〈GB521－103＞

○ノモンハン中隊長の手記　小野塚吉平’

　東京　新人物往来社　昭51246p

　　　　　　　　　　　　〈GB521－128＞・

『歩 P窟、211師（旭）醐・四ソジ島

☆歩共第七十二聯隊史写真集・北九州

　歩兵第72聯隊戦友会事務局　昭53

　　　　　　　　　　　　　　〈未所蔵〉

◎熊本兵団戦史　熊本　熊本日日新聞社

　昭40　3冊　　　〈396．21－ku553＞

◎兵旅の賦’ ﾄ浦照彦　福岡　北部九州

　郷土部墜卑料保存会　昭51，，52　2冊’一

　　　　’　’　〈GB61，1＝130＞

◎郷土部隊奮戦史　平松鷹史大分，大

　分球同新聞社．昭58S3鱒

　　　　　　　　　　　．　〈GB511－137＞　’

、◎比島方面部隊略歴．東京・厚生省援護

　’局、昭36　315p一　「〈AZ663－60＞

’◎福岡連隊史　杉江勇　東京　秋田書店』

　昭49　394p　　　　　　　．〈GB611－29＞．

◎大分聯隣写真集　東京個書刊行会．
　日召53’272p　　，　　　　〈GB611－2’36＞

◎歩兵第七十二聯隊通信隊（酒井部隊
松井部隊）ノモンノ＼ン鞭言己北畑卜1

松井鋤骨会．昭56～S72冊

　　　　　　　　　　　〈GB521－256＞
○ノモンハン　五味川純ヰ　東京　文芸

　春秋　昭50344p　、＜GB521TIO3＞

○カバルアン丘小川哲郎岬辺　昭48’
　118p　　、　・　　・、　　・＜GB554－282＞

○玉砕を禁ず　比島カバルアン丘の死闘

　小川哲耶　東京　白金書房　昭51

　222p　〈GB544－61＞
○ルソン島戦闘記録〔第二三師団旭兵団，

　歩兵第七二連隊第二大隊いふ部隊〕

私のみた・体験したフィリtO’・跡

　春治　胆沢町（岩手県）　昭58　52p

〆　　　　　　　　　　　　　＜GBSS4－1673＞

○甦る現役兵日記　ある戦没学徒の人間，

　像　中島五太福岡　中島五太遺稿刊

　二会　昭6σ　377p　’　　ぐGK94－35＞

歩73連　19師（虎）　三二　ルソン島

　（虎8502）

☆歩兵第七十三聯隊旧史’ 結栫@歩七三，

　会、日召S2　110p　’　　　〈未所蔵〉

◎比島方面部隊略歴　東京・厚生省援護一

　織詰36315p　・〈AZ663760＞
○われら張鼓峰を死守す　富永亀太郎

　東京　芙蓉書房　昭56　299p

　　，　〈GB554－1083＞
○傷痕　ルソンの軍靴「佐藤喜徳・東京．

』戦誌刊行会　昭57・378p』

　　　　　　　　　　’　gGBss4－13・lo5

0一軍医の手言己ルソン戦線よP池田・・

　町（徳島県）　さくら印刷協業組合　昭

　56　1Q6．p　〈GB554－1236＞
○ルソ≧作戦の概要　松田要二・『従軍

の想咄下巻』（岐阜従耐油刊、
．行会　昭48）所収　　　〈GBSS’4－620＞

○我が青春の記　北朝鮮よりトラック島

　への旅’阿部庄助　花泉町（岩手県〉
　昭60　54p　　　　　　　ぐGB554－1888＞一

歩74連　ao師（豹）威興　ミンダナオ島

　（豹12024）

．一
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．◎第30師団（豹兵団）の記録　レイテ・ミ

　ンダナオ戦跡概要　東大阪　豹兵甲戦

　跡極要編集委員会　昭57　185p

　　　　　　　　　　　　〈GB54，4－131＞

◎比島方面部隊略歴　東京　厚生省援護

　局昭36315p　，＜AZ663－6Q＞
b鬼手偏ある応召将校の手記佐々

　木秀一　東京　アポロン社　曜43

　’137p　’　・〈GB554－17＞
○ミンダナオ島戦記　真木葉　東京　新

　人物往来社　昭50　228p

　　　　　　　　　　　　〈GB554－322＞．

’○死の地獄谷　星康之’『雲はかえらず』

　（〔気仙沼〕　戦争三三を記録する会

　昭59）所収　　　　・＜GB554－1904＞，

○われら張鼓弓を死守す　富永亀太郎

　東京　芙蓉書房　昭56　299p

　　　　　　　　　　　＜GB554－1083＞

歩75連　19師（虎）会三層ルソン島

　（虎8505）

◎比島方面部墜略歴　東京　厚生省援護

　局昭36315p　 〈AZ663－60＞

と）われら張鼓峰を死守す　富永亀太郎

　卑京．芙蓉書房　昭56299p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1083＞

歩76連・9師（虎）三冠ルシン島

　　（虎8506）

◎ふくしま戦争と燗5轍編福

　　島、福島民友新聞社　昭57478p

　　　　　　　　　　　　〈GB541－134＞

6塩方面部隊嘩東京厚生省撮
　　局昭363i5p　　〈AZ663－60＞

○われら張鼓峰を死守す　富永追弔郎

　　東京　琴蓉書房　昭56299p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1083＞

○天運　天賦蓮賦は夕陽の中に　吉川弘

　『われら戦争を越えて　旧陸軍経理学’

　校第十二期幹部候補生回想録』．（東京

　十二紫会商58）所収　〈GB541－159＞

歩77連　30師（豹）平壌　ミンダナオ島

　（豹12025）

◎第30師’団（豹兵団）の記録　レイテ・ミ

　ンダナオ戦跡概要　東大阪　豹兵団戦’1

　跡概要編集委員会　日召57　185p

　　　　　　　　　　　〈GB544－131＞

◎岡山県郷土部隊史　岡山県　岡1」」　一

　一刊行会　昭411028p，

　　　　　4．一　〈396．21－05340＞　・

◎比島方面部隊略歴東京　厚生省援護

　局並36315p　．〈AZ663T60＞
○レイテ作戦の記録・山中賢一　東京

　原書房　昭55229p　＜GB554－891＞

○あ・我が戦記大島茂尼崎洋藍52

　98p　〈GB521－150＞
○伊世広光遺書と戦陣日誌　阿部清高

　大分　昭5158p　　〈GB554－473＞』

○試練の足跡　大正末期の兵営生活　宮
　源幸男　下諏訪町（長野県）　洛陽書房●

　Flll　54　297p　〈GB611－122＞

歩78連　20師（朝）　竜山　東部ニュ7ギ

ニア（m20S3）

☆歩兵集七十八聯隊史＾萌二十二部隊

　東京　東京歩兵第七十八聯隊会、昭5S

　377p　〈GB611－202＞’
◎岡山県郷土部隊史　岡山県　岡山　一

　一刊行会・昭41．1028P・　　　　　’

　　　　　　　　　　・〈396．21－Q5340＞

○留魂の詩　東部ニューギニア戦記　三
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江正夫東京一掃棚召57

　324p　〈GB554－1399＞
○ニューギニア戦記　越智春海　東京

　．図書出版社　昭58　254p

　　　　　　　　　　　〈GB554一，1381＞

〇一兵士の日中戦争従軍日記　石田末三

　堺昭58110P，　〈GB521－354＞

響翻築山東部二球

☆歩兵第七＋九聯隊史（輪第二＋三部

　隊）　（朝二〇五四部隊）　　’編纂委

　員会　東京　東京歩兵第七十九聯隊会

・戦誌干！行脚（制作）．昭5973 P撫〉

◎岡山県心頭徽三論岡山一

輔含1召4111鞠1．2、一。534。〉

◎東部ニューギニア方面部隊略歴　東京
　厚生省援護烏　昭36　510P

　　　　　　　　　　　　〈AZ663T58＞

◎極限のなかの人間　極楽鳥の島　尾山

薦嘩国脚懲潔
・鰍のなかの燗』「死の島」ニュ一身、

　『アtt尾川正二　東京　筑摩書房　昭

　58　269P　〈GB554－1420＞
○野実・二子一ギニア戦記　尾川正二

大阪創元社昭47．2P温554一、85＞

’○兄の戦記　川上好憲　大阪’朝日カル

　チャーセンター（制作）』昭60174p

。融入隊始末言己沁ン温血

　・陸の戦闘　杉野ゴ幸　『戦場　太平洋

　戦争ノンフィクション』（東京　今日の

三社昭49）所収〈GB554－26・〉

○激流の詩　東部ニュLギニア戦記　堀

　江正夫　東京．朝雲新聞社　昭57

　324p　〈GB554一一＝1399＞
．○ニューギニア戦詑　越智春海　東京

　図書出版社　昭58　254p．＝
　　　　　　　　　　　〈1｝B554，一13gl＞

歩80連　20師’（朝）　旧邸　東部ニユーギ

　ニア　（朝2055）　　　’

廟第八＋聯舳卸桧昭52
　23p　　　　　　　　　　　〈未所蔵〉

☆歩兵第八十聯隊卑（東部ニューギニア

　戦線）古川静夫　：天和　歩八十会連

　合会　昭56　38P　　　　　〈三所薦〉

☆鴛羅く〔讃第晶座繰郷
　　　　　　　　　　　〈GBss4L　lss7＞　’

◎岡山県郷土部隊史　岡山県　岡山　一

　一一干rJ（了会　　日召41　　1028p

　　　　　　　　　　〈3’g6　．　2i－os340＞

犠爵講聴感鴨
　　　　　．、　　　　　　　＜AZ663－58＞

・留魂の詩東部ニュ謡ニア戦記饗

　江正夫　東京　朝雲新聞社　昭57

　324p　・　・　〈GB554－1399＞
○ニューギニア戦記　越智春海　東京

　図芦出版社　昭58　2与4p

　　　　　　　　　　　fGB554－13，81＞

歩8i．連　iラ師（月）　竜山　ブ＿ゲンどル

　（月7386）

☆歩癖八＋三三，編纂委員会

　大阪　歩兵第八十一聯隊戦友会　昭60

　695p　　　　　　　　『　、〈整理中〉

◎続あ’兵麟団神山参二栴ρ．
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　じぎく文庫　昭4S　192p・

　　　　　　　　　　　　＜GB544－17＞

◎岡山県郷土部隊史　岡山県　岡山’・一

・三会昭μ囎6。2、一。534。〉．

◎姫路中部第四十六部隊を母体とする諸

　隊の状況　『歩兵第三十九聯隊史』（姫

　路層一軍旗奉賛会　昭58）所収

　　　　　　　　　　一’　〈GB611－201＞

○漢水・宜昌作戦日記　川村益雄　〔三層

越〕昭53153P　L〈GB521－36含〉

○ブーゲzビル出た闘う　栗本政弘　京

　都　昭52327p　　　　’〈未所蔵〉
○隊付主計ボーゲンビル島に戦う　高康

好博r遣憶』（東京新京騨経理学’

　校第五期生記念文集編集委員会事務局

騨・・くqB5117195①・

歩8乞連　21師（討）　弘前　ハノイ

　（討4235）

◎新編郷土兵団物語松本政治　盛岡

　岩手日報社　昭49386P

　　　　　　　　　　　　〈GB611－33＞

1◎回顔・我等が軍靴の跡　歩兵第82連隊

　第r中隊　〔瀬峰町（宮城県）j　一作

　．成委員会旧召55．400p〈GB554－963＞’

○曇はかえらず　郷土の人びとが綴る戦

郷召臨調驚』
歩犠2311師（討蘭ハノイ

　　　　　　　x

◎新編郷土兵団物語　松本政治　三岡

　岩手日報社　昭49r386p

　　　　　　　　　　　　〈GB611－33＞

◎太平洋戦争間における鯖江三三地関連

　部隊－1鯖江歩兵第三十六連旧史』〈鯖

　江　鯖江歩二三三十六聯隊史蹟保存会

　昭51）所収　　　　　　・〈GB611－70＞

◎を錨印三部騨≦〈菰3琳

◎昭和十四年兵史　討第四二三六部隊第、

　九中隊　回顧録　〔大垣〕、昭和十四年・

　兵戦友会甲58198p
　　　　　　　　　　　〈GB554－1806＞

○幻ンの流れ三三体験言四丁鰭

　丁金沢昭57158P，
　　　　　　　　　　　〈GB554－1378＞

○わが従軍の記録　北支を転戦し仏印ぺ’

　河本正司，『岐阜県従軍回顧録　支那

　’事変，大東亜戦争三三1巻』（岐阜従

　軍回顧録編纂委員会　昭45）所収

，　　　　〈GB554－77＞

歩84連　22師’（原）「宇都宮　バンコック

　　（原7934）

☆大陸三千里　歩兵第八十四聯隊の歩み

　海老原久野田・二等鞍員会昭
　52，636P　　　　　　　　〈未所蔵〉

◎タイ・．｛A印方面部隊略歴　東京　厚生

　省援護局　昭36　540p　〈AZ663－61＞

○三三の大陸戦場　東小川徳三郎　東京

　　暁印書院昭56254P

r惣紬織鞍・
。盆遍羅晦難講l

　　li　 　’　ll
　歩85連　22師（原）仙台　バンコック

　　（原7935）

　　　　　　　N
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Qを麟10諸富響〈唖蝉’（鋼船三部瀞228＞

　　　　　　　　　　　　　　　　’
歩86連22師（原弘南バンコック・季ag連24師1山）、旭川澗

　（原7936）　　　　　　　　　　　　　　　　（山3476）

☆歩三八＋六三三三木一ma☆痴歩兵凱＋聯職大阪一
　事務局　昭48　713P　　　　〈未所蔵＞　　r編纂委員会　昭53776P

◎タイ・御方面部騨歴棘厚生　　　　　一〈GB6・・＝99＞’
　省援護局　昭36　540p，〈AZ663－61＞　　◎北海道関係諸兵団概史　第二十四師団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、○北満の守り’水柿三男　『太平洋戦争　・

歩87連’7i師（命）旭川　』台南　　　　　　　ドキュメンタリー第21巻』（東京　今日

（命・3285）・ @　　思至糊所㌦．2－Ta、642＞
☆満州第虚舗（歩聯八＋癬隊）、。サイパン・沖縄主帥記憶脚夫r前

　史及び住所録果京　．國編纂委員会　　　橋陸軍予備士官学校戦言e』（東京　相馬

　昭49137，7gP　t・　　＜GB611－46＞　　原会　昭55）所収　　　〈GB554－915＞

◎北髄関係諸兵団搬．第七＋一師団，○輪の最後古川管棘河出書

（命兵団）示村貞夫r旭川第七鯛』　房縦1召50250P〈『B554－3S9＞

　（旭川　総北海出三部　昭59）所収

　　　　　　　　　　　〈GB611－228＞　歩90連　107師（凪）弘前　イントール噛

。雛の藷’ ?ｻ造r緑園の静　（凪2…8）
，群像　新京経回学校第七期生四十周年『tt

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（弓単12018＞

☆豊難篇’灘難繕・◎轍土兵団物語鋤治盛岡

　　　　　　　　　　　　　　　　　二37＝



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岐阜県）昭5155p　＜GB554－479＞
歩92－94連44回忌大阪、大阪和解退吾等かく戦え？，斉醐郎・東

◎徽部隊r歩兵第八嚇史』（堺、一．狂夫東京轄新聞社昭57

一饗員含騨塁B6、1－2、8＞。望聖一ギ轍言己謙鵬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図書出版社　昭58　254P

頻～100連7獅（稔）旭川力n治木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈GB554－1381．〉　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○破倫回れ戦友を食う　東部ニュニギニ　．（稔9258，9260，9262）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア敗残兵の告白　豊田秀光　東京　新．

◎舗三二三四回想鴨脚鞭　騨　．
（旭川纏出版部昭59）所収　季1・3連’…師（日召・4廃止）東京1

　　　　　　　　　　　ぐGB611－228＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6東京兵団皇山葡愈光風回書

季｝1蒜6211醐東京・塘．’，・店昭51細・〈G町58＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歩104連『13師（鏡）　仙台　融手．

◎東京兵団三三三三京光冠書　（鏡6804）

　店昭51　2冊　　　、〈GB511－58＞
◎中支那方面部騨盧（その二）棘三兵箔四聯隊小史大陸的四海
　厚生省援：護局　昭36860p　　　　　　　福三千雄　東京　原書房　略46　272p

＠東京歩兵＿写真藁〈ｿ露☆歩、。4物譜お麟の鍵縢
干IJI’会昭S6　213P　’＜gB611－238＞仙台一刊行今昭44与0篇蔵〉・

歩102連5・Bili（基）炉東部ニュー・常徳作戦森金点棘鰭出版

　ギ弟ア．（基2803）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社’昭58238p　 〈GB541－148＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇転た焼直省五郎棘

・＠東部≒「ギニア方面三冠歴騨　叢文社昭58297P〈GB554一1424＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○救い，の神海福連隊西村都喜男　厚生省援：護局．昭36　510p

。ニユーギ三ア東部最前濠A輪留暗索鼻口の里譲灘

　　　　　　　　　　　　　　　　＿．38二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う　、



　58）所収　　　　　　　〈GB544－145＞

○雲はかえらず　郷土の人びとが綴る戦

　争体験記　〔気仙沼〕戦争体験を記録

　する会昭591056p〈GB554－1904＞

歩105連　47師（弾）　弘前　鄭城

　（弾12017）

◎新編郷土兵団物語松本政治　盛岡

　岩手日報社　昭49　386p

　　　　　　　　　　　〈GB661－33＞
’＠北支那方面部隊略歴∴東京　厚生省援：

　護局　昭136　3冊　　　〈AZ663－64＞『

○弾部隊始末私記　一幕僚書記の回想

　木村馨　弘前’北方新社　昭57’

　183p　〈GB554’1726＞
○召集兵　中国・三江作戦の記録　佐藤

　鉢章　東京　点出三社　昭47　330p

　　　　　　　　　　　〈KH537－66＞

○北支事変戦歴誌　西沢安太郎　西目屋

　町（青森県），，昭59156p

　　　　　　　　　　　〈GB521－352＞

歩．1　06連　49師（狼）京城　モールメン

　（狼18702）

吉歩兵第百六連隊史　森本義一　和田山

　町（兵庫県）　日召54　363P　　〈未所蔵〉

◎岡山県郷土蔀隊史．岡山県　岡山　一

　一難iJイラ会　　日召41　　1028P

　　　　　　　　　　S396．21－05340＞

○合歓木ogecビルマ・メイクテラ

　会戦の記伊吹熊好　田辺　昭5292p

　　　　　　　　　　　〈GB554－576＞

歩107連52師（柏）金沢トラy7島
　（才白4655）

　　　　　　　　　　　／

◎歩兵第百七聯隊史　伊佐L男　『金城、

　聯隊史』（金沢麻知戦友会昭44）所

’収　　　　　　、　＜GB611－10＞

○南海の不沈艦ポナペ島戦記　林田武彦

　東京　恒文社　昭56　253p

　　　　　　　　　　〈GB554－1077＞

歩1D8連　io4師（鳳）　三三　三州

　（鳳8964）

☆歩兵第百八聯隊史　大阪・愛知を主と

　する郷土部隊　森岡利春　大阪　歩兵

　第10S連隊卑発行委員会　昭51276p

　　　　　　　　　　　　＜GB611－77＞
☆歩兵第百八連隊（鳳八元六四部隊）従軍

　写真帖　中谷一正　大阪　昭52，55

　2冊　　　　　．　’．〈YQ　5－142＞
◎南支那方面影回略歴　東京’厚生省援

　護局　昭36328p　、　〈AZ663－65＞

◎僚：友部隊　『歩某第八聯隊史』（堺　一

　一編纂委員会　昭58）所収

　　　　　　　　　　　〈GB611－218＞
○あ・三本警備隊’中谷r正　三田　あ

　かね書募「一昭47163P・＜GB541－T139＞

○あ・三水警備隊　歩兵第百入連隊史’

　続　中谷一正　大阪　昭49　5，133p

　　　　　　　　　　　〈GB541－139＞　・

摯09連・16回忌京都三三1
　（嵐6213）

☆戦史四辻織歩兵三九連騰旧刊

　行会　昭41275P　　　　　ぐ未所蔵〉
’☆嵐六ニー三部隊写真集　東京　回書刊

　行会　昭54219p　　〈GB661－125＞

、◎中支那方面部隊略歴（その五）東京

　厚生省援護局　昭36　522P

　　　　　　　　　　　　〈AZ663－66＞
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Q生きる　橋本雅雄・『われら戦争を越

　えて’旧陸軍経理学校第十二期幹部候

　補生回想録』（東京昌十二柴三三58）

　所収　　　　’　　．〈GB541－Lls9＞

○火の谷　日中戦争最前線　市川宗明

　東京　博文社昭54’549p、
　　　　　　　　　　　　・〈GB554－794＞　’

10韮江の嵐　市川宗明　東京　叢文社

　昭59．378P、・・〈GB554－1707＞
，・ i〉華中戦線・，最後の敗走　勾金千秋　東

　京　光和堂『昭60359p
　　　　　　　　　　　〈GB554－1910＞

　歩110連　110師（鷺）周山　河南層

　　（鷺3911）

　◎韮山聯隊写一真集　東京　国書刊行会．

　．昭53　239p 　　　　　　〈GB661－115＞．・

　◎岡山県郷土部隊史　岡山県　岡山　r

　　一婦Uそi会　　日取41　↓028p．・

　　　　　　　　　　　〈396．21LOs340＞

、◎北支那方面部隊略歴’ 結栫@厚生省援：

　　護局　昭36、3柵　、　〈AZ663－64＞

　◎縁故部隊の概況　『歩兵第十聯隊史』．

　　（岡山L一刊行会昭49）所収

　　　　　　　　　　　　〈GB661－37＞

　○大陸戦火を顧みて、ヰ井進　『燦たり

　　石門幹候隊第11期甲種幹部侯補生の

　　手記』（東京　産業新潮社　昭57）所収

　　　　　　　　　　　くGB554－1321＞

　○戦場の父より　無名兵士の手記　ある・

　　未完の遺書　津山章作　春日部　ヤンtt

　　グ友め社，・昭53294P・〈KH639一・461

　歩111連　54師（兵）姫路　チェジャン

　　（兵10112）・

　☆歩兵第百十一聯隊史　姫路一編纂

　委員会　昭52　515回忌　　　〈未所蔵〉

◎あ・兵庫兵団　神山参二　神戸　のじ

　ぎく文庫、昭44』209p　〈GB544－17＞

◎岡山県郷土部隊史、岡山県　岡山、國一

　一葦［J．fi会　　日召41．1028p　　　　　　　　1

　　　　　　　　　・　〈396　．　21－05340＞

◎第二十八旧史　土屋三十　大磯町，（神

　奈川県）シッタン三三52．18知
　　　　　　　　　　　〈GB611－103＞

◎姫路中部第四十六部隊を母体とする諸

　隊め状況　「歩兵第三＋弗聯隊史』（姫

断鞭賛戦勲誰。1＞

歩112連・55師（壮）・1穐プノンペン，

（壮8415）

◎パゴタに捧ぐビルマの夕映え　丸亀

　香川ビルマ会　昭47520p

　　　　　　　　　　　　〈GB544－43＞　，

6タイ・仏印方面部隊略歴　東京　厚生

　省援護島　昭36540p　〈AZ663－61＞

◎第四十師団（鯨部隊）第五十五師団（楯

　部隊）戦史概要・大野広一　〔高松ユ

　〔戦史刊行会〕昭44’73p

　　　　　　　　　　　’　〈GB544－18＞

○戦死　高木俊朗　東京　朝日新聞社
　白召42　374p　　　『，〈915．9－Ta196s＞

歩113連・56師（竜）福商　チェンマイ

　（竜6734）

☆ああ三三公路　ビルマ従軍　福岡　興

竜会（元歩蝉τ一聯三三58
　518p　　　　　　　　　．＜GB554－1『53＞，

◎ビルマ従軍　波乱回顧　株井秀治　福

　岡　県，興竜会本部．昭32．440p

　　　　　　　　　　　　＜GB554－22＞

一　40　一一一
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ρ面訴の賦第2巻日召欄田浦彫◎ビル布音二二三二生蜜
綱北部九州郷土部隊史料保存会　護三三36珊　くAz663－56＞

◎翻鍵三隅蝦蹴ρ壽榊良俊轟く融灘
　昭49394p　　　　　〈GB611－29＞　○死の筏　ミイトキナリ激戦　藤野英夫

鴫マ欝辮東繍謙勅R出版昭4730裟H、66－37＞

1鷲媚∴驚鱗19瀬轡諺環∵
往来三三44265P〈GB544ム22＞・あ蘇脚回顧榎本宏浦和昭45

0異域の鬼　拉孟全滅べの道，品野実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　317p　’　．　〈GB554－120＞

春の面内場米次郎禅丸善神戸・・イラワジは過巻1とも伊醗東

昭和出版日?E　S9　，32’p〈GBSS4－17。41駒男石和叫梨県）1簾8臨〉，，

9悲風ビルマ戦糠井重夫東旙「・シンガポール戦記、荒井三男勅

・ビ・磁場翁人水上塩素下島詰牢t15逝1畦）高崎ウエワク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（基2804）　駒男　石和町（山梨県）昭60240p

　　　　　　　　　　　　〈GK85－125＞　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．◎東離ヨーやア方面部隊・睡東京．

◎欝篇灘熱感三栄pa版社’HB45　277p〈GB5S4：　t　62＞

HB53　552P　・脚∴野，



　ニアの死闘　宮下正男　『前橋陸軍予

鰍酵校輯記』（棘．相騙会日雀
　SS）所収　　　　　　．〈GB554L915＞

○第八十一号作戦と敵戦力吸収作戦　前

　原藤司　〃　　　　　　　　　　　．〃

○留魂の詩　東部ニューギ：ニア戦記J堀

　江正夫　東京　朝雲新聞社．招57

　324p　’〈GB554－1399＞
○ニューギニア戦記　越智春海　東京

　図書出版社　昭58　254p

　　　　　　　　　　〈GB554T1381＞

・南＋字星や錆奉鵬誠前橋
昭60．205P　、・・．〈整理中〉

歩116連　13師（鏡）　新発田　三山

　（鏡6806）

粛歩兵細帯十六聯隊概史　中国大陸にお

　ける聯隊のあゆみ　大坪進’東京　原

　書房　昭49331p　　〈GB611－85＞
◎散華の栄光’ ｼ田昭次　新発田　新発

　田古地図等刊行会』昭581174p．

　　　　　　　　　　　〈GB611－61＞

歩117連　59師（奥）ト秋由　篠栗

（奥7217）・，

◎内地転用部隊略歴　東京　厚生省援護

局　　　t．t〈未臓！

歩1聴43師（誉）鯛サa　 　’eン島

　（誉11933）

◎中部太1iz洋方面部隊略歴　東京淳生

　離断：護局　昭36　88p　　　ぐ未所蔵〉『

◎豊橋歩兵第十八聯隊写真集　東京　国

　書刊行会　昭56253p〈GB661一一一235｝

○悲劇のサイパ≧島　珊江一芳孝車京

　原書房　昭42267p〈393．2－H664h＞

歩119連　53師（安）敦賀　』パプン

　（安10020）

☆死闘ビルマ　敦賀歩兵第百十九珈隊ビ

　ルマ従軍回想録　鯖江　　　’編纂委貝，

　会昭561131P・＜GB554－1185＞
◎敦賀聯隊回想録　大恥　　　編集事務

　局昭57736P　〈GB6i1－178＞
◎敦賀連隊史　敦賀連隊史蹟保存会　昭

．39　300p　　　　　　　　　〈未所蔵＞

6防人嘩悲運の京都兵団三三ビ

　ルマ編　京都　京都新聞社　昭58

　531p　〈GB544－66＞
○ビルマ最前＝線　1　宮部一．三　東京

　叢文社　昭55’280p　〈GB554－939＞．

○ビルマ戦場日記　小林育三郎・東京

　．叢文社　昭56281p　〈GB554－1115＞

⇔パコダの丘で　杉森卯太郎　成甲　昭

　56　537p　〈GB544－100＞
Q軍旗甘ルマに燃ゆ　宮部一三　『太平

　洋戦華ドキュメンタリー第22，23巻』

　（東京　今日の話題社　昭45）所収

　　　　　　　　　　〈393　．　2－Ta1642＞

歩120連　116師（嵐）福知山’宝鐸

　（嵐6212）

、☆嵐兵団歩兵第百二十聯隊史　血涙の記

　録　上・下　和田健男　　　〈未所蔵〉

◎福知山黒蝿紳山一愚行会
　昭50，655p　　　　　　　〈未所蔵〉

◎中支那方面部隊略歴（その五）　東京

聯臨画52ゑZO6齢
○死の反転森金モ秋東京－三社－
昭55574P．　＜GBらゴ・4216＞

一42一



○火の谷　日中戦争最前線　市川宗明

　東京　一文社　昭54549p’

　　　　　　　　　　　〈GB554－794＞

歩121連　54師（兵：）　鳥取　チ、エジヤン

　（兵10113）

☆渦巻くシッタン』鳥取歩兵第121連隊

　史　鳥取　日本海新聞社　昭44

　494p・　　　　　　　　　〈未所蔵〉

◎鳥取聯隊写真集　鳥取、　』編集委員

　会　昭56　318p　，　・ 　〈未所蔵〉

◎岡山県郷土部隊史　岡山県　岡山　一

　一案［J　／了会　　日召41　1028p

　　　　　　　　　　＜396．21－05346＞

◎第二十八軍史　土屋英一　大磯町（神

　奈川県）　シッタン会昭52　184P

　　　　　　　　　　　〈GB611－103＞

◎私たちのビルマ戦線従軍記録　第五十

　四師団歩兵第百ゴ十一聯隊第九中隊史

　信原和知　鳥取　昭52　84p

　　　　　　　　　　　」＜GB554－959＞

○歩兵第百二十一聯隊行動概要　集結完

　了より復員完了まで古谷英夫．『学

　徒兵わkら』（東京　久士南鳳会　昭’

　59）所収　　　　．　’〈GB554－1724＞
○バンブーの国ビルマ憶い出すま・　遠

　藤勝1・〔宇部〕昭55、134p

　　　　　　　　　　　．〈GB554；947＞

○南国道中記　北尾実　姫路・昭52

　95P　，　〈GB554－550＞
Q明日なき道を生きぬいて　ビルマ出征

　兵士の証言記録　創価学会青年部反戦

’出版委員会　東京　第三文明社　昭59

　269p　〈GB554－1694＞

歩122連65旅（夏）松山　マーシャル
　群島　’〈夏9852，昭18解隊）　　，　1

◎比島に於ける一二二連隊　一二二連隊

　会『パターン・ラバウル夏部隊の足『

一跡』（福山　夏友会　昭56）所収

　　　　　　　　　　　〈GB544－114＞

○パターン戦　戦争と人間の記録　御田『

　重宝　東京　現代史出版会’昭53

　294p　〈GB554T637＞
○ヤルート戦記　その苦闘と鎮魂の書

　ヤルート戦友会　名古屋’黎明書房，

　昭60　367p　　　　　．≦GB541－180＞

歩123連　46師（静ジ熊本　ジョホール

　！s’一ノレ　　（青争11962）

◎熊本兵団戦史　熊本　熊本日日新聞社

　昭40　3冊　　’「　〈396．21－Ku553＞

・◎兵旅の賦・第2巻昭和編　案浦照彦

　福岡　北部九州郷土部隊史料保存会
　昭53’S52p　　　　　　’＜GB61．1－130＞

○蓮田中尉のこと　石井純雄　『学徒兵

　の手記　バードII』（東京　仙台陸軍予

　備士官学校第十一期生同期会　昭60）

　所界　　．　　　・　　　　〈整理中〉

○陣中日記・をらびうた蓮田善明東

　京　古川書房　昭51　316P

　　　　　　　　　　　〈KHI19－131＞

○戦陣と軍靴　陸軍・歩兵部隊1通信兵

．1の足跡　片三部実　〔延岡〕　昭59

　214p．　．　〈GB521－370＞．

歩124連　31師（烈）福岡　モrルメン

　．（烈8906）

《》郷土部隊戦記1杉江勇　福商　一一刊

　三会　昭37345p　〈393．2－Su721k＞

◎福岡聯隊史　杉江勇　東京　秋田書店

　昭49　394p　　　　　　　〈GB611－29＞

◎兵旅の賦　第2巻昭和編　二二照彦

一43二



、福商　北部九州郷土部隊史粒保存会

　昭53　552p　　　　’　〈GB611－130＞

○三三支隊の死闘　川1口清健　91実録太

　平洋戦争第2巻』（東京　中央公論社

　昭35）所収　　　　　　〈210　．　75－Z32＞

Oガダルカナル戦記亀井宏東京光
　人馴昭55　3冊．　〈KH243－58＞
○ガタルカナノレ辻政信．．東京　河出書

　房新社　昭50251p、〈GB554－334＞．．

○死の島ガタルかナル西野源　東京

’鱒書房　昭31226p〈915．9－N821s＞

○最悪の戦場に奇蹟はなかった　高崎伝

　東京　光人社　昭49　325p幽，

　　　　　　　　　　　〈GB554－268＞

○南海の墓標　佐：藤二郎　仙台　河北新

　報社．昭38’285p　〈915．9－Sa929n＞

○ガダルカナル　生残った者あ記録　福

　岡　ガ三会　昭47179p‘

　　　　　　　　　　　〈GB554－1104＞

○ガダルカナル　五味川純平東京　文

　芸春秋　昭55313p　・〈GB541－121＞

○ガダルカナル越智春海　卑京　図書

　出版社　日召49278p　＜GB541一一：66＞

○死闘ガダルカナル　「転進」という名の

　退却　高崎信　『証言・私の昭和史第3

　巻』（東京　学芸書林　昭44）所収

　　　　　　　　　　　　〈GB511－1＞

○インパール進攻の夢破れて　軽部茂則

　東京　日本ビルマ文化協会関東支部

　昭53　293p　　　　　’　＜GB554－700＞

○インパール　ある従軍医の手記　軽部

　茂期．『東京　現代史出版会　昭54

　238p　〈GB554－750＞
○日中戦争日記　村田和志郎’東京　鵬

　和出版社　昭59弓60　5冊

　　　　　　　　　　　〈GB521－316＞

○従軍回想録　国擁　第3巻　田中正木，

　東京　世羅社tt昭与8　333p

　　　　　　　　　　　〈GB521－198＞

○人間の限界　小尾靖夫＝『実録太平洋

戦争第2巻』（東・京　中央公論社　昭

”一’”　35）所収　　　・　　〈210．7S二Z32＞

○わが聯隊砲と共に　イラワジ河会戦記

　谷口淑夫　『前橋陸軍予備士官学校戦

　記』（東京　相馬原会旧召55）所収

　　　　　　　　　　　〈GB554－915＞

’歩125連・88師（要）旭川　樺太

（要2．232）

◎北海道関係諸兵団概史　第八十八師団

　（要兵団）　示村貞夫　『旭川第七師団丑

　．（旭川　総北海出版部　昭59）所収

　　‘　’〈GB611－228＞

歩126連『68旅（星）　公主嶺　レイテ

（星10005）

○レイテ戦記　大岡昇平　東京　中来公

　三社「昭46695，38p〈KH479－15＞

○レイ、テ作戦の記録1田中賢一　東京

　原書房　昭55229p　・〈GB554－891＞

歩128連．幽53師（安）京都　パプン

　（安10021）

☆私たちのビルマ戦記　「安」歩兵一二八

　連隊回想録　京都　・一・二八ビルマ会

　昭55　809p層、　　　．〈GB554－956＞

◎防人の詩　悲運の京都兵団証言録　ビ

　ルマ編　京都　京都新聞社　昭58

　531p　’　・　，〈GB544766＞
○ビルマ戦線での死闘　伊藤延男　『前

　橋陸軍予備士官学校戦自己』（東京　相馬

　原会　昭55）所収　・’tt＜GB554二915＞．

○硝煙のビルψ戦線　前線軍医あ肉欲の

一44一



』記録　渡辺吉央　東京　旺三社』昭58

　230pi　〈GB554－1369＞
○ビルマの熱風　青春の戦歴　足立俊夫

　京都　嵯峨野書院　昭60・332P

　　　　　　　　　　　〈GB554－1886＞

Qアーロン収容所西欧ヒューマニズム

　の限界　会田雄叫　東京中央公論社

　昭37　235p　　　　　．＜915．9一‘A．　245a＞

歩129連　42師（勲）　若松　千島

　て勲1190き）

◎鳴呼中千島　東京　申千島方面戦没者

　慰霊碑顕彰会　昭54246p　〈未所蔵〉

ゆ三二関係諸兵団旧史第四＋二師団
　く勲兵団）　示村貞夫．『旭川第七師団』

　（旭川　総北海出版部　昭59）所収

　　　　　　　　　　　〈GB611T228＞　’

◎若松聯隊写真集一東京　国書刊行会

昭5325gP　　〈GB61i－102＞・1

◎若松聯隊回想録　星半三郎　会津若松

　若松聯隊記念事業実行委員会．．臼召4’2

　397p　．　・一　〈GB611－144＞

『歩130連　42師（勲）　仙台　午島

　（勲11904）

◎鳴陣中千島　東京　中千島方面戦没者’

　慰霊碑顕彰会紹54　246p　〈未所蔵〉

◎北海道関係三兵三三史　第四十二師団

　（勲兵団）　示村貞夫　『旭川第七師団』

　（旭川　総北海出版部　昭59）所収

　　　　　　　　　　　〈GB611－228’〉

○北方の海底に眠る，日蓮丸　佐藤正逸

　『雲はか2らず』（〔気仙沼〕　戦争体験

　を記録する会　昭59）所収、

　　　　　　　　　　　〈GB554r1904＞

歩畿。、ll騨弾賊

◎新編郷土兵団物語　松本政治　盛岡，

岩欄社昭49386PくとB6、i一，1＞

○重慶攻撃隊　弾部隊戦記　近藤宏　八

　戸　デーリ東北新曝露　昭57245P．・

　　　　　　　　　　　〈GB544－116＞

Q弾部隊始末私記　二幕僚書記の回想’

　木村馨　弘前　北方新社　昭57

　183p　・’　〈GB554－1726＞

歩132連　57師（奥）秋田　篠栗

　（奥7232）

○銃と筆と麦那事変層陣中手記　小林雄

　二郎　白鷹町（山形県）、十王戦友会

　日召49　124p　　　　　　　〈GB554－293＞

歩133連．116師（嵐）津　宝鐸

　（嵐6214）

☆歩兵第百三十三聯隊史　嵐六ニー四部

隊阿児剛三重県）一三三会昭48

　1000p，　〈GB611－31＞
◎中支那方面部隊略歴（その五）東京，

罪聯聯．52ゑZ663二66＞

○わる兵士の手甲　かかや中隊長ありき

　宮前鎮男　東京　芙蓉書房　昭42

　412p　，　〈915．9rM629a＞
○火の谷層日中戦争最前線　市川宗明

　’東京　三文社　昭54549p
　　　　　　　　　　　．〈GB564二794＞

・箪嘱市川錦繍三文社

セ45一



　昭59　378p　　　　　　＜GB554－1707＞

○野鳩官「黒瀬大佐の場合」松川文吾

　奈良　、昭5529p　　〈GB544－105＞

○攻城　日中戦争最前線　森金千秋　東

　京　叢文社　昭54445p

　　　　　　　　　　　〈GB521一＝一180＞

歩134連　72師（伝）・仙台　福島・

　（イ云3373）

◎ふくしま戦争と人間　7　痛恨編　福・

　島福島吟友新聞社昭57454P

　　　　　　　　　　　〈GB541－134＞

歩135連　43師（誉）　名古屋・サイパン
　　　　　　　　　t．　x
　島（誉11934）

◎中部太平洋方面部隊略歴　東京　厚生
’省援護局　昭36　88p　　　〈未所蔵〉

』○悲劇のサイパン島・堀江芳孝’東京

　原書房　昭42267p〈393．2－H664h＞

○烈日サイパン島　白井文吾　東京　東’

　京新聞出版局　昭54　297p

　　　　　　　　　”　〈GBs41－117＞・

歩136連　43師（誉）　岐阜サイパン島

　（誉11935）

《）中部太平洋方面部隊略歴　東京　厚生

　省援護局　』昭36　88p　　　〈未所蔵〉

◎太平洋戦争間における鯖江駐屯地関連一t

　三三　『鯖江歩兵第三十六聯隊史』一（鯖

　江　鯖江歩兵第三十六聯隊史蹟保存会『

　昭51）臼取　　　　　　　〈GB611一［70＞

○悲劇のサイパン島　堀江芳孝　東京
　原書房　昭42267p〈393．2－H664h＞

○増兵記　サイパン投降兵の手記　山内、

　武夫　東京．大月書店　昭59，’318P’

　　　　　　　　　　，〈GB554－1593＞

歩137連　104師（鳳）　大阪　恵州1

　（鳳8972）

－☆南支の歩み　浜松　原型　昭42

　216p　　　．　　　　　　〈未所蔵〉

◎第五中隊　仲谷勝馬，申塚興治．大阪

　タイムス　昭56　 、　242p

　　　　　　　　　　．　〈GB554－1026＞

○戦記　ハイビスカスの詩　大上治明

　東京　サクラ経営研究所　昭54　2冊

　　　　　　　　　　　〈GB554－867＞

歩138連　31師（烈）奈良　モLルメン．

　（烈10353）

☆烈百三八ビルマ戦線回顧録　大和郡山

　一三八ビルマ会　昭511093p
　　　　　　　　　　　　〈GBs44－64＞

◎防人の詩・琴運の京都兵団1証言録　イ

　，『ンパール編　京都　京都新聞社－昭54・

　．560p　〈GB544－66＞
◎ビルマ方面部隊略歴　東京　厚生省援

　護局　昭36　2冊　　、〈AZ663－56＞．

Q烈風　新発掘イシベール最前線　川北

　恵造　東京　叢文社　昭58　314p

　　　　　　　　　　　〈GB544－125＞　’

○コヒマ戦記　大乗弘煕　松阪　光書房

　’昭53　559p　　　　　　　〈GB544－76＞

○鬼芙のコヒマ　今西藤一郎　『太平洋

　戦争ドキュメンタリー第11巻』（東京

　今日の話題回避43）所収’

　　　　　　　　　　〈393　．　2－Ta1642＞

○靖国街道　ゴ早医のザルマ戦回想　中

　野信夫　京都　京都社余労働問題研究

　所昭52242P，〈GB554「498＞
○揚子江日中戦争参戦破門川北恵幽

一46一



．造　大阪　サンケイ新聞社特別開発室

日言54　402p　　　　　　　＜GB521－204＞

歩139連　1io師（鷺），姫路　河南

　（鷺3908）

◎岡山県郷土部隊史　岡山県　岡山　一

　一思［J　／了会　　日召41　　1028p

　　　　　　　　　　〈396　．　21－0534b＞

◎続あ・・兵庫兵団．神山参二．神戸　の

　ぐぎく文庫　昭45192p

　　　　　　　　　　　　〈GB544－17＞

◎姫路中部第四十六部隊を母体とする諸

　隊の状況L『歩兵第三十九聯隊史』（姫

　路　　　軍旗奉賛会．昭58）所収、

　　　　　　　　　　　〈GB611－201＞

歩140連　71師（命）’旭川　台南

（命13299）

◎鳥取聯隊写真集　鳥取　　　編集三三

　会　昭56　318p，　　　．〈未所蔵〉

．◎北海道三三諸兵団旧史　第七十一師団

　（命兵団）　示村貞夫　『旭川第七師団』

　（旭川　総北海出版部　昭59）所収

　　　　　　　　　　　　〈GB611－228＞

○新京　佳木斯　そして台湾へ　赤松憲’

　一　『白雲悠々　新京陸軍経理学校満’、

　州第八一五部隊第八期生卒業四十周年

　記念文集』（〔大阪グ第八期生緑園会

　昭60）所収　　　　　〈GB554－1890＞’

○悪運強きロクさんの記　四方川太郎

　ノ1　．　　　　　　　　　　　　　’　　　　〃

　福山　夏友会　昭56　694P

　　　　　　　　　　　〈GB544－114＞

◎福山歩兵第百四十一連隊第一中隊史

　福山第一中隊戦友会　昭57283P　i

　　　　　　　　　　　　　　〈未所蔵〉

○バターT一ン戦「戦争と人間の記録　御田

　重宝　東京　現代史出版会’昭53

　294p　〈GB554－637＞
○郷土部隊その三三の日々’ 沁R出征兵

　士の証言　創価学会青年部反戦出版委

　員会　東京・第三文明社　昭58

　168p　，〈GB554－1476＞

歩142連　65旅（夏）松江．ルソン島

　（夏9854，昭18離断）

☆秘録比島作戦「ルY．ン」の苦闘　藤田相

　吉　鳥取．歩一四二刊行会　昭48

　559p　’一　〈GB554－20Q＞
◎比島に於ける一四二連隊　一四二連隊

　会『バタLン・ラバウル夏部隊あ足

　跡』（福山　夏時会　昭56）所収

　　　　　　　　　　　〈GB544r114＞

◎歩兵第六十三聯隊以外の部隊三郷土衛

　戌部隊　1歩兵第六十三聯隊史』（松江

　一刊行委員会’昭49）所収

　　　　　　　　　　　．　〈GB611－32＞

○パターン戦　戦争と人間の記録　御田

　重宝　東京　現代史出版会　昭53

　294p　〈GB554－637＞

歩143連　55師（壮）徳島　ラングーン

（斗士8416）、

歩1’41連・65旅（夏）福山　ニュー7“’リ、、・☆歩兵第百四十三聯隊史　徳島　歩兵第

　テン島　（夏9853）　　　　　　　　　　　百四十三聯隊戦友会　昭57　756p

　　　　　　　　f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜GB544－110＞

☆パターン・ラバウル　夏部隊の足跡’◎大東亜戦争体腔記　パゴダに祈る　三

　　　　　　　　　　　　　　　　’一　47・一



河田鵤三三琶，レマ会1召36一題社昭47272p，〈GB554一・94＞

495P　　’〈915．9－M465P＞b弔鐘旦鳥阯まず輔二三栄光と終

　部隊）戦史概要大野宏一　〔高松〕　　324p　　、　　　＜GB554二1399＞『

　〔戦史刊行会〕　昭44・73P　　　　　　　Oニューギ三回戦記　越智奉海　東京

　　　　　　　　　　　〈GB544－18＞　　届書出版社　昭58、254p　’

○謡輻鼠講諜。態滅の一宗添削翻義
出版センタ紹5141蕊554－5。5＞搬無喰出膿黛東禦

Q糊聴嚇霧磯測温E9・17）・FJi’．KGBss4一・2s6＞　一

帝日騨1解5瓢一T。i642＞・・銅磁46師（静）麟硫継

◎第四＋師団（鯨部隊）第五＋五師団（楯・◎一頭第2巻昭和編’二二彫

部隊）鞭一一宏一〔高松〕、一命九州郷土部駿二野会

　の記録　御田重宝　東京　現代史出版　　○砿黄島　ああ！栗林兵団　舩坂弘　東‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　一・48　一　，



＠平門の賦　第2巻昭和編　二三照彦

　福岡　北部九州郷土部隊史料保存会

　昭53　552p　　　　　、　〈GB611－130＞

、◎竜兵団第十一中隊斯く戦えり　、比島・

　蘭印諸島・ビルマ・雲南戦線　富崎勝

　次長崎’昭57－223p＜GB544－115＞

○菊と竜　相良俊輔　東京’光人社　昭

　47　279p　，．　〈GB544－35＞

歩147連　46師（静）都城　ジョホール
　・ノく一ノレ　　（静11964）

《》熊本兵団戦史　熊本　熊本日日新聞社

　昭40　3冊　　　ダ396　’・　21－Ku5与3＞

頸》兵旅の一望2巻昭和編　案浦照彦

　福岡　北部九州郷土部隊史料保存会

　昭53　552p．　　　　　　〈GB611－130＞

◎鄭土部隊奮戦史平松鷹吏　天分　大’

　分合同新聞社　昭58・・834p　’

　　　　　　　　　　　〈GB51’1－137＞

，（》大分聯隊写真集　東京　国書刊行会
、』’ ｺ53　272p　　　、　　・〈GB611－236＞

9弾丸の献る軍服． √雛Y東京実
　業平日本社’昭58　129p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1531＞

tt 烽P48連　56師（竜）　久留米　チェンマイ

　．（竜6736）’

○断作戦　古山高麗雄　東京　文芸春秋
　日召5’7　　323p　　，

歩149連　61師（鶏）

　（至鳥3063）

、＜KH1ρ1マ204＞

甲府上海

◎兵旅の賦第2巻昭和編二言照彦
　福岡　北部九州郷土部隊史料保存会

　、昭53　552p　　　　　　〈GB611－130＞．、

◎ビルマ方面部隊略歴　東京　厚生省援

　護局昭36　2冊　　〈AZ663Ls6＞
・○菊と竜’ 蒲ﾇ俊輔　東京　光人社昭

　47　・279p　〈GB544－3，5＞
○ビルマ方画軍　楳本捨三　東京　経済

往門門44　・26！p〈GB544｝22＞．

◎戦記甲府連隊　山梨・神奈川出身将兵．

　の記録樋貝義治東京サンケイ新
　聞社　昭53618p　’〈GB611－208＞

ζ）甲府聯隊写真集　東京　国書刊行会tt

　昭53．235p　　　　　　　〈GB611－107＞

◎東京兵団　畠山清行東京　光風社叢

　店昭51　2冊　　、　kGB511－58＞

◎中支那方面部隊略歴（その二）東京

　厚生雀援護局　昭36　860p

　　　　　　　　　　　〈AZ663－66＞

0小原隊従軍記’小原喬松　東京　潮汐

　社　昭57、194p　．　　〈GB521－272＞

◎続小原隊従軍記　横浜　小原会出版部

昭59318p　t．’t＜GB52・一272＞

季150連52師（柏）騨・ト、㍗ク皐
　（才白4656）

◎長野県郷土部隊の記録　松本歩兵第五

　十聯隊・松本歩兵第百五十聯隊写真集
，・’ ｼ本　郷土出版社　昭55　223p

　　　　　　　　　　　，　〈GB611－159＞

◎松本連隊の最後「山本茂実　東京　角

　川書店　昭53』384p　〈GB554一一L－603＞

◎歩兵第百五十聯隊　『歩兵第五十聯隊

　史』（東京　　　刊行会　昭59）所収

　　　　　　　　　　　〈GB611－222＞

9南漢の星あ瀬本EE＋聯隊立野
　下下　立科町（長時県）柏4656部三三

　二二戦友会　昭50　156p

　　　　　　　　　　〈GB554－1382＞
○飢えと炎の島トラック島　長野県出征

一49一



兵士の記録　創価学会青年部反戦出版

　委員会　東京第三文明社　昭54

　294p．　／　〈GB554－874＞

歩151連53融）、津・プン’
A

　（安1qo22）

☆歩兵第151聯隊史　悲劇の運命　伊勢

　一一刊行会　昭52．630p　ぐ未所蔵〉
◎防人の詩　悲運の京都兵団証言録　イ

　ンパール編　京都　京都新聞社　昭54

　560p・　〈GB544－66＞
9”ビルマ編”∵召58　531P，

歩152連’・72師（伝）　申形　福島

　（伝3374）

◎ふくしま戦争と人間　7　痛恨編　福‘

　島　福鼻民友新聞社　昭57454p

　　　　　　　　　　　・〈GB541－134＞　．

歩153連49師（狼）京城モールメン

　（狼18703）

◎螺三三聯。野脚一
　　　　　　　　　　〈396．21二〇5340＞

◎ビルマ方面部隊略歴．東京　厚生省援：

　護局　昭362冊　　　〈AZ663－56＞

○ビルマに征きて　鎮魂の紙碑　中村町

　二男　大阪　昭58　134p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1596＞

歩154連　541而（兵）』岡山　チェジャン

　（兵10114）

☆歩兵第百五十四聯隊史　ビルマでの戦

蘭の実相と燃・酵岡山一編纂
　委員会　昭56839p＜GB554－1090＞

☆歩兵第百軍十四連隊戦史略　岡山　宮

　下迫　昭40　80p　　　　　：〈未所蔵〉

◎岡山聯隣写真集　東京　国書刊行会
’昭53　230p　　　，　　〈GB61i－115＞

閥燐騰28轡岡山一．
　　　　　　　　　　〈396．21－05’340＞

◎南方方面部隊略歴第．1回追録東京
　厚生省援：護局　昭37’485p

　　　　　　　　　　　　〈AZ663－62＞
◎三飯部隊の概況　『歩兵第十聯隊史』

（岡山一三三会1日召49） 墲U、1－37＞

◎第二二八旧史　三三英夫　大磯町（神

　奈川県）・シッタン会　昭52184p

　　　　　　　　　　　〈GB611－103＞

○はだしの行軍六〇〇里　浅野富雄　東

　京原書房昭45161p　〈GB554－60＞，

Q全滅　高木俊朗　東京　文芸奉秋　昭
　43　319p　E・　〈915．9－Ta196z＞

歩155連　72師（伝）．若松　福島

　（伝3375）’

◎若松聯隊写真集東京－国書刊行会．

　昭53・259p　　　　　　　〈GB611－102＞

◎若松聯隊回想録　畢半三郎’会津若松

　若松聯隊記念事業実行委員会　1召42

　397p　’　’〈GB611－144＞
◎ふくしま戦争と人間　7　痛恨編　福

島．鶴民嫡蹴町454P
　　　　　　　　　　　　〈GB541－134＞．

○主春町駐屯　保幻秀一　『前橋陸軍予

　備士官学校戦記』（東京　相馬町会　昭

55）所収　　ttt・〈GB5／L4’　一：一9・5＞

；　50　一一



歩157連　61師（鶏）佐倉　上海

　（至鳥3064）

☆福井部隊の血戦記石橋正一　千葉

　千葉日報社　昭38　304p　　〈整理中〉

◎佐倉聯隊写真集　東京　国書刊行会

　昭54　220p　　　　　　＜GB611－123＞

◎東京兵団　畠山清行．事京　光風罫書

　店　昭512冊　　　　＜GB511－58＞

総鞭∵甲、＄

◎鳴呼中千島、，東京　中千島方面戦没者

　慰霊碑顕彰会　昭54　246P　〈未所蔵〉
』◎北三関三三兵団澱第四＋二師団

一《勲兵団）　示村貞夫　r旭川第七師団』

　（埠川　総：北海出版部　昭59）所収

　　　　　　　　　　　　くGB611「228＞

◎散華C7S栄光一松田時次　新発田　新発

　田古地図等刊イ÷会　昭58　174p

　　　　　　　　　　　　〈GB611－61＞

歩161連104師（鳳）和歌山蜘卜1

　（鳳8963｝

☆歩兵第百六十一聯隊史　和歌山・岐阜

　郷土部隊戦記　和習山『阪上節介昭

　45　340，73，31p　〈GB611－205＞
◎絆　第盲六十一連墜第九中隊燦たり

〔大蜘（岐阜県）〕第百六＋漣騨

　1九中隊戦友会　日召60　343p

　　　　　　　　　　　　〈GBs44－150＞

’○鳳兵団第一六一連隊の奮戦記　山田二

　郎　『岐阜県従軍回顧録・支那事変・大．

　．東亜戦争編第3巻』（岐阜　従軍回顧録

　編纂委員会　昭45）所収〈（｝B554－77＞

歩163連　110師（鷺）－’松江’河南

　（鷺3912）

◎鳥取三三真集鳥取　織委買

　会昭56318p　　《未所蔵〉
◎）岡山県郷土部隊史　岡山県　岡山

　　　刊行会　昭41　1028p

　　　　　　　　　　〈396　．　21－05340＞

◎歩兵第六十三聯隊以外の部隊及郷土衛

　戌部隊　『歩兵第六十三聯隊史』（松江

　一刊行委員会　昭49）所収

　　　　　　　　　　　　〈GB611－32＞

◎歩兵第百六十三聯隊第二中隊史　倉吉

　歩兵第百六十三聯隊第二中隊戦友会

　昭56　386p　　　　　　〈GB611－190＞

g北支派遣歩兵第百六十三連隊第四中隊

　史’米子　　　刊行委員会　昭52，・57

　2冊　　、　　　　　、〈GB544－109＞

・◎

T蕪灘鷲撫三野
　58　181p　’，’　〈GB544－139＞

○終戦秘話運命の点鐘　中谷寿雄
　『燦たり石門幹候隊　第11期甲種幹部

　候補生の手記』（東京　産業新潮社　昭

　57）所収　　　　　　‘，〈GB554－1321＞

灘撫り津灘≠繍蓉
　グ友の社　昭53294p〈KH639－146＞

耀罷7。1騨）鰍モガン

◎岡山縣土部隊野卑山県岡山一

→ij行平昭41．10 f6．21一。534。〉

◎ビルマ：方面部隊略歴　東京’厚生省援

　護局　昭362冊　　　＜AZ663－56＞

○ビルマ戦記　1￥cワ急ぐ若桜　「中野源平
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　神戸」’昭59　196p‘t・〈GB554－1823＞．

6ビルマ軍医日記鹿野幸彦　東京・叢

　文社’昭56328p　．〈GB554－1113＞

漏れ狼ビルマ最前象2福谷正典

　．東京　三文社　昭56　372p

　　　　　t　〈GB554－999＞’

歩170連　104師（鳳）篠山，ラバヴル
　（日召18角刈隊）　　　　　　　　・．

☆歩兵第二七十一聯隊・兵隊の綴る戦記

　納富寿生大沼経済ハイライト社
　昭60．295p　　　　　t，　〈整理中〉

蘇回盲七回忌中唐所蔵〉

◎あ・兵庫兵団　神山参二　神戸、のじ

　ぎく文庫　昭44’209p　〈GB544－17＞

◎篠山練兵場，神戸新旧丹波総局　神戸

　神戸糊出馳シター昭56228P
　　　　　　　　　　　，〈GB554－1253＞

0あ・第百七十聯隊第五中隊憶い出の戦
　．線写真集　篠山町（兵庫県）第五バイ

　・アス今　昭5663p　電子複写

　　　　　　　　　　　〈GB55471206＞

○あ・三水警備隊　中谷ム正，三田　昭

　47，492冊　　　　　＜GB541－i39＞’

歩171～i73趣・師（納）’三者β三訂，

無卦石彫内2876卜21781

歩177連　107師（凪）　弘前　イントール’

　　（凪2000i）

…☆満州第201部隊の悲劇　盛岡一満影回

　201音区隊痴言己干iJそi会　　．H召53　267p

　　　　　　　　　　　・〈GB554－729＞

◎最後まで戦った関東軍　第百七師団史

　太甲久雄棘大盤書店紹54．

　　　　　　　　　　　　　　　　t

　730p’r　〈GB544－79＞

歩1聴・・7師（凪）弾イントー・レ’

　（凪20σ02）「

☆；〇九戦友会（ズミレ会）会報・1～3号

　東京　〔すみれ会〕会報編纂委面会　昭

　51～S4　3冊　　　　〈GB554－1127＞

◎最後ま徽つた関東軍擶七師団卑
　太田久雄　東京　大盛堂書店㌦昭54

73Qp　，　〈GB544－79＞

霊鑑9講騨層．甑規
　（積15102～15104）

◎兵旅の賦　第2巻昭和編　案浦照彦：

　福岡　北部九州郷土部隊史料保存会

〔鋪連鈎「　〈rB∵0＞

ρ禦や照ヒ新雛油蝉9P足立．

　　　　　　　　　　　＜GB554－1301＞

歩196～198連7獅（怒）’名古屋，綱，

　岐阜　三三　（怒14303714305）

歩199’y201連84師（突）’ 搭ﾈ沢
　（突10133～10135）

◎岡山県i紙土部隊史　岡山県　岡山　一

系行今立41・10墲U．2f一。534。｝

季2・2－204連93師（決）富山・傘汎

　富山柏（決6663～6665）

歩210連32師（楓）扁一！レマへ9
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島（楓4254）

◎戦記甲府連隊　山梨・神奈川出身将兵

　の記録樋貝義治東京．サンケイ新

　聞社　昭53618p　．〈GB611－208＞

◎甲府聯隊写真集　東京　国書刊行会

　昭53　235p　　　　　　〈GB611－107＞

◎春島戦記　あ・モpタイ　，東京　モロ、．．

　タイ戦友会’昭52　594p

　　　　　　　　　　　〈GB554－753≧

◎インドネシや方面部隊略歴　東京　厚

　生省援護局　昭36643p〈AZ663－57＞

○漸鞍雨中戦　高村明．『太平洋戦争ド

　キュメンタリー第13巻』（東京　今日の

　話題社，昭44）弓取＜393・2－Ta1642＞

d増上寺の新兵物語　飯田邦光　東京

　直面社　日出59320p　〈GB554－1828＞

○大東亜戦争戦没岩本竜平追憶之記　歩

　兵第二百十聯隊第一吉田丸の遭難　岩

　本治郎　．〔東京〕　昭58　165p，

　　　　　　　　　，　〈GK66－46＞
○昔日の青春　高村．咀・『紫の絆』（町田

　保定磯村会　昭60）所収　．　〈整理中〉

歩21’1連32師（楓）、東京ハルマ／×．ラ『

　島　　，（楓4255）　　　’．

◎春島七言己あ・tu．タイ棘顔
’タイ戦友会　昭S3594p

　　　　　　　　　　　＜GB554－753＞

◎インドネシや方面部隊略歴’ 結栫@厚

　・生省援護局　昭36643p〈AZ663－57＞

歩212連　32．師（楓）佐倉　ハルマヘラ

　島（楓42与6）

◎佐倉聯隊写真集　東京回書刊行回

虫54220P　’，〈GB611－123＞

◎油島戦記　あ・モロタイ　東京ttモロ

　タイ戦友会　昭53　594P

　　　　　　　　　　　〈GB554－753＞

◎インドネシや方面部隊略歴　東京惇

　生省援護局　昭36643P〈Az663一57＞

○死んでたまるか　板倉薫　千葉　昭57．

　120p　・　’．　〈GB554－1555＞

歩213連　33師（弓）仙台　モ・・一一ルメン，

　（弓6822）

☆歩兵第二百十三聯隊誌　常澄村（茨城

　県）一編纂委員会昭57，1358p
　　　　　　　　　　　　　’〈未所蔵〉

ゆビルマ方面部隊略歴鯨厚生省援

　護局　昭362冊　　　〈AZ663－56＞

◎第四中隊戦史録　元三三三師団歩兵第

　4一三連隊（弓第六八二二部隊）　東京

　面面ー三連三三四三隊戦友会事務局

　昭52　325p　　　　　　’〈GB611－101＞．

○悲劇・’インパール作戦（1）昭和の二〇

　三高地・羽根田正明・砂川全道（対談）

　『証言・和の日召和史第4巻』（東京．学芸

　書林　昭44）所収　　　　｛GB511－1＞

○雲はかえらず　郷土の人びとが綴る戦

　争体験記、〔気仙沼〕戦争体験を記録

　す．6会1召59」056p〈GB554－1904＞

歩214連33師（弓）『若松　モールメン

　（弓6823）．

☆歩兵第二百十四聯隊戦記　宇都宮　一

　rwa委員会　昭491426p
　　　　　　　　　　　　〈GB611－44＞
’☆実戦インパール作戦『弓師団』作間聯

　隊の死闘　山之口甫東京展望社
　昭57　357p　　　　　　〈GB554－1331＞

◎若松聯隊写真集　東京’国書刊行会』

一　53’一



　、昭53　259p　’t　　』　〈GB611－102＞

◎若松聯隊回想録　星半三郎　会津若松

　若松連隊記念事業実行委二会　昭42

　397p　〈GB611－144＞
、◎郷土部隊三二己儲．鶴民友新聞社，

　昭39～403冊　　〈210．74－H814k＞

◎ふくしま戦争と人間　4　悪風編　福’

　島　福島民友新聞社　昭57　446p

　　　　　　　　　　　〈GB541；134＞

◎ビルマ方面部隊略歴　東京　厚生省援：

　穫局　昭36　2冊　　　’〈AZ663－56＞・

○インパール　高木俊朗　東京　文芸春

　秋昭43302p〈915．9－Ta196i　2＞

歩215連　33師（弓）高田　モールメン

　C弓6824）

☆歩兵ニーE聯隊戦記　中支作戦・ビル

　マ進攻作戦・イジベール作戦・イラワ’

　ジ会戦　北権村（群馬県）　　編纂委

　員会昭471325p　　〈GB544－46＞
◎ビルマ方面部隊略歴幽 結栫@厚生省援

　護局　昭36’2冊　　『〈AZ663－56＞’
1◎軍靴め跡　〔新潟）’i三三215三三1中

　二会　昭60401p　’　　〈整理中〉

◎歩兵第二r回忌第三中臓記1崎
　第三中隊戦記編纂委員会　昭54

　598p　1　”．　，〈GB554r825＞

．◎第九中隊戦記　歩兵第215聯隊　高崎

　　　編纂委員会昭49245P
　　　　　　　　　　　〈GBss4L，　297＞

．○インパーール作戦’その体験と研究　磯

　部卓雄　東京　磯部企画　中央公論事

　業出版（制作）　昭59　318p

　　　　　　　　　　　〈GB544－138＞

Q新しき国生み　ビルマ戦線従軍記　石

　川島良　高崎　あさを社　昭55302p’

　　　　　　　　　　　．　〈GB554－945＞　・

歩216連　34師（椿lI大阪、三江

　（椿6842）

☆歩兵第二百十六連隊史　大阪　　　編．．

　i纂委員会　昭52　543p’　、〈未所蔵〉

◎僚友部隊　『歩兵第八聯隊史』（堺』一

　一編纂委員会　昭S8）所収

　　　　　　　　　　　　〈GB611一，218＞

◎歩兵第三ー六聯隊第九中隊史　枚方

　恵会　昭56431p　　〈GB521－258＞

歩2’17連　34師1椿）『大阪　三江．

（椿6843）「、

◎中支那方面部隊略歴（その一一一一・：）東京，

　厚生省援護局　昭36　800p　〈未所蔵〉’

’◎僚友部隊　『歩兵第八聯隊史』（堺　一

　一一編纂委員会　昭58）所収

　　　　　　　　　　　　〈GB611－218＞

○死の反転　日中戦争最終戦’森金千秋

　東京　叢文社　昭55　374p

　　　　　　　　　　　　〈GB521－216＞

○火の谷　日中戦争最前線　市川宗明

　東京、叢記社　昭54与49p

　　　　　　　　　　　　〈GB554－794＞

歩218連　34師（椿），和歌山∫三江

　（椿6844）

☆歩泉第二首十八聯隊史」和歌釦　椿ニ

　一八会　昭58’439p　〈GB611－207＞

◎僚友部隊　『歩兵第八聯隊史』（堺　一、

　一編二言三会　昭58）所収
　　　　　　　　　　　　〈GB61i－218＞

歩219連　35師く東）’東京　’Yロシ

　（東2919）、
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姐で見る三三三五繭歩三二
　百十九聯隊の北支河南省進駐と豪旧地

　区に於て連合軍と交戦し勇戦した記録’

　斉藤貞二　札幌　目でみる聯隊刊行会

　’HU56　383p　〈GB544－96＞

・哩醸観嘉面驚略麻京

　　　　　　　　　　　　〈AZ663T－59＞

g毛海道関係諸兵団概史『第三十五師団

　（東兵団〉、示村貞夫　『旭川第七師団』

　（旭川　総北海出版部　日召59）所収

　　　　　　　　　　　　〈GB611－228＞

・◎小さな戦史　第三十軍師団歩兵第二百

　』十九連隊第三中隊の編成より終戦まで

㌃篇涯鷺札幌小謡趣旨蕊盆

鷲評（東）’　1ンl

tt☆T翻諜隊三論幽東京

　　　　　　　　　　　　〈GB611－182＞

tt

D《》戦記甲府連隊　山梨・神奈川出身将兵

　　の記録　樋貝義治　東京　サンケイ新

　　聞社　昭53618p　　〈GB611－208＞

　◎甲府聯隊写真集　東京　国書刊行今

　　昭53．235p　　　　　、〈GB611－107＞

◎臓藩講響棘
　　　　　　　　　　　　　くA，Z663－59＞

◎北海道関係諸兵団概史　第三十五師団

　　（東兵団）　示村貞夫　『旭川第七師甲』

　　（旭加　総北海出版部　昭59）所収

　　　　　　　　　　　　〈GB6．11－228＞

歩22薩3蜘卑）佐AeソP’／

卿911）

☆歩聯二右二＋嚇史出迎庭
爲野崎和光歩三襟ー今〈昭51未所蔵〉

◎佐倉嚇写真葉棘国書刊行会

　昭54　220p　　　　　　　＜GB611－123＞、

◎西部ニューギニア方面部隊略歴騨

　厚生省援護局　昭36．190p
　　　　　　　　　　　　〈AZ663－59＞

◎北海道関係諸兵団詩史　第三＋五師団

　（東兵団）示村貞夫　『旭川第七師団』

（旭川．絆Z版部鷲1聾8＞・

○私の従軍記　桑畑共助　『息め絆』（町

　甲　保定磯村会　昭60）所収く整理中〉

歩222連　36師（雪）　弘前　サルミ

　．（雪3523）

☆歩聯二二三更第三六回雪第三

　五二三部隊　盛岡　一編纂委員会
　昭54　886p　　　　　　　〈GB611－131＞

◎新編郷土宍団物語松本政治盛岡

　岩手日報社　昭49’386p

　　　　　　　　　　　　〈GB611－33＞

◎西部ニューギニデ方面部隊略歴　東京

厚生省聯，日l1619豊Z663－59＞

○草枕いくたびぞ　一兵士のニュ一華ニ

　　ア「ビブク鳥」戦記　門脇久雄，西脇

，5にすが書房昭5P惣554－1246＞

嚇初実は流れる横野寛r実駄

論逆撃東京く2盤濫
○ニューギニ三三の死闘知られ三
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　　　雪曇隊のてんまつ高欲＿大船渡

　　　騨脚企画部鷺諮7、6＞

　　○孤児と兵隊浅沼文夫　東京　笑蓉書

、　虚日召51225P．・〈GBSS4－43・＞

　　Q三十六年目の墓参　ニューギニア・サ

　　　ルミ1山形．雪部隊慰霊会　昭56

　　　188p　〈GB554－1150＞
　　○南洋の孤島“ビアク島”　鈴木正夫

　　　緊撫論議1』騨騨

　　　　　　　　　　　　　〈GB554－1904＞
　　O’故旧〔転進　第三十六師団潰滅への道

　　　程〕木村馨陣北方翻身59
　　　215p　，　．’　〈GB531T174＞

・歩E24癖聴伽ミ，

　　☆歩兵第二百±十三聯隊史、秋由　秋田

　　　県雪部隊親交三三55850P

　　　　　　　　　　　　　　　〈未所蔵＞
9新学土兵団物語松本政治『・盛甲

　　　岩手三社1召49386P
　　　　　　　　　　　　　＜GB611二33＞

　　○ニューギニア最後17）死闘．知られざる

　　　雪部隊のてんまつ　高谷太一・大船渡

　　　共和印刷出版企画蔀『昭58’257p’

　　　　　　　　　　　　　〈GB554－1716＞
　．〇三十六年目の墓参　ニュートギニア・サ

　　　ルミ湿雪三三艦会昭56
　　　188p　．　〈GB554－1150＞，
　℃故旧〔転選第三＋空々釘潰滅への道

－「

　　歩224連36師（雪）細サルミ

　　　（雪352S）

∴☆歩兵第224聯隊三三木一夫新潟．

　雪聯隊卑刊行会　1召48　680P〈未所蔵〉

◎新編郷土兵団物語・松本政治　盛岡．

岩手曜社、昭493S6b　・

　　　　　　　　　　　　〈GB611一：一33＞
◎西部ニユ＿ギニア抽部隊略歴東景

，・ ﾊ生省鰯脇惚Z663－59＞

○ニュー：一一一ギニア最後あ死闘　知られざる

　雪部隊あてんまつ　高谷太一　大船渡

　共1和印刷出刷企画部　日召58　257p，

　　　　　　　　　　　＜GB55471716＞

Q三十六年目の墓参　ニューギニア・サ

、il語形1．　r部隊三一5弾1、56＞

○離旧〔転進第三十六師団潰滅ぺの道’

魏P携弘前1慧町端
○戦塵の回り　桃井亀蔵　山形　共同出・

版’昭55345P畑551－P29＞

1歩墲R17師（留縫バ7コツ＞i

Q能本兵団戦史　熊本　熊本日日新聞社

　昭403冊．．　　，〈396．21－Ku553＞’

◎兵旅の賦　第2巻昭和編　欝病照彦

　福岡　北部九州郷土部隊史料保：存意
　昭53・552p、　　　　　『〈GB61’1一：一一130＞

◎タイ・仏印方面部隊略歴　東京　厚生

　．省援護局　昭36540p　〈AZ663－61＞

◎死戦の軌跡　歩兵第二二E聯隊第十中

　豊年、山崎順一郎　八代　十中隊戦友

余事務所昭59404P〈GB521－344＞

歩226遠藤冬）翻・夕rγクト
　（冬3544）
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☆想い出の記　詮方編’福岡歩兵第

　226聯隊戦友会　昭44　88p　〈未所蔵〉

◎熊本寡団戦史　熊本　熊本日日新聞社

　昭403冊　　　・　〈396．21－Ku553＞

◎福岡聯隊史杉江勇　東京　秋田書店

　昭49　394p　　　　　　　〈GB611－29＞

◎兵旅の賦　第2巻昭和編　三浦照彦

　福岡　北部九州郷土部隊史料保存会

　昭53　552p　　　　　　　〈GB611－130＞．

＠タわ仏印方面継・纒東京厚生

　省援護局　昭36540p　〈AZ663761＞

◎紛聯隊写真集東京国書刊行会

　、昭53　272p　　　　　　、〈GB611－236＞

、歩227連　37師（冬）　鹿児島　バンコツ『

ク（冬3S45）

◎熊本兵団戦史　熊本熊本日日新聞社tt
　昭40　3柵　　　　．　＜396．21－Ku553＞．

◎兵旅の賦　第2巻昭和編　留浦照彦

　，福岡　北部九州郷土部隊史料保存会

　昭53・552p　　　　　　〈GB611二130＞

◎タイ・仏印方面部隊略歴’東京・厚生

　’省援護局　昭36　540p　〈AZ663－61＞

○三兵越南に下る　大陸縦断一万キロ

　村上武男　『雲は々えらず』（〔気仙沼〕

　戦争体験を記録する会㌧昭59）所収

　　　　　　　　　　　〈GB554－1904＞

歩228連38師（沼）名握rスマル

　ク群島　（沼8924）

☆歩兵第二二八聯隊史．名古屋　一一刊’

　行会　昭48474p　　　＜GB544－49＞

◎第38師団歩兵第228聯隊歩兵砲隊昭和『

　16年徴集現役兵の足跡　名古屋　昭和

　i6年12月1コ入営40周年記念帰還向年

　’兵会　昭56　437p　　　〈GB544丁95＞

○従軍の想い出’下巻　岐阜　従軍回顧

　録刊行会．昭48432P〈GB554－620＞

○栄光よ永遠に　人間若林大尉の生涯

　下山田行雄　身延町（山梨県）望丹花．

　子　弘文社（製作…）昭59266p

　　　　　　　　　　　　〈GK154－78＞　・

○ガダルカナル戦記』亀井宏東京光

　人社昭55，’3冊　　〈KH243－58＞

○ガダルカナル　新聞記者が語りつぐ戦

歩籍（38師（沼沼8925））岐阜ビス四

☆歩兵第二二九三脚名古屋油絵

　昭56　1210p　　　　　　＜GB611－168＞

☆最後の二百；十九聯隊　さらぼうバウ

　ル　大島義郎　名古屋　福々会名古屋

，連絡所　昭42314P〈915．9－0823s＞

◎硝煙のにおい　歩兵第二百二十九聯隊

　第八中隊史　菊川町（静岡県）・八三会

　昭54267P　　　・　　・　〈未所蔵〉

◎歩229聯隊通信羊歯’小山元　名古屋
　南三会’昭51　128p　・　　〈未所蔵＞

q従軍の想い出　下巻　岐阜　従軍回顧

　録刊行会　昭48432p〈GB554－620＞
○私の戦跡片々’鈴木錬善　刈谷　昭57

　37，　21p　〈GB554－1601＞
．・ガダ・ヒカナル戦記魚井宏東京光

　、人社昭553冊　　．〈KH243－58＞．

○ガタルガナル五味川純平東京文『
　芸春秋　昭55313p　〈GB541－i21＞

○遺稿「わが戦昂の回想録1三重金吾

　磐田　勾垂耳実、昭59　74p

　　　　　　　　　　　’　〈GB554－1776＞
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』歩230連　38師（沼）．静岡　ビスマルク　　歩231連　39師（藤）　広島　四平

　群島　（沼8926）　　　　　　　　　　　　（藤6864）

☆戦争の歩み’静岡　歩兵第230連三三

　・友会　昭47　82p　　　　・〈未所蔵〉

◎戦友　静岡聯隊写真集　柳田契美緒

　東京　講談社　昭58　173p

　　　　　　　　　　　〈GB531－101＞

○従軍の想い出　岐阜　従車回顧録刊行

　会　昭482冊　　　　〈GB554－620＞

○南支派遣の第三十八師団　河田良吉

　『岐阜県従軍回顧録．支那事変・大東亜

　戦争第1巻』（岐阜　従軍回顧録編纂委

　員会　昭45）所収　　　＜GB554－77＞

○ガダルカナル戦記亀井宏東京光

　人社昭55　3冊幽　〈kH243－58＞

⇔南海の墓標，佐藤芳郎　仙台　河北新

　報社　昭38285p　〈915．9－Sa929n＞

○ガダルカナル　五味川純平　東京　支

　芸春秋　昭55313p　〈GB541－121＞

○ガダ旧臣ナノレ，越智春海　東京　図書

　出版社　昭49　278p　　＜GB541r66＞

○二二連隊（歩兵第23q連隊）0）ガ島戦

　滝利郎　焼津　“ラバウル戦友”の会

　昭52　314p　　　　　　　「〈未所蔵〉

層○ガダルカナル　新聞記者が語りつぐ戦

　争14　読売新聞大阪本社社会部　東京

　読売新聞社，昭57275p

　　　　　　　　　　　〈GB554L1261＞

○飢と死の記録　大根田安平　『実録太’

　平洋戦争第2巻』（東京　中央公論社

　昭35）所収　　　　　’〈210．75－Z32＞

○ガ島のしんがり部隊松本寅治．『太’

　平洋戦争ドキュメンタリL第23巻』（東

　京　今日の語題社　昭44）鼠取

　　　　　　　　　　〈393．2“Ta1642＞　，

○ラバウルの石松　滝利郎　『太平洋戦

　争ドキュメンタリー第15巻』　〃　〃

◎③虎の子奮戦記　歩兵第二百三＋一聯

　隊歩兵砲中隊　広島　歩兵砲中隊戦記

　委直会　昭49398p　　　『〈未所蔵〉

○華中第一線　森金千秋　東京　三文社

　昭52　494P　　　　　　　〈GB521－135＞

P宜油壷突撃小隊森金千秋lr太平『

　洋戦争ドキュメンタリ7第22巻』（東京

．今日の話題社　昭45）所収

　　　　　　　　　　〈393　．　2－Ta1642＞　・

○華中戦線・最後の敗走　森金千秋　東

　京　光和堂　昭60’359p

　　　　　　　　　　〈GB554－1910＞

歩232連・39師（〕藤）　浜田　四平．

　（藤6865）

◎浜田聯隊写真集　車回　国書刊行会

　昭54　230p　　　　　　〈GB611－237＞

○華中戦記　情感千秋　東京　図書出版

　三三5i　302P’　〈GB521－126＞

○華中第一線　森金千秋　東京　論文社

　昭52　494p　　　　　　　〈GB521－135＞

○華中戦線・最後の敗走　森金千秋　東

　京　光和堂　昭60359p

　　　　　　　　　　＜GB554－1910＞
6夢の湖北（兵の訴訟）上利正臣　秋芳

一．町（山口県）』昭57229p

　　　　　　　　　　〈GB554－i364＞

○菊と日払刀　鵜野晋太郎・東京．谷沢、

　書房／昭602冊　　〈GB554rT　1883＞

歩233連　39師（藤）　山口　四平

　（藤6866）

　　　○華中戦記
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森金千秋　東京　図書出版



　幽明51302p’　、〈GB521－126＞

○三三　日中戦争最前線　江先光　東京

　叢文社　昭53335p　〈GB554－740＞

○華中戦線・最後の敗走　森金千秋　東

r騨日r6131！＆B554一、9、。〉

歩234連　40師（鯨）松山　南昌

　（魚京6882）　’

◎四国師団史　海田町（広島県）陸上自

　衛隊第13三三司令部、昭47　477p

　　　　　　　　　　　　〈GB611－30＞

’◎三三人物誌大森茂東京昭42

　356p　’　〈393．2－0661g＞
＠第四十師面（鯨部隊）第五十五師団（楯

　部隊）戦史概要・大野広一　〔高松〕

　’〔戦史刊行会〕昭44．73p．

　　　　　1　　　　一　　　くGB544：一一一18＞

◎戦場の片隅に青春をささげつくして
　豊田宏作　株山　鯨二三四第十’二：中隊

　戦友会　昭58252p　＜GB611－212＞
、◎遙かな6歩砲の青春　松山　鯨二三四

，歩綿鞍三三57　．547p

　　　　　　　　　　　〈GB544－126＞

○鯨大地を征く　大森茂東京　昭40

307p
@’

D’D　．〈393・？一 X661k）’

歩2’ R5連　40師（鯨）　徳島一三昌

　（鯨6883）

☆鯨部隊奮戦記　歩兵第二三五連隊　三

二5P騨二r珊脚〈昭60整理中〉

◎四国師団史　海甲町（広島県）陸上自

　衛隊第13師団司令部　昭47477p
　　　　　　　　　　　　〈GB6il－30＞

◎鯨波　鯨人物誌　大森茂　東京　昭42

　356p　〈393．2－0661g＞
◎第四十師団（鮭部隊）第五十五師団．（楯

　部隊）戦史概要大野広一　〔高松〕
・〔鞭刊行会〕日a4473P

　　　　　　　　　　　　＜GB544－18＞
○大陸従軍追想記　久米精助　徳島　教

・育出版センター一昭59543p

　　　　　　　　　　　〈GB554－1734＞

’Q仁科馨追悼録　小出義人　土庄町（香

　川県）　鷹尾敦　昭55　181p〈整理中〉

歩236連　40師（鯨）　高知　南昌

　（鯨6884）

☆南国土佐を後にしで　鯨第六八八四部

　隊の記録　高知　土佐鯨会　昭35

　87p　　　　　　　　　　　　〈未所蔵＞

6画面鮎人物誌　大森茂　東京　昭42

　356p　．　・　〈393．2－0661g＞
◎四国師団史　海由町（広島県）tt陸上自

　衛隊第13師団司令部　昭47．477p

　　　　　　　　　　　　〈GB611－30＞

◎第四十師団（鯨部隊）第五十五師団（楯

　部隊）戦史概要大野広丁　〔高松〕

　〔三三刊行会〕　昭4473p

　　　　　　　　　　　　〈GB544T18＞

O帰らざるHの記録砲煙＆青春　元三

，t@6884部隊歩兵砲隊戦友会　昭50

　452p　　，　　　　　　　〈未所蔵〉

○ある中隊長の手記　久米滋三　高知

　昭43　313p　　　　、〈393．2－Ku813a＞

○鯨大陸に渡る　ある電報班長の手記

　久米滋三　高知　昭45　219p

　　　　　　　　　　　　〈GB554－74＞

○鯨部隊　ある補充兵の手記　松浦初男

　高知　土佐面会　昭44　98p

　　　　　　　　　　　　〈GB554－73＞

○木冶の春風　明神孝純　高知　昭55
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。諜囎（ある下庁官纒1一繍一三60・　2QsP．　〈轡〉’

　久雄1，、真鍋茂　高知　土佐三会　昭48　c「歩239連　41師（河）　宇都宮　東部ニュ

115P　，∫．価54－199＞．一ギニ7　（’1　3566）

歩237連4・師（河）炉東部ニユL ﾏ一峨ア三軸1別記星野一四三
　ギニア，（河3564）　　　　　　　　　　　京　戦前刊行会　昭57270p

．・＝1一擁一鍛東一・＿磐繊．
　京1戦誌刊忍会　昭57270p　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝雨雲新聞社昭57
　　　　　　　　　　　〈GB554－1191＞

dニユ＿ギニア戦言己越智春海東京）4’　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歩240ん242連…8連（帖）弘前、金吊県，
　．図書出版社　昭58　254P・

　　　　　　　　　　　〈GB554－1381＞　　　　（示右20560，を0570，20580）』

☆勉ことと見づけたり河3565義記・朝鰍戦あ三三三三・拳・和

　』梶塚喜久雄　東京元歩兵第23S連隊・　芳夫，長田かな子　東京　巌起訴書店

。畿∵響黙潔論点54　556P・t〈GE129－58＞

醐足癖昭57〈諮l14一、、gi＞・膿習深し漸1の三年感謝テ

ρ留鳥の面部三ユーギニア戦記堀r雲は橘ず』1〔気仙沼〕獅験

・南＋裡わ聯，轍驕一．rt、・一’1・　（GBs54一：一i394＞

　　　　　　　　　　　　　　　　一・60　一



歩249連　66師（敢）　台湾　三三

（敢7167）

◎台湾方面部隊略歴　東京　厚生省援護

　局昭37485p　 一くAZ663－62＞

◎浜田聯隊写真集　東京　国書刊行会

　昭54　230p’　　　　　　〈GB611－237＞

歩253～255連　119師（宰）　東京　北満

　’（宰20642，20481，20415）

・〔歩254連〕．

◎メントカ駐屯歩兵第二五四連隊．満州

　四八一部隊　『歩兵第七十一連旧史』’

　（鹿児島　五五八会　昭42）所収

　　　　　　　　　　　　〈GB611－88＞

○俘虜の軍隊日言己　永田泰嶺　清水む

　つみ会　昭54124P’＜GB554－961＞・

歩256～258連一94師（威烈）大阪’マレ

（威烈18502～18504）

．◎マライ・ボルネオ方面部隊略歴　東京

　厚生省援護局　昭36　487p　〈未所蔵〉

〔歩256連〕

Oジャングルにざまよう幼子達『 ﾀ岡満
　夫’『掃蕩の銃火を逃れて　南方出征

　兵士の記録　創価学会青年部反戦出版

　委員会』（東京策三文明社　昭57）所

　収、幽〈GB554－1286＞
〔歩258連〕

○軍靴の跡　中島義L　益田　昭52

　4，26p　，　，　〈GB554－506＞

歩259～261連　120師（遇進）’丸亀，徳

　島，高知　京城，京城，平壌

，1@．（ma進13951～13953）

○朝鮮終戦あ記録　資料三三1巻　森田

　芳夫，長田かな子　東京　三三堂書店

　昭54・550p　　　　　　　　＜GE129－58＞

歩262～264連　121師（栄光）丸亀，徳

　島，高知済州島（栄光13962～13964）・

○朝鮮終戦の記録、資料編第1巻　土田

　芳丸長田かな子　東景　巌南堂書店

　昭54　550p　　　　、　　〈GE129－58＞

〔歩262連〕

○追憶断片，吉尾昭雄　『白雲悠々　新

京陸軍経理学校満州第八一五部隊第八

　期生卒業四十周年記念文集』（〔大阪〕

　第八期生緑園会　昭60）所収

　　　　　　　　　　〈GB554－1890＞

歩265～267連　122師（舞鶴）　東京　牡

　三江　（舞鶴12062～12064）

〔歩266連〕

○防人の道程

　100p．

真弓正夫　小松島　昭58

　　　　〈GB554－1839＞

歩268ん270連　123師（松風）

　孫呉　（松風15202～15204）

名古屋

◎アムール河畔の英霊に捧ぐ　松風・123

　師団（孫呉），ネ三三混135旅団（曖琿）

　戦史　東京　戦史刊行会事務局’昭57

　823p　　圏　　　　　　・　＜GB544－112＞

歩2．7・1～273連’ P24師（遠謀）　仙台　東『

寧’（遠謀15222～15224）

歩274連’149師（不撹）

　（不治37341）

満州　チチハル

・一@61　一



　歩275～276連　125師（英機）　広島’通

　　イヒ　，（某機37801ん37902）

　〔歩275連ゴ

　○遭遇　神谷惣市　東郷町（愛知県）　株

　　式会社アルビヨン『昭53　233p・

　　　　　　　　　　　　〈GB554－701＞

　○シベリアに生きtg一老兵　薄衣菊三郎

　　’水沢　昭59132p　〈GB554－1941＞

　歩27ブ～279’連　126師（英断）　熊本　密

　　中（英断15252－15253，15260）

歩380～282連・27甑矧，宇者階

　　琿低湿遽雫5255－15267）幽

　歩283～285連．128師（英武）　金沢　東

　　寧（賦15を82二・52．84）tt

　〔歩283連〕　・’　　　・’

○石門からエラブカへ石毛一生『燦
　　た妬磯候通弊11期甲種幹部衡甫

　　隼の手記』（東京　産業新潮社　昭57）

　所収　　　　　　　　〈GB554－1321＞

○石門よりシベリアへ児島豊一　．〃t．’

　　　　　　　　　　　　　　　　　11

李灘1芒211：i？（奏）翻ヒ鮮

○朝鮮服の記録資編第、巻細

　芳夫長励な子東京．巌離書店
昭54．550P　　，＜GE・29－58＞

．〔歩289準〕　　　　　　　　　　　．1．

○帰国へめ三三俊男　『雲はカ1えらず』「

　（〔気仙沼〕戦争体験を記録する会

　昭59）所収　　　　　〈GB554－1904＞

』○軍旗た想いをよせて　菅野源治　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
　〔歩290連〕

Q石門からシベリア瘤まで回る下級

　将校の記録』片山敬三　『燦たり石門

　幹候隊　第11期甲種幹部候補生の手

　記』（東京　産業新潮社旧召57）所収

　　　　　　　　　　　〈GB554－1321＞

歩292一一294連’ X6師（玄）儲，大杖

零村済州島（率22003～22001）．．，

◎兵旅g）賦　第2巻昭和編　三浦照彦

福岡北部九州郷土三三史料保存会・

　昭53　552p　　　　　　　〈GB611－130＞

○朝鮮終戦の記録　姿三編第1巻　森田

　芳夫，長田力1な子　東京　巌紅茸書店．

　昭54　550P　　　　　　　　〈GE129－58＞

〔歩294連〕

○学徒兵の終着駅　石井清・『燦たり石

　門幹候隊　第11期甲種幹部候補生の手

記』（棘群新旧昭57）所収

　　　　　　　　　　　〈GB554－1321＞

歩301～3璽3連　50師（蓬）　台湾　屏東

　（蓬19701～19703）

　　　　　　　　　　　　　　　　　g　・

歩304～305連66鱒）台湾三三
’（敢1786－i787）、

〔歩305運〕

◎南方・台湾方面翫部隊面面1回追録

　東京　厚生省援護局・昭37’485p

　　　　　　　　　　　　〈AZ663－62＞　一

歩30　6’A　88師（要）旭川　樺太

　（要22952）』

◎北三関騨兵団搬第迂回細
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　（要兵団）　示村貞夫　『旭川第七師団』

　（旭川　総北海出版蔀　昭59）所収

　　　　　　　　　　　〈GB611－228＞

歩307～309連　222師「〈八甲）弘前，秋’

　田，山形　弘前．（八甲27374～27376）

◎新編郷土兵団物語　松本政治　盛岡圃

　岩手日報社　昭49　386p

　　　　　　　　　　　　〈GB611－3．3＞

歩310～312連　308師（岩木）　弘前弘

　前，秋田’下北・（岩木27412～27414）

渉313四315連　322師（磐梯）仙台　岩沼

　く磐梯27421～27423）

◎ふくしま戦争と人間’ V　痛恨編　福

　島　福二民友新聞社　昭57454p

　　　　　　　　　　　〈GB541－134＞．・

歩316～318連　221師（天竜）　長野，松『

　本，新発田　真壁

　（琴竜27◎79僧27681＞

歩319～321連230師（総武）．東京，甲・

　府，佐倉　西条　（総武27693～2769S）

〔歩321連〕

◎佐倉聯隊写真集，東京　国書刊行会

　昭54・22gp　　　　　　〈GB611－123＞

○陸軍へんとつ隊長物語　〔軍旗は焼か

　ず〕後藤四郎　東京　毎日新聞社

　昭54，572冊，　　　〈GB511－94＞

歩322ん324連　234師（四季艮）　溝ノロ，

　柏1甲府　八日市場、

　（禾U左注27707～27709）

歩325～327連　321師（磯）　柏，甲府，佐

、倉伊豆大島（磯27721～27723）

歩328～330連　351師（赤城）　宇都宮，水

』戸，高崎福岡　（赤城27731～27733）

歩331～333豊「3S4師（武甲），溝ノロ，甲

　府，佐倉．館山　（武甲27741～27743）

〔歩332連〕

○ポツダム少尉の終戦　宗田文隆　『前

　橋陸軍予備士官学校戦記』（東京　相馬

三会』 P召55）所収．『・＜GBS・S4－915＞．

歩33’S～336連　22glM’（北越）・金汎富

　山，富山　飯田　（北越21742～21744）

歩337～339連　303師（高師）　名古屋，岐

　阜，津．飯：塚　（高師21772～21774）

歩340～342連　224師（赤穂）　広島，鳥．

　取．，岡山　岡崎　（赤穂28330僧283＄2）

歩343～345連　225師（金剛），大阪，大

・騨騨戸（金剛28258～28210）

歩346＝348連　231師（大国）広島，浜

　田，山［］萩　（大国28344728346）・

◎岡山県郷土部隊史　岡山県．岡山，一

　一刊行会　昭411028p

　　　　　　　　　　＜396．21－05340＞

〔歩347連〕　，，　，　　一

◎線田聯隊写真集　東京，国書刊行会

昭54　’230P、、1〈GB611－237＞

『歩349～351連　316師（山城）、京都，．敦

　賀，敦賀’国府津
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（山城28227～28229）

歩352～354連　344師（剣山），丸亀，高

　知，高知　宿毛　（剣山28272～28274）

歩365～367連　134師（勾玉）　満州　佳

　木鋤　（勾玉25263～25265）

歩368～370連　135師（真心）　満州　林

口　（真心25253’・一25255）

◎本土決戦四国防衛軍

　徳島県出版文化協会

：茶園義男　徳島

昭46　2冊

　〈GB541－30＞

歩371～373連　136師（不抜）　満州　奉

天　（不抜37221～37223）

歩355～357連

阪，大阪

　355師（那智）　姫路

編成未了

大　　歩374～376連　137師（扶翼）　満州　威

興　（扶翼37238～37240）

歩358～360連　312師（千歳）

　岡，大村　伊万里

　（千歳32622～32624）

久留米，福　　○朝鮮終戦の記録、資料三三1巻　森田

　　　　　　　芳夫1長田かな子　東京，三三堂書店

　　　　　　　昭54’550p　’　　　　　　〈GE129－58＞J，・

、◎縦陣の賦『第2巻昭和回忌浦照彦
　福岡・北部九州郷土部隊史料保存会

　昭53　552p　　　　　』　〈GB611－130＞

歩377～379連　138師（不動）・満州　海

竜　（不動37267～37269）

歩380～382連　139旧く不屈）　満州　三

三361～363連　320師（宣武）　京城　京城

（宣武29102～29104）

化’（不屈37301～37303）

○朝鮮終戦の記録　資料編第1巻　森由

　芳夫）．長田かな子　東京　三三堂書店

　昭54　550p　　　　　　　〈GE129－58＞

・○日本最後の師団三二〇師団司令部　西

　宮英夫．『燦たり石門幹候隊　第11期

　甲種幹部候補隼の手記』（東京　産業新

　潮社・昭57）所収　　〈GB554－1321＞

〔歩363連〕

○訣別一朝鮮へ　西村都喜男’「ああ漸

　江・湖南の山河　独立歩兵第八十八大

　隊』（大宮一刊行委員会昭58）所

　収・「〈GB544一ユ45＞

　　　　　も
歩383～385連 148師（富嶽）　満州　新京

歩36’4連　86師（積）　敦賀　志布志

’（積28245）

（富嶽37323～37325）

．〔歩385連〕、

○満州国の回る、う日　新京防衛軍の卸

　小松宗夫　『雲はかえらず』（〔気仙沼〕㌧

　戦争体験を記録する会　昭59）所収

　　　　　　　　　　　〈GB554－1904＞

歩386～387連　149師（不撹）　満州・ハ

　膨ピン　（不擁37342～37343）

’〔歩386連〕

○佐藤眞美遺稿集

　日召60　　289p

東京　満鉄若葉会

　’〈GB554－1928＞
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歩388連　125師、（英機i）　広島　通化

　（英機15236）

歩389～391連　158師（不滅）　満州　満

　州　，（昭20，8，10編成）「

歩401～404連・140師（誰東）　果京，甲
　府，・佐倉1：溝ノロ・鎌倉

　（三三22053～22056）

三舞甑凱貯仙）忌中
　（三三22203～22206）

◎ふくしま戦訓燗7痛恨綿弓
　島　福島民友新聞社　昭57　454P

　　　　　　　　　　　〈GB5417134＞
幽〔歩407連〕

◎詰論馳想録星半三郎喰醗松
　若松聯隊記念事業実行委員会　昭42

397p　’
C，
P　1．　〈GB611－144＞

歩．409～412連143飾（穫古）名古屋・静

　岡，『岐阜，津1浜松

（三三222S3－22256）．

歩413～416連　144師（護阪）　大阪，大

　阪，和歌山　和歌山

　（三三22303～22396）

〔歩4帖連〕

○杉山元帥の視馳立会して轍三量・

　郎　『学徒兵の手記・パー’トIr』（東京

　仙β陸軍予備士官学校第十一期三期会

　昭60）所収　　　　　　　　　く整理中〉

歩417－metoif一・45師（三州）・．広島浜

　田，山口，広島　若松

　（三州22353～22356）

歩421～424連　146師（二巴）　熊本，都　．

　城，’鹿児島，熊本　大口

（二三224・3－2綱

◎熊本兵団戦史熊本　熊本日日新聞社

　昭403冊　　　　〈39621－Ku553＞

・歩425～428連147回忌ヒ）’旭J！i茂原

（調ヒ琴245∵2456）

◎第百四十七師団（護北兵団）二二　森井

’之清旭川　昭5136p〈GB611二60＞

◎北海道関係諸兵団概山回百四十七師

　団（護北兵団）　示村貞夫　『旭川第七

　師団』　（旭川　総北海出版部　昭59）

　所収　　　　　、　　　＜（｝B61i－228＞層

〔歩426連〕

○神を信ぜず’ a¢級戦犯の墓碑銘

　〔第1話武士道裁判〕　岩川隆　東京　　　、

中央ﾋ嗣、27脚⑲
歩429’こ432連　150師く護朝）　姫路　南鮮

，（1　＊E22503－22506）．

φ輪終戦の調資料丁丁・巻森田・

　芳夫，’長田かな子　東京　三三堂書店’

昭54550P　、　tt〈GE129－58＞

歩433～436連』．151師（二二）’宇都宮1水

　戸，高崎，宇都宮　太田

　（二丁22556～22559）

歩437～440連　152師（三沢）　富山，金

　白金汎富山雌
　．（護沢22603「22606）
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〔歩439連〕

◎長野県郷土部隊の記録　松本歩兵第五

．・ ¥聯隊・松本歩兵第百五十聯隊写真集

　松本　郷土出版社　昭55．384p

　　　　　　　　　　　〈GB611－159＞

　昭53　552p　　　　　　　〈GB611一130＞

〔歩454連〕

○地獄の入口を見た日　大隈秀夫　『学

　徒兵われら』（東京　久三二二会　昭

、L．59）所収’ @　　　　〈GB554－1724＞

歩441～444連153師（護京）敦賀，京　歩457～460連幽157師（三三）弘前，秋

　都，敦：賀，京都　宇治山田　　　　　　　田，秋田，弘前　三本木

　（護京22653～22656）　　　　　　　　　　（三十22857～22860）

〔歩442連〕

○軍隊生活のあとさき　木村重信・『学

　徒出陣の記録創面学会青年部反戦出

　版委員会』（東京　第三文明社　昭52）

、所収　　　　　‘　．〈GB554－575＞

歩445～448連　154師（護路）　鳥取，鳥

　取，周山，・岡山　妻

　（護路227σ3～22706）・

◎岡山県郷土部隊史　岡山県　陶山

　一計密会　昭41　1028p

◎新編郷土兵団物語　　松本政治　盛商

　岩手日報社　昭49　386p

　　　　　　　　　　　，　〈GB611一一L33＞

歩461’一．464連「160師（護：鮮）　広島，浜

　田，山口，鳥取　扶安，郡山，醤川，

　裡里’（三三22903t　22906）

○朝鮮終戦の記録　資料編第1巻　二二

　芳夫，長田かな子　東京、二六堂書店

　昭54　ち50p　　　　　　　〈GE129－58＞

〈396・．21－05340＞　・歩501～503連

歩449～452連　155師（護土）’丸亀，徳

　島，高知，丸亀．高知

　（護±22753～22756）

◎本土決戦四国防衛軍茶園義男　徳島、

　徳島県出版文化協会　昭472冊

　　　　　　　　　　　〈GB541．一3Q＞

府，佐倉

v．20i師（武蔵）　東京，、甲

『東京　（武蔵14242～14244）

〔歩5D3連〕

◎佐倉聯隊写真集

　日召54　220p

東京　国書刊行会

　　〈GB611－123＞

歩504～506連　202師（青葉）仙台，若

　松，山形　前橋　（青葉30403ん30405）

歩453～456連　IS6師（三三）・福岡，大

　村，久留米，久留米　本庄

　（護西22803～22806）

◎兵旅の賦　第2巻昭和編案浦照彦

　福岡・北部九州郷土部隊史料保存会

し◎ふくしま戦争と人間　7　痛恨編　福

　島　福島三友新聞社，昭57　4’54p

　　　　　　　　　　　〈GB541－134＞

，〔歩506連〕

○晶晶勤務’逸見八部　『燦たり石門幹

　候隊　第11期甲種幹部候補生の手記』．
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　（東京　産業二二社　昭57）所収

　　　　　　　　　　〈GB554－1321＞

i歩507～509連　205師（安芸）山口，鳥

　取，岡山　高知　（安芸15055～15057）

◎本：‡二回戦四国防衛軍　茶園i義男　徳島　’

　徳島県出版文化協会　昭462冊

　　　　　　　　　　　　〈GB541－30＞

顎脚盤瓢嘩）驚都
　』（阿蘇32403～32405）’

◎熊本兵団戦史■熊本熊本日賦聞社

日召40『 R冊　．〈396・21－K・553＞，

歩513～515連209師（加越〉金沢，富

　山，金沢　金沢　（加越21612～21614）

〔歩515運〕

『☆第209師団加越部隊歩兵第515連旧史

　加越戦友会岐阜　大岐阜土木『昭53

　389p　　　　　　・　　　　　ぐ未所蔵〉

・歩516～518連　Z12師（菊池）　久留米，福

　・、岡，大村　都農　（菊池32603～32605），

ρ旧離轟灘懸鷲三会
　eB53　552P　・　〈GB611－130＞

：1季519～521連2・4師（常盤）宇者平水

　戸，高崎宇都宮（常盤30856～30858）

凹凹の栄光牧正重r前響

　、予備士官学校戦記』（東京　相馬原会

昭55）所収　　，〈GBSS4－9・5＞

522～524連　216師（比叡）享都，敦賀，．．

　姫路　宇土町　（比叡10253～10255）

　　　　（騨歩－兵聯隊）’

近歩1連　近1師（隅）　東京　東京

　（東部2）

☆近衛聯三男村上兵衛凍京附帯
　，店，昭42　296p　〈396．21－M929k＞

○皇居炎上と軍旗男星　松島増樹『前

　橋陸軍予備士官学校戦記』（東京相馬

　原会　昭55）所収　　　〈GB554－915＞

○わが追衛聯隊体験記　新里金福　東京

　i一書房　昭52300p〈GB554－458＞

〇九段の兵営　近歩一在営誌　大久保源

　太郎　八戸．昭59　86p〈AZ663－67＞

’三下2連　近1師（隅）東京　東京J，

　（東部3）

’☆或る近四脚記録鯨近歩二会

　昭48416p　　　　　　　＜未所蔵＞

0戦友一近衛歩兵第二聯隊第三大隊第三

　機関銃中墜従軍記録　新井隆夫　東京

　・昭52249p　　　　　　　、〈未所蔵〉

○ある近端隊長1・，手記拠戦秘甜城

　事件　北畠暢男　〔高萩〕長友印刷所．

　昭56　332p　　　・　　『〈GB554一1282＞

○日本のいちばん長い日、運命の八月十

　五日　大宅壮一　東京　文芸春秋新社

　Hg　40　・225p　’　〈210．75一“0951n＞

○近衛聯隊の叛乱　皇居内で迎えた八月

　＋五日　木洞陽一’『前橋陸軍予備士
　官学校戦記』（東京　相馬部会　昭55）

　所収　　　　．　　　〈GBSS4－915＞
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○雄詰　大東亜戦争め精神と宮城事件

　西内雅，，岩田正孝　東京　日本工業新

　聞社　昭57380P』．〈GB531－133＞

三下3連　近2師（宮）　東京　メダン

（宮3802）

☆近衛歩兵策覇町史・町田近歩三史

　刊行委員会　昭60　2冊〈GB611一241＞．

◎南＋字星に・祈る凍三三彫兵第旱

　連隊第三大隊銃砲隊戦史刊行会　昭57

　546p　　　　　　　　　　＜GB544－103＞

○近二三想い出集’ 結栫A近写三会　昭

　37220P　　　　，　　1〈未所蔵〉
○三徳兵物語　伊波南哲　東京　伊波興

　輝　日召48309p・　　　　　〈未所蔵〉

○天皇兵物語　伊波南哲　東京　日本週

　報社　昭34’257p　　〈913．6TII16t＞

○南海のあけぼあ　総山孝雄　東京　叢

　文社　昭58271p　　〈GB544－130＞

○ある陸軍予備士官の手記，中村入朗

．東京　現代史出版会『三晃　2冊

　　　　　　　　　　　くGB554－684＞

近歩4連’ ﾟ2師（宮ジ甲府　，rtダン’

　（宮3803）

☆近衛歩兵第四聯隊史近歩四一紫会

　昭561288p　　’　　　　〈未所蔵〉

○シンガポールへの道ある近衛兵の記

　録　土倉富之助　東京　創引物　昭52

．2冊　　　　　　　　　〈GB554－585＞

○南海のあけぼの　総山孝雄　東京，叢

　支社　昭58271p　・〈GB544－130＞

○世紀の進軍シン：ガポール総攻撃　近点

　歩兵第五連隊電撃戦記　岩畔豪雄¶東

　京　潮書店　昭31　209p

　　　　　　　　　　　〈915　．　9t1894s＞

○南海のあけぼの・『総山孝雄　東京　叢

　文社　昭58271p　　＜GB544－130＞

○シンガポール攻略　岩畔豪雄、『実録

　太平洋戦争第1巻』（東京　守央公論社

．昭35）所収　　，　　〈210　．　75－Z32＞

近頃6連’ ﾟ1師（隅）東京東京
（東部7）

○桜と剣　わが三代のグルメット　村上

　兵衛　東京　光人社　昭51379P

　　　　　　　　　　　〈KH384－113＞
　　　　　らア
○’墲ｪ近衡聯隊体験記　新里金福　東京

　三一書房　昭52300p＜GB554－458＞

近歩7連・近1師（隅）東京’東京

（東部8）

近歩5連近2師（宮）佐倉・メダン1
（宮3804）’

Q或る将校行李の神り言　小杉ee　e

　『われら戦争を越えて　旧陸軍経理学

　校第十二期幹部候補生回想録』（東京

　十二三会　昭58）所収　〈GB541二159＞

近歩8連　近＄師（範）東京　東金．

1（範3824）

一歩9連
（範3825）

近3師（範）申府東金

　　x

○ふるさと防衛記　大隊本部の家主にな

　つた話　青木謹二，『前橋陸軍予備士

　官学校戦記』（東京　相馬三会　昭55）

　所収　　　　、　　　＜GB554－915＞

一68一



三嘆10連近3師（範）佐倉東金
　（章E3826）

○軍旗燃ふ　三三彦太郎　『前橋陸軍÷

備士官学欄言1』（鯨鵬願昭
55）所収 @．’　〈GB514一91S＞・

　　　　（独立歩兵聯隊）

独歩個華26師（泉陣嶋．静

岡レイテ’@（．泉5314～ P3i6）

○レイテ涙雨　小橋博史，名古屋　中日・

『新聞本社　昭57’　226p

　　　　　　　　　　　〈GB554一：一13’38＞

○従軍の想い出　岐阜従軍回顧録刊行

　会　昭482冊　　　　〈GB554尋620＞
○レイテ作戦の言己録　田中賢一東京

　原書房　昭55　229P　＜GB554－891＞
○レイテ戦記　大岡昇平　東京　中央公

　論社　昭46695；38p　〈KH479－15＞．

○ああレイテの墓標　泉慰霊巡拝団の記

　録とある遺族の思い出　後藤正男、知
（zi－LL，ltslH2eilE？　，209p　，’　〈GBss4T，1796＞

☆『レイテ』独立歩兵第十二連隊の戦稟

　昭33　　　　　．　　　　　〈未所蔵〉，，

〔独歩13連〕

脚立歩購＋三聯騨棘『『刊
行会昭55532P．〈GB611－1’53＞

　　　（支禰三図三脚

支帯歩1連　27師（極）佐倉　恨事．

　（極2902）

爆縮屯歩兵第一旧史廻が会

　東京　内海渾勝　昭49632p

　　　　　　　　．，一　：，i．〈GB52il＋’　．232）　’

☆想い出三線支那駐屯歩兵第二聯隊

　（極第二九〇二部隊）写真集’東京’支

　駐歩一会　昭55191p〈GB611－155＞

「◎第二十七師団のあゆみ　東京　第二十

　七師団会　昭49264p〈GB521－341＞

◎薦溝橋事件に於ける支那駐屯歩兵第一

　聯隊第三大隊戦闘詳報ン長沢連治　横

手やまざき印刷所昭Z1二3。〉・

○中国縦貫戦記　町田正司　東京　図書

．出版社昭59257P．〈GB554－i752＞

○ロートル候補生のその後三野篤夫

　・『緑園の青春群像　新京経理学校第七』

　期生四十周年記念文集編集委員会』（東

京緑園会事務局1召58）所収

　　　　　　　　　　　．＜GB554－1520＞，

○大筆戦塵録趣部隊咽縦断作戦の記．

　轟　岡野篤夫　東京　旺史社　昭60

　366p　・　〈GB554－1935＞’
○保定幹候隊卒業より復員まで．栗原正

　治　『紫の絆』（町田　保定磯村会　昭．

　60）所収　　　　　　　　・　〈整理中〉

皮諜騨）．脚畠

☆支那駐屯歩兵第二聯隊誌　海光図会

　横浜　河原隆雄　昭52　978p

　　　　　　　　　　　　〈GB611－89＞

◎第二十七節団のあゆみ　東京　第二十

　、七師画会　昭49264p〈GB521－341＞．

○征衣残影　聯隊誌余話集　町尽彰生・

　大阪　昭55149p　！〈GBS21一乞26＞’

○大陸戦塵録　極部隊中国縦断作戦の記

　録　岡野篤夫東京　旺史社　昭60

　366p　．　〈GB554“一T一一1935＞
・戦場のか出あれこれ硯山鎮郎

i一@69，　T



K

r紫の絆』（町田三二磯村三三60）・◎熊本兵団鞭熊本熊本日噺聞社

　所収　、．　　’　　　・1「〈整理中〉　　昭403冊　　　　　〈396．21－Ku553＞

　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　◎インドネシや方面部隊略歴　東京　厚

三三歩3連27師極）．甲府輯　　生省援護局昭36543P＜AZ663－57＞

　（極2906）　　　　　　　　　　　　　　◎台湾歩兵第r聯隊第六中隊戦闘小史．

　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　小路佳幸，’松田春繁　鹿児島海の灯

☆支那駐屯歩兵第三三三三三市川．支　二三542冊『，〈GB544－82＞

　平坪三会　昭50　818P　　　〈未所蔵〉　　○戦塵　第一綿軍医従軍記　森晴治　福

◎第二十七師団のあゆみ　東京　第二十　　，岡　昭53　196p、　〈GB554－1190＞

　七師団会　昭49264p．〈GB521－341＞

、◎第十中隣の歩み’支那駐屯歩兵第三聯　　台’歩2連　48師（海）　台南　チモール島

髄二九〇六部隊鎌ケ谷」 博x駐三三』（海8943）、

　第十中隊会　昭60，315p　　〈整理中＞

Q夫陸縦断入○○○キロ’極部隊一兵士　　☆軍旗と共に幾山河　熊本　台三兄旧事

　の足跡　鳥沢義夫平塚　昭52335p　　務局　昭52379p　．　　〈整理中〉

　　　　　　　　　　　〈GB554－687＞　☆続軍旗と共に幾山河　熊本　二歩二

・軍服の画斜影沢簿鯨騨サ　会飴会事覇昭51櫛
　一ドスセンター，昭57，’382p　　　　　　　　　　　　～、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈整理中〉

　　　　　　　　　　　〈GB554－1389＞　　☆台湾歩兵第二聯隊写真帳（靖国大会記

○灘と旧臣帥友好のためOP第2次　念）三門謄本台歩二会連絡所，

　訪中団記録　大陸縦断作戦八千キロの　　　昭48　64p　　　　　　　　〈整理中〉

　跡を訪ねて　町田　支駐ヶ三会　昭57　（》熊本兵団戦史　熊本　熊本日日新聞社

　265P』　　　　　　〈GE351－192＞　　昭4Q　3冊　、　　’〈396．21－Ku553＞・

○大陸肺肝極部四国縦断作戦碗◎インドネシや方面旧藩歴東京厚

　録　岡野篤夫　東京　旺野幌　昭60　　　生省援護局　昭36643p〈AZ663－57＞

　366p　　　　　　＜GB554－1935＞　◎戦友の碑福岡　台湾歩兵第二聯隊第
・攻城，日轍撮前線平金千秋，、東　九中隊会’昭563・・P　〈盤中〉

　京　叢文社　昭54．・445p　　　　　　　◎栄光の十中隊　大分　台三二第十中隊

　　　　　　　　　　　〈GBS21－180＞　　史編集事務局　昭57442P　〈整理中〉『

○遠い青春の日の戦記　三浦吾朗　『紫　　○三二の蔭　福山入郎’熊本　台湾歩兵

　．の絆』（町田　保定磯村会　昭60＞所収　　　　第二聯隊会　昭43　239p・・〈未所蔵〉

　　　　　　　　　　　　　　〈整理中〉．　　　　　　　　　／・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（にしむち・まさもり．専門調査員）、

（台湾歩兵聯隊）

三門1連・48師（海）

　（海8942）　’・．

台北　チモール島

　　　　・　・；70一


