
戦災資料 2020/3/10

文　　書　　名 備考

戦災 1 大木 操「大木日記」高見 順「敗戦日記」島木 健作「扇谷日記」等における川崎関係 空襲・戦災記事抜粋綴

戦災 2 昭和20年3月 移動転出者控簿　（平間国民学校）

戦災 3 衣料切符制概説

戦災 4 衣料切符制概説

戦災 5 大空　第三号　（法制大学第ニ中学校報国団）

戦災 6 扇島の戦災死者発掘関係資料

戦災 7 大山疎開分団児童名簿　（平間国民学校）

戦災 8 学事報告　自 昭和16年度 至 昭和20年度　（橘国民学校）

戦災 9 学童疎開関係メモ　No．１

戦災 10 学童疎開関係メモ　No．２

戦災 11 学童集団疎開名簿　（平間国民学校）

戦災 12 （防空と疎開）疎開 『空襲・戦災の記録』抜き刷り

戦災 13 学徒週番日誌　東芝堀川町工場八千代会

戦災 14 学校沿革誌　（川中島小学校）

戦災 15 昭１６学校長会議に於ける知事訓示要旨、神奈川県（昭和16年12月17日）

戦災 16 学校施設荊茨の道　（市教育委員会）

戦災 17 学校報国団概要　（神奈川県）

戦災 18 昭和20年4月 第二部 学徒週番日誌　仕上部八千代会

戦災 19 昭和20年4月 第二部 学徒週番日誌　仕上部八千代会

戦災 20 昭和19年4月以降 学級編成表報告綴　（幸町国民学校）

戦災 21 川崎市町内会諸規程＝竝關係通牒類＝　（川崎市）

戦災 22 川崎監視哨記録簿

戦災 23 川崎監視哨記録簿

戦災 24 川崎市臨港警防団日記帳

戦災 25 川崎空襲展アンケート集（昭和47年9月1日発行）

戦災 26 「川崎空襲・戦災の記録」編集に関する新聞記事集（１）　S47．8．16（川崎空襲展終了記事）まで

戦災 27 川崎空襲展アンケート集（昭和47年9月1日発行）

戦災 28 川崎空襲展アンケート集（昭和47年9月1日発行）

戦災 29 川崎空襲展アンケート集（昭和47年9月1日発行）

戦災 30 川崎空襲展アンケート集（昭和47年9月1日発行）

戦災 31 昭和19年3月調製 空襲罹災者避難計画（神奈川県）

戦災 32 昭和20年六月 空襲火災各個分隊活動報告編　（警備課消防第ニ係）

戦災 33 空襲被害状況調　１

戦災 34 空襲被害状況調　２

戦災 35 空襲被害状況調　３

戦災 36 空襲被害状況調　４

戦災 37 空襲被害状況調　５

戦災 38 空襲被害状況調　６

戦災 39 工場・鉱山 防空緊急対策　昭18．8

戦災 40 防空法令集　昭19．3

戦災 41 昭和18年度神奈川県防空計画　昭和18年10月調製　（神奈川県）

戦災 42 本土空襲記録　（１）　自19．11．1－至20．2．15

戦災 43 本土空襲記録　（２）　自20．2．16－至20．3．31

戦災 44 本土空襲記録　（３）　自20．4．1－至20．6．30

戦災 45 本土空襲記録　（４）　自20．7．1－

戦災 46 「川崎空襲・戦災の記録」関係略年表

戦災 47 「川崎空襲・戦災の記録」関係略年表

戦災 48 昭和15年7月　家庭防空消防指導要領　（神奈川県）

整理番号
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戦災 49 川崎空襲・戦災の記録 戦時下の生活記録編　原稿１

戦災 50 川崎空襲・戦災の記録 戦時下の生活記録編　原稿２

戦災 51 川崎空襲・戦災の記録 戦時下の生活記録編　原稿３

戦災 52 川崎空襲・戦災の記録 戦時下の生活記録編　原稿４

戦災 53 川崎空襲・戦災の記録 戦時下の生活記録編　原稿５

戦災 54 川崎空襲・戦災の記録 戦時下の生活記録編　原稿６

戦災 55 川崎空襲・戦災の記録 戦時下の生活記録編　原稿７

戦災 56 川崎空襲・戦災の記録 戦時下の生活記録編　原稿８

戦災 57 川崎空襲・戦災の記録 空襲・被災　体験記編　原稿９

戦災 58 国内資料第8号 昭和24年4月7日 太平洋戦争による我国の被害総合報告書

戦災 59 昭和19年 新聞切抜き（朝日新聞・神奈川版）

戦災 60 昭和20年 新聞切抜き（読売報知）

戦災 61 川崎市のあゆみ　概説の部　原稿

戦災 62 川崎市のあゆみ　年表の部　原稿

戦災 63 東部軍司令部防空警報一覧表

戦災 64 東部軍司令部防空警報一覧表

戦災 65 東部軍司令部防空警報一覧表

戦災 66 昭和18年度 中等学校修了者求人要項（川崎国民職業指導所）

戦災 67 大東亜戦争中　東部軍管区内に於ける国民対空敢闘記

戦災 68 私の戦争体験記（県立川崎図書館読書会）

戦災 69 昭和20年11月以降 聠合軍教育指令綴　（橘高校）

戦災 70 連合軍関係通牒綴　（法政大学第二中学校）

戦災 71 勤労報国隊指導本部関係資料（神奈川県）

戦災 72 疎開関係書　（昭和19年　大山町）

戦災 73 疎開関係書類　（昭和19年　大山町）

戦災 74 疎開関係資料

戦災 75 学童疎開の記録　谷間 ※ 76欠番

戦災 77 戦争日記　（後藤美沙子氏提供）

戦災 78 昭和19・20年度　公文書綴受付　（橘尋常高等小学校）

戦災 79 昭和19・20年度 公文書綴発送　（橘尋常高等小学校）

戦災 80 昭和19年度　雑文書綴　（平間国民学校・大山町疎開分団）

戦災 81 昭和20年度　雑文書綴　疎開地用　（平間国民学校・大山町分団）

戦災 82 株式会社芝浦製作所徴用工員規則

戦災 83 日本爆撃機－米空軍作戦報告－　美代勇一訳　（弘文堂）　

戦災 84 日本爆撃機－米空軍作戦報告－　美代勇一訳　（弘文堂）　

戦災 85 日本爆撃機－米空軍作戦報告－　美代勇一訳　（弘文堂）　

戦災 86 日本の教育制度の管理についての指令　（平間国民学校）

戦災 87 平和の代償－白女通年勤労動員学徒の青春と死－　（福島県立白河女子高等学校）

戦災 88 平和の代償－白女通年勤労動員学徒の青春と死－　（福島県立白河女子高等学校）

戦災 89 分団日誌　平間国民学校大山疎開分団

戦災 90 分団日誌　平間国民学校大山疎開分団

戦災 91 勤労手帳　（富士通信機製造株式会社）

戦災 92 防空壕構築指導要項　（神奈川県警防課）

戦災 93 川崎戦災復興誌（川崎市）

戦災 94 川崎戦災復興誌（川崎市）

戦災 95 川崎戦災復興誌（川崎市）

戦災 96 情報局編輯 週報　418号　太平洋決戦の火蓋切る

戦災 97 情報局編輯 週報　418号　太平洋決戦の火蓋切る
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戦災 98 情報局編輯 週報　419号　艨艟出撃　

戦災 99 情報局編輯 週報　419号　艨艟出撃　

戦災 100 情報局編輯 週報　420号　噫、忠烈 万世に燦たり

戦災 101 情報局編輯 週報　420号　噫、忠烈 万世に燦たり

戦災 102 情報局編輯 週報　421号　日米決戦の天王山

戦災 103 情報局編輯 週報　421号　日米決戦の天王山

戦災 104 情報局編輯 週報　422号　柳州潰え 桂林陷つ

戦災 105 情報局編輯 週報　422号　柳州潰え 桂林陷つ

戦災 106 情報局編輯 週報　422号　柳州潰え 桂林陷つ

戦災 107 情報局編輯 週報　423号　戦へ、空襲と皇土の護持に

戦災 108 情報局編輯 週報　423号　戦へ、空襲と皇土の護持に

戦災 109 情報局編輯 週報　424－5合併号　開戦三年 大東亜の相貌

戦災 110 情報局編輯 週報　424－5合併号　開戦三年 大東亜の相貌

戦災 111 情報局編輯 週報　426号　動乱の欧州

戦災 112 情報局編輯 週報　426号　動乱の欧州

戦災 113 情報局編輯 週報　427号　戦線東西南北

戦災 114 情報局編輯 週報　427号　戦線東西南北

戦災 115 情報局編輯 週報　428号　防空決戦

戦災 116 情報局編輯 週報　428号　防空決戦

戦災 117 情報局編輯 週報　429号　戦場ルソン島へ ドイツ反撃の原動力

戦災 118 情報局編輯 週報　429号　戦場ルソン島へ ドイツ反撃の原動力

戦災 119 情報局編輯 週報　430号　主敵アメリカの現状

戦災 120 情報局編輯 週報　430号　主敵アメリカの現状

戦災 121 情報局編輯 週報　431号　ルソンの戦ひ

戦災 122 情報局編輯 週報　431号　ルソンの戦ひ

戦災 123 情報局編輯 週報　432－3合併号　食糧決戦

戦災 124 情報局編輯 週報　432－3合併号　食糧決戦

戦災 125 情報局編輯 週報　434号　戦ふ 朝鮮・台湾

戦災 126 情報局編輯 週報　434号　戦ふ 朝鮮・台湾

戦災 127 情報局編輯 週報　435－6合併号　戦場本土に飛ぶ

戦災 128 情報局編輯 週報　435－6合併号　戦場本土に飛ぶ

戦災 129 情報局編輯 週報　437－8合併号　疎開強化問答

戦災 130 情報局編輯 週報　437－8合併号　疎開強化問答

戦災 131 週報号外　４年目神機

戦災 132 週報号外　４年目神機

戦災 133 情報局編輯 週報　261号　防空準備の進め方

戦災 134 情報局編輯 週報　266号　臨時増税案に就て

戦災 135 情報局編輯 週報　267号　現内閣の方針

戦災 136 情報局編輯 週報　268号　日満華三国締盟一周年

戦災 137 情報局編輯 週報　270号附録　米英に宣戦布告

戦災 138 情報局編輯 週報　270号　産業再編成問答

戦災 139 情報局編輯 週報　271号　大東亜戦争完遂へ

戦災 140 情報局編輯 週報　272号　決戦態勢強化

戦災 141 情報局編輯 週報　273号　戦ひ拔かう大東亜戦

戦災 142 情報局編輯 週報　274号　進め！戦ひの生活へ

戦災 143 情報局編輯 週報　275号　一億挙つて増産へ　※　中に292号有り

戦災 144 情報局編輯 週報　277号　聖戦の使命に徹せよ

戦災 145 情報局編輯 週報　278号　銃後は生産へ総力戦
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戦災 146 情報局編輯 週報　279号　大東亜戦争と教育

戦災 147 情報局編輯 週報　280号　シンガポールの潰滅

戦災 148 情報局編輯 週報　281号　戦ひは今後に在り

戦災 149 情報局編輯 週報　283号　隙を作るな国土防衛

戦災 150 情報局編輯 週報　284号　これから、生活の戦だ

戦災 151 情報局編輯 週報　285号　選べ適材、貫け征戦

戦災 152 情報局編輯 週報　286号　戦争生読本

戦災 153 情報局編輯 週報　288号　大東亜築く力だ、この一票

戦災 154 情報局編輯 週報　289号　翼賛一票

戦災 155 情報局編輯 週報　290号　共栄圏内の食糧計量

戦災 156 情報局編輯 週報　291号　中小企業整理統合の実際

戦災 157 情報局編輯 週報　293号　企業整備令の解説

戦災 158 情報局編輯 週報　294号　小売業整備の實施方針

戦災 159 情報局編輯 週報　295号　臨時議会と日本の進路

戦災 160 情報局編輯 週報　296号　政治の新方向

戦災 161 情報局編輯 週報　297号　両洋同時作戦の展開

戦災 162 情報局編輯 週報　298号　地方事務所とは何か

戦災 163 情報局編輯 週報　299号　支那事変勃発五周年

戦災 164 情報局編輯 週報　300号　生活必需物資動員計量とは何か

戦災 165 情報局編輯 週報　301号　大東亜戦争下の防諜

戦災 166 情報局編輯 週報　302号　防空問答

戦災 167 情報局編輯 週報　303号　大東亜の農林水産業方策

戦災 168 情報局編輯 週報　304号　戦争と船腹

戦災 169 情報局編輯 週報　305号　我が対敵放送戦

戦災 170 情報局編輯 週報　306号　敵抗戦力の検討

戦災 171 情報局編輯 週報　307号　食糧の配給問答

戦災 172 情報局編輯 週報　308号　戦時下娯楽と移動演劇

戦災 173 情報局編輯 週報　309号　大東亜戦争と満洲国

戦災 174 情報局編輯 週報　310号　若鷲となるには－航空要員の養成－

戦災 175 情報局編輯 週報　311号　闇を撃滅しよう

戦災 176 情報局編輯 週報　312号　軍人護衛特集　護衛施設の概要

戦災 177 情報局編輯 週報　313号　小売業者の転廃業　資産評価問答

戦災 178 情報局編輯 週報　315号　海軍武官・兵制度の改正

戦災 179 情報局編輯 週報　316号　戦争生活と遵法

戦災 180 情報局編輯 週報　317号　官庁の新機構　大東亜省の設置

戦災 181 情報局編輯 週報　318号　戦争と燃料

戦災 182 情報局編輯 週報　319号　戦時陸運の非常体制

戦災 183 情報局編輯 週報　320号　国民皆兵と兵役観

戦災 184 情報局編輯 週報　321号　大東亜戦争一周年第一特集　大東亜建設の現状

戦災 185 情報局編輯 週報　322号　大東亜戦争一周年第二特集　我等の必勝態勢

戦災 186 情報局編輯 週報　323号　統制會への職権委譲

戦災 187 情報局編輯 週報　324号　明年度の中等学校の入学考査

戦災 188 情報局編輯 週報　325号　今年こそ激闘の年

戦災 189 情報局編輯 週報　326号　決戦下の勤労問題

戦災 190 情報局編輯 週報　327号　戦争と物価

戦災 191 情報局編輯 週報　328号　学制改革問答

戦災 192 情報局編輯 週報　329号　新増税案解説

戦災 193 情報局編輯 週報　330号　今年の食糧事情
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戦災 194 情報局編輯 週報　331号　南太平洋の作戦について

戦災 195 情報局編輯 週報　332号　戦争と木船

戦災 196 情報局編輯 週報　333号　日露戦争と大東亜戦争

戦災 197 情報局編輯 週報　334号　新制中等学校問答

戦災 198 情報局編輯 週報　335号　戦局と今後の決意

戦災 199 情報局編輯 週報　337号　特集　戦時行政強化問答

戦災 200 情報局編輯 週報　338号　実施された新税法

戦災 201 情報局編輯 週報　339号　商工組合法とは

戦災 202 情報局編輯 週報　340号　敵の謀略を破摧せよ

戦災 203 情報局編輯 週報　341号　増産に挺身せよ

戦災 204 情報局編輯 週報　342号　ニ七〇億へ突撃だ

戦災 205 情報局編輯 週報　343号　戦争生活に徹しよう

戦災 206 情報局編輯 週報　344号　すべてを戦力増強へ

戦災 207 情報局編輯 週報　345号　米英撃滅に驀進だ！

戦災 208 情報局編輯 週報　346号　山本元帥に続け

戦災 209 情報局編輯 週報　348号　空地を食糧増産へ

戦災 210 情報局編輯 週報　350号　特集　戦力増強 企業整備の全貌

戦災 211 情報局編輯 週報　351号　勤労新態勢の確立

戦災 212 情報局編輯 週報　352号　具現する大東亜の共栄

戦災 213 情報局編輯 週報　354号　一億第一線へ　

戦災 214 情報局編輯 週報　361号　特集　決戦下の航空諸問題

戦災 215 情報局編輯 週報　375号　都市疎開問答

戦災 216 情報局編輯 週報　376号　今年完勝への基礎を確立せん

戦災 217 情報局編輯 週報　377号　戦局の新様相

戦災 218 情報局編輯 週報　378号　勝ち抜かう食糧戦

戦災 219 情報局編輯 週報　379号　決勝増税問答

戦災 220 情報局編輯 週報　380号　激化するラバウル空戦

戦災 221 情報局編輯 週報　381号　昭和十九年の人口調査

戦災 222 情報局編輯 週報　382号　マーシャル諸島の激闘

戦災 223 情報局編輯 週報　383号　国民勤労動員問答

戦災 224 情報局編輯 週報　384号　切替は今だ

戦災 225 情報局編輯 週報　385号　陸軍記念日に当りて学徒軍事教育の強化

戦災 226 情報局編輯 週報　386号　進めよ疎開

戦災 227 情報局編輯 週報　387号　学徒動員

戦災 228 情報局編輯 週報　388号　旅客制限

戦災 229 情報局編輯 週報　389号　戦力の泉

戦災 230 情報局編輯 週報　391号　国民生活と航空機増産

戦災 231 情報局編輯 週報　403－404合併号　死して皇土を護る

戦災 232 情報局編輯 週報　403－404合併号　死して皇土を護る

戦災 233 情報局編輯 週報　406号　太平洋戦局の実相

戦災 234 情報局編輯 週報　406号　太平洋戦局の実相

戦災 235 情報局編輯 週報　407号　人骨弄ぶ敵の本性

戦災 236 情報局編輯 週報　407号　人骨弄ぶ敵の本性

戦災 237 情報局編輯 週報　408号　闘う独逸

戦災 238 情報局編輯 週報　408号　闘う独逸

戦災 239 情報局編輯 週報　409号　武装台湾

戦災 240 情報局編輯 週報　409号　武装台湾

戦災 241 情報局編輯 週報　410号　戦時農園の手引　秋の巻
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戦災 242 情報局編輯 週報　410号　戦時農園の手引　秋の巻

戦災 243 情報局編輯 週報　411号　勤労動員の強化

戦災 244 情報局編輯 週報　411号　勤労動員の強化

戦災 245 情報局編輯 週報　412号　勝を決するの機方に今日に在り

戦災 246 情報局編輯 週報　412号　勝を決するの機方に今日に在り

戦災 247 情報局編輯 週報　413号　決戦へ飛行機を

戦災 248 情報局編輯 週報　413号　決戦へ飛行機を

戦災 249 情報局編輯 週報　414号　鳴動する太平洋

戦災 250 情報局編輯 週報　414号　鳴動する太平洋

戦災 251 情報局編輯 週報　415号　大東亜十億の決戦態勢成る

戦災 252 情報局編輯 週報　415号　大東亜十億の決戦態勢成る

戦災 253 情報局編輯 週報　416号　欧州戦局の教訓　

戦災 254 情報局編輯 週報　416号　欧州戦局の教訓　

戦災 255 情報局編輯 週報　417号　大陸戦線の現況

戦災 256 情報局編輯 週報　417号　大陸戦線の現況

戦災 257 教務日誌　17年4月以降 18年3月迄　（川崎中学校）

戦災 258 教務日誌　17年4月以降 18年3月迄　（川崎中学校）

戦災 259 舎監日誌　（啓史寮）　昭和20年

戦災 260 警戒警報 空襲警報　発令下日誌　（六本木警防団）

戦災 261 警戒警報 空襲警報　発令下日誌

戦災 262 昭和17年7月　当直日誌　（川崎市立橘中学校）

戦災 263 昭和20年5月起　入退学児童報告書綴　（橘小学校）

戦災 264 入浴に関する談合内容問合せの件　（平間国民学校）

戦災 265 日誌　（川崎市田島国民学校）

戦災 266 昭和20年4月起　疎開日誌　（川崎市田島国民学校　神田村疎開分団）

戦災 267 昭和20年4月起　疎開日誌　（川崎市田島国民学校　神田村疎開分団）

戦災 268 五十嵐泰一氏手記

戦災 269 五十嵐泰一氏手記（空襲日誌）

戦災 270 日記1　井汲勝雄氏　昭和17年

戦災 271 井汲勝雄日記　2

戦災 272 井汲勝雄日記　自 昭和19年1月1日　至 昭和19年12月31日

戦災 273 井汲勝雄日記　自 昭和20年1月1日　至 昭和20年12月31日

戦災 274 板倉武夫氏の手帳

戦災 275 伊東春吉氏の手記

戦災 276 伊東春吉氏手記（空襲日誌）

戦災 277 衛藤氏の生活手記

戦災 278 昭和20年　思ひ出の記　（衛藤澄也）

戦災 279 昭和20年　思ひ出の記　（衛藤澄也）

戦災 280 笹井としを日記

戦災 281 笹井としを日記

戦災 282 川辺彦作日記　自．昭和17年1月1日　至．昭和17年12月31日

戦災 283 小林英男日記　自．昭和19年1月1日　至．昭和20年3月31日

戦災 284 小林英男日記　自．昭和19年11月1日　至．昭和20年8月15日

戦災 285 小林英男日記　自．昭和20年4月1日　至．昭和20年4月15日

戦災 286 小松保輔日記　自．昭和20年4月1日　至．昭和20年6月30日

戦災 287 小松保輔日記　

戦災 288 小松保輔日記

戦災 289 忘れ得ぬ人々　（小峰正江）
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戦災 290 乙女集　（倉沢茂子）

戦災 291 瀬川昇日記　（昭和19年分）

戦災 292 瀬川昇日記　（昭和20年分）

戦災 293 戦時日記　（瀬川昇）

戦災 294 当用日記　（関口鉄男）

戦災 295 日記　自 昭和19年11月1日　至 12月31日　（関口鉄男）

戦災 296 関口鉄男日記　自 昭和19年11月1日　至 昭和20年8月15日

戦災 297 高島松柏日記　1　自 昭和19年年10月1日　至 昭和19年12月31日

戦災 298 高島松柏日記　2　昭和20年1月～3月

戦災 299 教務日誌　20年9月以降 21年3月迄　（神奈川県立川崎中学校）

戦災 300 高島松柏日記　3　昭和20年3月～5月

戦災 301 高島松柏日記　4　昭和20年6月～8月

戦災 302 高島松柏日記　5　昭和20年8月

戦災 303 生活記録（ニ）　自 昭和20年3月23日　至 昭和20年5月31日

戦災 304 生活記録（三）　自 昭和20年6月1日　至 昭和20年8月10日

戦災 305 生活記録（四）　自 昭和20年8月11日　至 昭和20年10月11日

戦災 306 生活記録（五）　自 昭和20年10月12日　至 昭和20年12月31日

戦災 307 生活の記録（四）　皇紀ニ千六百四年 自 昭和19年10月1日 至 昭和19年12月31日

戦災 308 出勤簿　（増田重文氏提供）

戦災 309 「私の記録」　（高橋政次）

戦災 310 津田和治氏の手記・手紙・はがき類綴

戦災 311 津田和治氏の手紙・手記綴り

戦災 312 波田野まちこ日記　昭和20年度

戦災 313 波田野まちこ日記　昭和17年度

戦災 314 波田野まちこ日記

戦災 315 平林彊日記　昭和17年初空襲　自 昭和19年10月17日　至 昭和20年5月31日

戦災 316 平林彊日記　昭和17年1月1日　昭和17年6月21日

戦災 317 平林彊日記　昭和19年10月17日　昭和20年5月31日

戦災 318 平林彊日記　昭和20年6月1日　昭和20年10月10日

戦災 319 平林彊日記　昭和20年6月1日　昭和20年11月23日

戦災 320 宮本勝日記

戦災 321 高橋政次氏のノート（メモ）

戦災 322 日記　（高橋　政次）

戦災 323 高橋政次氏の日記と手紙

戦災 324 曽根和子（旧姓 村松）日記

戦災 325 守谷氏日記　昭和20年1月31日～4月19日

戦災 326 守谷氏日記　昭和20年4月20日～6月24日

戦災 327 守谷氏日記　昭和20年8月23日～11月21日

戦災 328 守谷氏日記　昭和20年6月25日～8月22日

戦災 329 守谷氏日記　昭和20年1月31日　昭和20年6月25日

戦災 330 守谷氏日記　昭和20年6月25日　昭和20年8月22日

戦災 331 山崎養司日記

戦災 332 山崎養司日記　（抜粋）

戦災 333 手紙　（荒牧政子・坪井玉江、小峰正江）

戦災 334 横田綾ニ日記 昭和20年3月26日～5月1日

戦災 335 横田綾ニ日記

戦災 336 手紙・はがき類綴　（坪井玉江　提供）

戦災 337 勢田佐武郎氏のはがき・手記・手帳類綴
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戦災 338 川辺古一歌集　昭和19年～昭和20年

戦災 339 山崎養司氏の短歌・会員名簿類綴り　

戦災 340 短歌・俳句・詩 類綴　（猪股恒三）

戦災 341 教務日誌　昭和20年度（県立川崎中学校）

戦災 342 教務日誌　昭和19年7月以降 昭和20年8月迄　（神奈川県立川崎中学校）

戦災 343 つれづれの歌　（衛藤）

戦災 344 教務日誌　昭和18年4月以降 昭和19年6月迄　（神奈川県立川崎中学校）

戦災 345 教務日誌　昭和16年4月以降 昭和17年3月迄　（神奈川県立川崎中学校）

戦災 346 教務日誌　昭和18年度　（神奈川県立川崎中学校）

戦災 347 教務日誌　昭和19年度　（神奈川県立川崎中学校）

戦災 348 教務日誌　昭和17年4月　（川崎市立橘中学校）

戦災 349 教務日誌　昭和17年4月　（川崎市立橘高等学校）

戦災 350 教務日誌　昭和18年2月　（川崎市立橘高等学校）

戦災 351 教務日誌　昭和19年1月　（川崎市立橘高等学校）

戦災 352 教務日誌　昭和19年4月　（川崎市立橘高等学校）

戦災 353 教務日誌　自 昭和20年9月1日 至 昭和21年9月30日　（川崎市立橘高等学校）

戦災 354 教務日誌　昭和18年4月　（川崎市立橘高等学校）

戦災 355 教務日誌　昭和18年8月　（川崎市立橘高等学校）

戦災 356 教務日誌　昭和19年度　（川崎市立橘高等学校）

戦災 357 教務日誌　昭和23年度　（川崎市立橘高等学校）

戦災 358 教務日誌　昭和24年度　（川崎市立橘高等学校）

戦災 359 生活の記録　自．昭和20年1月1日　至．昭和20年3月22日

戦災 360 部長会関係書類綴

戦災 361 校務日誌　昭和19年度　（川中島小学校）

戦災 362 校務日誌　（川中島国民学校）

戦災 363 教務日誌　昭和17年度7月　（川崎市立橘中学校）

戦災 364 転学に関する書類　自 昭和18年度 至 昭和22年度　（川崎市立高等家政女学校）

戦災 365 勤労報国隊運営要領　昭和18年1月　（神奈川県勤労報国隊指導本部）

戦災 366 警視庁防空・消防課校閲　隣組防空絵解　（大日本防空協会帝都支部）

戦災 367 罹災目録　（新生 昭和21年3月号　永井荷風）

戦災 368 罹災目録　（新生 昭和21年3月号　永井荷風）

戦災 369 東京焼盡　（内田百聞　講談社版）

戦災 370 昭和19・20年度 疎開関係書類（1）

戦災 371 昭和19・20年度 疎開関係書類（2）

戦災 372 昭和20年4月17日以降 疎開会計書類　（川崎市平間国民学校）

戦災 373 疎開日誌　昭和20年　（川崎市中原国民学校疎開分団本部）

戦災 374 美須銃後奉公団　昭和18年度　事業報告

戦災 375 日記（衛藤澄也・板倉武夫・川辺彦作）

戦災 376 出勤簿　増田重文氏

戦災 377 医務日誌　（川崎市平間国民学校大山町疎開分団）

戦災 378 龍門茂代子氏の「我が断片の記」手紙類綴

戦災 379 経営資料　（橘尋常高等小学校）

戦災 380 国民勤労報国協力令関係法令通帳　（大政翼賛会神奈川県支部）

戦災 381 御殿町　隣組日誌

戦災 382 校規 甲　（橘樹郡尋常高等橘小学校）

戦災 383 校規 乙　（橘樹郡尋常高等橘小学校）

戦災 384 昭和20年起　校規 附 実業補習則・青年訓練則　（宮前尋常高等小学校）

戦災 385 発 公文書綴（疎開地用）　（川崎市平間国民学校大山町疎開分団）
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戦災 386 公文書綴　連合国軍最高司令関係　（川崎市立川崎高等女学校）

戦災 387 昭和19年度 発送 公文書綴　（川崎市平間国民学校大山町疎開分団）

戦災 388 昭和19年度 受領 公文書綴　（川崎市平間国民学校大山町疎開分団）

戦災 389 防空事情 9月号　特輯 工場の防空はどうする

戦災 390 防空事情 2月号　隣組防空指導の参考

戦災 391 昭和20年5月10日付　消防関係訓示・訓令等綴

戦災 392 昭和20年　消防年報　（神奈川県消防課）

戦災 393 時局防空必携　昭和18年改訂　（内務省）

戦災 394 集団疎開学童教育状況調査　（平間国民学校）

戦災 395 借用物品謝礼標準表その他　（平間国民学校）

戦災 396 昭和20年4月　書類綴　（宮前小学校）

戦災 397 集団疎開児童納付金仕訳書綴　（宮前小学校）

戦災 398 昭和19年8月　集団疎開名簿　（川崎市田島国民学校神田村疎開分団）

戦災 399 諸届・願書綴　（田島小学校）

戦災 400 昭和19年9月　集団疎開前渡金支途報告　（川崎市平間国民学校）

戦災 401 救護指導要項　（神奈川県警防課）

戦災 402 セメント工場防空要項　昭和17年10月　（セメント統制会）

戦災 403 繊維製品配給消費統制規則解説　（商工省繊維局）

戦災 404 繊維製品配給消費統制規則解説　（商工省繊維局）

戦災 405 青年学校手帳　（今野瑛氏提供）

戦災 406 主婦の友　昭和18年9月号　決戦国民生活号

戦災 407 朝日新聞　昭和20年2月17日他

戦災 408 川崎防空・戦災の記録　空襲・被災体験記編　原稿1

戦災 409 川崎防空・戦災の記録　空襲・被災体験記編　原稿2

戦災 410 川崎防空・戦災の記録　空襲・被災体験記編　原稿3

戦災 411 川崎防空・戦災の記録　空襲・被災体験記編　原稿4

戦災 412 川崎防空・戦災の記録　空襲・被災体験記編　原稿5

戦災 413 川崎防空・戦災の記録　空襲・被災体験記編　原稿6

戦災 414 川崎防空・戦災の記録　空襲・被災体験記編　原稿7

戦災 415 川崎防空・戦災の記録　空襲・被災体験記編　原稿8

戦災 416 川崎空襲・戦災の記録　空襲・被災体験記編　初校々正ゲラ刷

戦災 417 川崎空襲・戦災の記録　空襲・被災体験記編　再校々正ゲラ刷

戦災 418 川崎空襲・戦災の記録　戦時下の生活記録編　初校々正ゲラ刷

戦災 419 川崎空襲・戦災の記録　戦時下の生活記録編　再校々正ゲラ刷

戦災 420 川崎空襲・戦災の記録　戦時下の生活記録編　三校々正ゲラ刷

戦災 421 空襲・戦災の記録資料目録　写真

戦災 422 川崎空襲・戦災の記録編集に関する新聞記事

戦災 423 体験記整理台帳　No.101～200

戦災 424 体験記整理台帳　

戦災 425 川崎市中原国民学校疎開分団本部　日誌

戦災 426 叙勲・褒章一覧

戦災 427 Ⅲ　日記と作品　

戦災 428 昭和16年　大東亜戦争防空警報発令記録

戦災 429 昭和19年度（昭和19年4月～昭和20年3月）　神奈川県立川崎中学校　教務日誌要約

戦災 430 昭和20年度（昭和20年4月～昭和21年3月）　神奈川県立川崎中学校　教務日誌要約

戦災 431 昭和16年度（昭和16年4月～昭和17年3月）　神奈川県立川崎中学校　教務日誌抜粋

戦災 432 昭和18年度（昭和18年4月～昭和19年3月）　神奈川県立川崎中学校　教務日誌要約

戦災 433 昭和16年度（昭和16年4月～昭和17年3月）　神奈川県立川崎中学校　教務日誌抜粋
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戦災 434 我国経済の戦争被害　昭和23年2月11日　（経済安定本部總裁官房調査課）

戦災 435 川崎空襲・被災関係　米国の新聞　（昭和17年～） 封筒

戦災 436 米国戦略爆撃調査団報告（太平洋戦争）および日米関連資料リスト

戦災 437 体験記整理台帳　No.201～300

戦災 438 体験記整理台帳　No.301～399

戦災 439 体験記整理台帳　No.02～No.396　第2巻用

戦災 440 体験記整理台帳　No.501～No.599　第2巻用

戦災 441 体験記整理台帳　No.600～No.709　第2巻用

戦災 442 戦時中の労務・厚生 封筒

戦災 443 昭和21年1月　旧軍用地の実態調査　東京農地事務局関係（神奈川県関係分）農林省開拓農地課　（法政大学図書館所蔵）

戦災 444 国家総動員史　上巻　（法学博士　石川準吉著）

戦災 445 国家総動員史　資料編　別巻　（法学博士　石川準吉著）

戦災 446 防空　第6巻　第9号

戦災 447 川崎戦災の記録（資料）　手帳①

戦災 448 川崎戦災の記録（資料）　手帳②

戦災 449 Ⅱ　防空対策と疎開

戦災 450 昭．22　ＴＨＥ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＷＡＲＴＩＭＥ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＯＦ　ＬＩＶＩＮＧ　ＡＮＤ　ＵＴＩＬＩＺＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＭＡＮＰＯＷＥＲ

戦災 451 ＴＨＥ　ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ　ＢＯＭＢＩＮＧ　ＯＮ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＭＯＲＡＬＥ　1

戦災 452 ＴＨＥ　ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ　ＢＯＭＢＩＮＧ　ＯＮ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＭＯＲＡＬＥ　2

戦災 453 Ｊｐａｎ　Ｓｕｂｄｕｅｄ

戦災 454 ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＡＩＲ　ＡＴＴＡＣＫ　ＯＮ　ＵＲＢＡＮ　ＣＯＭＰＬＥＸ　ＴＯＫＹＯ-ＫＡＷＡＳＡＫＩ-ＹＯＫＯＨＡＭＡ

戦災 455 ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＡＩＲ　ＡＴＴＡＣＫ　ＯＮ　ＵＲＢＡＮ　ＣＯＭＰＬＥＸ　ＴＯＫＹＯ-ＫＡＷＡＳＡＫＩ-ＹＯＫＯＨＡＭＡ

戦災 456 第20航空軍（Ｂ29部隊）日本本土爆撃詳報　（アルファべット順）　（1944.8.20～1945.8.13）

戦災 457 ＩＮＤＥＸ　ＴＯ　ＲＥＣＯＲＤＳ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＵＮＩＴＥＤ　ＳＴＡＴＥＳ　ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ　ＢＯＭＢＩＮＧ　ＳＵＲＶＥＹ-ＳＥＣＴＩＯＮ2.ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ

戦災 458 ＴＨＥ　ＡＲＭＹ　ＡＩＲ　ＦＯＲＣＥＳ　ＩＮ　ＷＯＲＬＤ　ＷＡＲⅡ　（1）

戦災 459 ＴＨＥ　ＡＲＭＹ　ＡＩＲ　ＦＯＲＣＥＳ　ＩＮ　ＷＯＲＬＤ　ＷＡＲⅡ　（2）

戦災 460 ＴＡＣＴＩＣＡＬ　ＭＩＳＳＩＯＮ　ＲＥＰＯＲＴ　ＭＩＳＳＩＯＮ　Ｎｏ.68ＡＮＤ69

戦災 461 ＴＡＣＴＩＣＡＬ　ＭＩＳＳＩＯＮ　ＲＥＰＯＲＴ　ＭＩＳＳＩＯＮ　Ｎｏ.186

戦災 462 36Ｃ（34）（ｇ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ　－Ｆｕｒｕｋａｗａ　Ｃａｓｔｉｎｇｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ

戦災 463 56ａ（6）　（ａ～ｃ）　ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＡＩＲ－ＡＴＴＡＣＫＳ　ＯＮ　ＴＯＫＹＯ　ＲＥＧＩＯＮ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥＬＹ－Ｔｒｕｃｋ　ａｎｄ　ｒａｉｌ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ．

戦災 464
ＰＨＯＴＧＲＡＰＨＩＣ　ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ　－ＵＲＢＡＮ　ＡＲＥＡ　ＡＮＡＬＹＳＩＳ　（ＲＥＰＯＲＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＵＮＩＴＥＤ　ＳＴＡＴＥＳ　ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ　ＢＯＭＢＩＮＧ
ＳＵＲＶＥＹ）

戦災 465
56ａ（2）（ａ）　ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＡＩＲ　ＡＴＴＡＣＫＳ　ＯＮ　ＴＯＫＹＯ　ＲＥＧＩＯＮ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥＬＹ（2）ＤＥＦＥＮＳＥ　ＰＬＡＮＳ－ＡＮＴＩ－ＡＩＲ　ＤＥＦＥＮＳＥ
ＰＬＡＮＳ

戦災 466
56ａ（17）（ｄ）　ＤＡＭＡＧＥ，ＲＥＰＡＩＲ　ＡＮＤ　ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＢＵＩＬＤＩＮＧＳ　ＩＮ　ＴＯＫＹＯ　ＲＥＧＩＯＮ　（ｄ）ＢＯＭＢ　ＧＡＭＡＧＥ　ＴＯ　ＢＵＩＬＤＩ
ＯＮＧＳ

戦災 467 56ａ（5）（ａ～ｅ）　ＳＨＩＰＰＩＮＧ　ＤＡＴＡ

戦災 468 41ｋｋ（1）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ　－Ushioda　ｓｔｅａｍ　ｐｏｗｅｒ　ｐｌａｎｔ

戦災 469 51ａ（16）（ａ，ｂ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴＳ　－Nippon　Ｏｉｌ　Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ．（Ｋａｗａｓａｋｉ）

戦災 470 56ｂ（5）　ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＡＩＲ　ＡＴＴＡＣＫＳ　ＯＮ　ＴＯＫＹＯ　ＲＥＧＩＯＮ　Ｂｙ　ＣＩＴＩＥＳ－ＭＵＲＯＲＡＮ

戦災 471 36ｃ（34）（ｋ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ　－Toyo　Ｄａｉｋａｓｕｔｏ　Ｇｏｓｈｉ　Ｋａｉｓｈａ．

戦災 472 56ａ（19）（ｙ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴＳ　－ＯＭＩＹＡ　ＰＬＡＮＴ

戦災 473 ＯＩＬ ＩＮ ＪＡＰＡＮ’Ｓ ＷＡＲ　（ＲＥＰＯＲＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＵＮＩＴＥＤ　ＳＴＡＴＥＳ　ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ　ＢＯＭＢＩＮＧ　ＳＵＲＶＥＹ　51）1

戦災 474 ＯＩＬ ＩＮ ＪＡＰＡＮ’Ｓ ＷＡＲ　（ＲＥＰＯＲＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＵＮＩＴＥＤ　ＳＴＡＴＥＳ　ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ　ＢＯＭＢＩＮＧ　ＳＵＲＶＥＹ　51）2

戦災 475 ＯＩＬ ＩＮ ＪＡＰＡＮ’Ｓ ＷＡＲ　（ＡＰＰＥＮＤＩＸ　ＴＯ　ＴＨＥ　ＲＥＰＯＲＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＵＮＩＴＥＤ　ＳＴＡＴＥＳ　ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ　ＢＯＭＢＩＮＧ　ＳＵＲＶＥＹ　51）1

戦災 476 ＯＩＬ ＩＮ ＪＡＰＡＮ’Ｓ ＷＡＲ　（ＡＰＰＥＮＤＩＸ　ＴＯ　ＴＨＥ　ＲＥＰＯＲＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＵＮＩＴＥＤ　ＳＴＡＴＥＳ　ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ　ＢＯＭＢＩＮＧ　ＳＵＲＶＥＹ　51）2

戦災 477 ＯＩＬ ＩＮ ＪＡＰＡＮ’Ｓ ＷＡＲ　（ＡＰＰＥＮＤＩＸ　ＴＯ　ＴＨＥ　ＲＥＰＯＲＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＵＮＩＴＥＤ　ＳＴＡＴＥＳ　ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ　ＢＯＭＢＩＮＧ　ＳＵＲＶＥＹ　51）3

戦災 478 56ａ（15）（ｄ，ｅ）　ＴＡＲＧＥＴ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

戦災 479 56ａ（15）　ＴＡＲＧＥＴ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　－Ｔａｒｇｅｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｓｈｅｅｅｔｓ，Ｄａｍａｇｅ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔｓ．

戦災 480 56ａ（16）　ＴＡＲＧＥＴ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　－Ｔａｒｇｅｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｓｈｅｅｅｔｓ，Ｄａｍａｇｅ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔｓ．

戦災 481 40ｎ（1）ＳＵＭＭＡＲＹ　ＯＦ　ＡＩＲ－ＲＡＩＤ　ＤＡＭＡＧＥ
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戦災 482
56ａ（17）（ｃ）　ＤＡＭＡＧＥ，ＲＥＰＡＩＲ　ＡＮＤ　ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＢＵＩＬＤＩＮＧＳ　ＩＮ　ＴＯＫＹＯ　ＲＥＧＩＯＮ（ｃ）ＮＵＭＢＥＲ　ＡＮＤ　ＣＯＳＴ　ＯＦ　ＮＥ
Ｗ　ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ

戦災 483 56ａ（4）（ａ～ｇ）　ＤＡＴＡＰＥＲＴＡＩＮＩＮＧ　ＴＯ　ＣＯＮＳＵＭＰＴＩＯＮ　ＩＮ　ＴＯＫＹＯ　ＲＥＧＩＯＮ

戦災 484 56ｂ（2）（ａ）～（ｉ）　ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＡＩＲ　ＡＴＴＡＣＫＳ　ＯＮ　ＴＯＫＹＯ　ＲＲＥＧＩＯＮ　ＢＹ　ＣＩＴＩＥＳ－ＨＡＣＨＩＯＪＩ

戦災 485 56ａ（19）（ａ，ｂ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴＳ　（ａ）　ＡＥＲＯＮＡＵＴＩＣＡＬ　ＩＮＤＵＳＴＲＹ　（ｂ）ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＩＮＤＵＳＴＲＹ

戦災 486
56ａ（19）（ｃ～ｆ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴＳ　（ｃ）ＦＵＥＬ　ＩＮＤＵＳＴＲＹ　（ｄ）　ＦＯＯＤ　ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ　ＡＮＤ　ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＧ（ｅ）ＧＬＡＳＳ　ＩＮＤＵＳＴ
ＲＹ　（ｆ）ＬＥＡＴＨＥＲ　ＧＯＯＤＳ

戦災 487 56ａ（19）（ｈ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴＳ　－ＭＡＣＨＩＮＥ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ

戦災 488 56ａ（19）（ｇ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴＳ　－ＭＥＴＡＬ　ＩＮＤＵＳＴＲＹ

戦災 489 ＩＮＤＥＸ　ＴＯ　ＲＥＣＯＲＤＳ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＵＮＩＴＥＤ　ＳＴＡＴＥＳ　ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ　ＢＯＭＢＩＮＧ　ＳＵＲＶＥＹ

戦災 490 56ａ（18）（ｂ）ＦＡＣＴＯＲＹ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥＳ　ＦＯＲ　ＴＯＫＹＯ　ＡＲＥＡ　－ＨＥＡＶＹ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ

戦災 491 56ａ（16）（ａ）　ＣＡＳＵＡＬＴＩＥＳ－ＳＴＡＴＩＳＴＩＥＳ　ＯＮ　ＮＵＭＢＥＲ　ＯＦ　ＣＡＳＵＡＬＴＩＥＳ

戦災 492 36ｃ（44）（ａ）ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ　－ＴｈｅＳｈｏｗａ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｗｉｒｅ　ａｎｄ　Ｃａｂｌｅ　Ｃｏｍｏｐａｎｙ，Ｌｔｄ．

戦災 493 56ａ（3）（ａ，ｂ，ｃ，ｅ，ｆ，ｇ）ＦＯＯＤ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＣＯＮＳＵＭＰＴＩＯＮ

戦災 494 56ｂ（3）　ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＡＩＲ　ＡＴＴＡＣＫＳ　ＯＮ　ＴＫＹＯ　ＲＥＧＩＯＮ　ＢＹ　ＣＩＴＩＥＳ　－ＫＡＷＡＳＡＫＩ

戦災 495 51ｂ（19）（ｆ）　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＲＥＰＯＲＴ　ＯＮ　ＢＯＭＢ　ＤＡＭＡＧＥ

戦災 496 56ａ（12）（ａ，ｂ）　ＰＲＯＣＵＣＴＩＯＮ　ＤＡＴＡ（ＧＥＮＥＲＡＬ）

戦災 497
38ｉ（1～3）ＡＮＳＷＥＲＳ　ＴＯ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥ　ＦＯＲ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ　ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＡＣＨＩＮ
ＥＲＹ　－Ｓｕｍｉｔｏｍｏ　Ｔｓｕｓｈｉｎ　Ｋｏｇｙｏ　Ｋａｂｕｓｈｉｋｉ　Ｋａｉｓｈａ

戦災 498 39ｋ（9）ＭＡＣＨＩＮＥ　ＴＯＯＬ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥ－Ｈｉｔａｃｈｉ　Ｚｏｓｅｎ　Ｋ．Ｋ

戦災 499
56ａ（18）（ｄ～ｇ）　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥＳ　ＦＯＲ　ＴＯＫＹＯ　ＡＲＥＡ　（ｄ）ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＩＮＤＵＳＴＲＹ　（ｅ）ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ
（ｆ）ＯＰＴＩＣＡＬ　ＩＮＤＵＳＴＲＹ　（ｇ）ＳＴＥＥＬ　ＷＯＲＫＳ

戦災 500 56ａ（18）（ｃ）　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＱＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥＳ　ＦＯＲ　ＴＯＫＹＯ　ＡＲＥＡ　－ＭＡＣＨＩＮＥ　ＩＮＤＵＳＴＲＹ

戦災 501 36ｂ（67）（ａ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ　－Ｓｐｅｃｉａｌ　Ａｌｌｏｙ　Ｓｔｅｅｌ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．

戦災 502 56ａ（14）（ｋ，1）　ＡＩＲ　ＲＡＩＤ　ＤＡＴＡ　ＡＮＤ　ＢＯＭＢ　ＤＡＭＡＧＥ

戦災 503 56ａ（14（ａ～ｄ，ｆ，ｇ）　ＡＩＲ　ＲＡＩＤ　ＤＡＴＡ　ＡＮＤ　ＢＯＭＢ　ＤＡＭＡＧＥ

戦災 504 36ｂ（24）（ａ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ　－Ｊａｐａｎ　Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．

戦災 505 36ａ（18）（ｃ）　ＤＡＭＡＧＥＳ　ＴＯ　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＳＴＥＥＬ　ＰＬＡＮＴＳ

戦災 506 56ａ（13）（ａ～ｄ）　ＷＯＲＫＳＨＥＥＴＳ　ＯＮ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ　ＶＡＲＩＡＴＩＯＮ　ＣＨＡＮＧＥＳ

戦災 507
56ａ（2）（ｃ）　ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＡＩＲ　ＡＴＴＡＣＫＳ　ＯＮ　ＴＯＫＹＯ　ＲＥＧＩＯＮ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥＬＹ（2）ＤＥＦＥＮＳＥ　ＰＬＡＮＳ　－ＡＮＴＩ－ＡＩＲ　ＤＥＦＥＮＳＥ
ＰＬＡＮＳ　ＡＮＤ　ＭＥＡＳＵＲＥＳ

戦災 508
56ａ（14）（ｈ）　ＡＩＲ　ＲＡＩＤ　ＤＡＴＡ　ＡＮＤ　ＢＯＭＢ　ＤＡＭＡＧＥ　（ｈ）ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＡＲＥＡ　ＡＴＴＡＣＫＳ　ＯＮ　ＴＨＥ　ＵＲＢＡＮ　ＣＯＭＰＬＥＸ　ＴＯＫＹ
Ｏ

戦災 509 56ａ（18）（ａ）　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥＳ　ＦＯＲ　ＴＯＫＹＯ　ＡＲＥＡ　－ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ

戦災 510 38ｔ（12）　ＲＥＰＯＲＴＳ　ＯＮ　ＴＨＥ　ＴＯＫＹＯ　ＳＨＩＢＡＵＲＡ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＣＯ．，ＬＴＤ．（Ｙａｎａｇｉ－ｃｈｏ　ｗｏｒｋｓ．）

戦災 511 41ｊｊ（1）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ　－Ｔｓｕｒｕｍｉ　ｓｔｅａｍ　ｐｏｗｅｒ　ｐｌａｎｔ

戦災 512 38ｔ（6）　ＲＥＰＯＲＴＳ　ＯＮ　ＴＨＥ　ＴＯＫＹＯ　ＳＨＩＢＡＵＲＡ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＣＯ．，ＬＴＤ．（Ｋｏｍｕｋａｉ　ｗｏｒｋｓ．）

戦災 513 36ｃ（47）（ａ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ　－Ｔｏｋｙｏ　Ｗｉｒｅ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ．

戦災 514 38ｔ（2）　ＲＥＰＯＲＴＳ　ＯＮ　ＴＨＥ　ＴＯＫＹＯ　ＳＨＩＢＡＵＲＡ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＣＯ．，ＬＴＤ．（Ｋａｗａｓａｋｉ　ｗｏｒｋｓ．）

戦災 515 38ｔ（9）　ＲＥＰＯＲＴＳ　ＯＮ　ＴＨＥ　ＴＯＫＹＯ　ＳＨＩＢＡＵＲＡ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＣＯ．，ＬＴＤ．（Ｏｈｍｉｙａｃｈｏ　ｗｏｒｋｓ．）

戦災 516 38ｓ（4）　ＲＥＰＬＹ　ＴＯ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥ　－Ｔｈｅ　Ｎｉｔｃｈｉｋｕ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．

戦災 517
38ｔ（3）　ＲＥＰＯＲＴＳ　ＯＮ　ＴＨＥ　ＴＯＫＹＯ　ＳＨＩＢＡＵＲＡ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＣＯ．，ＬＴＤ．（Ｔｓｕｒｕｍｉｗｏｒｋｓ，Ｋｙｏｍａｃｈｉ　ｗｏｒｋｓ，　Ｆｕｃｈｕ　ｗｏｒｋｓ，Ｋａｎａ
ｓｕｇｉ　ｗｏｒｋｓ．）

戦災 518 39ｊ（1）　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＲＥＰＯＲＴ　－Ｅｂａｒａ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｋａｗａｓａｋｉ　ｐｌａｎｔ．

戦災 519 41ｎ（1）（4）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ，ＢＯＭＢ　ＤＡＭＡＧＥ　－Ｋａｗａｓａｋｉ　ｓｔｅａｍ　ｐｏｗｅｒ　ｐｌａｎｔ

戦災 520 41ｏ（1）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ　－Ｋａｗａｓａｋｉ　ｓｕｂｓｔａｔｉｏｎ

戦災 521 39ｍ（1）（2）　ＲＥＰＬＹ　ＴＯ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥ　ｅｔｃ．，－Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．

戦災 522
40ｍ（1）　ＲＥＰＯＲＴ　ＢＹ　ＣＯＬＯＮＥＬ　ＤＡＶＥＮＰＯＲＴ　ＯＮ　ＴＨＥ　ＭＩＬＩＴＡＲＹ　ＡＳＰＥＣＴＳ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＢＯＭＢＩＮＧ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＰＯ
ＷＥＲ　ＩＮＤＵＳＴＲＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＨＯＭＥ　ＩＳＬＡＮＤＳ．

戦災 523 51ａ（21）（ａ～ｅ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴＳ　－Ｓｈｏｗａ　Ｏｉｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ．Ｋａｗａｓａｋｉ　ｒｅｆｉｎｅｒｙ．

戦災 524 56ａ（15）（ａ～ｃ）　ＴＡＲＧＥＴ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

戦災 525 36ｂ（46）（ａ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ　－Ｎｉｐｐｏｎ　Ｍｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．

戦災 526
56ａ（2）（ｂ）　ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＡＩＲ　ＡＴＴＡＣＫＳ　ＯＮ　ＴＯＫＹＯ　ＲＥＧＩＯＮ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥＬＹ（2）ＤＥＦＥＮＳＥ　ＰＬＡＮＳ－ＤＥＦＥＮＳＥ　ＣＯＲＰＳ　ＰＬ
ＡＮＳ

戦災 527
56ａ（8）（ｂ～ｆ）　ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＡＩＲ－ＡＴＴＡＣＫＳ　ＯＮ　ＴＯＫＹＯ　ＲＥＧＩＯＮ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥＬＹ－Ｄａｔａ　ｐｅｒｔａｉｎｉｎｇ　ｔｏ　ｊａｂｏｒ　ｉｎ　ｔｏｋｙｏ　ｒｅｇｉｏ
ｎ．

戦災 528 39ｏ（2）　ＲＥＰＬＹ　ＴＯ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥ　－Ｈｉｔａｃｈｉ　Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．Ｋａｗａｓａｋｉ　ｗｏｒｋｓ．

戦災 529
38ｂ（1）　ＡＮＳＷＥＲＳ　ＴＯ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥ　ＦＯＲ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ　ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＡＣＨＩＮＥ
ＲＹ　－Ｆｕｊｉ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．

11/13



戦災資料 2020/3/10

文　　書　　名 備考整理番号

戦災 530 56ａ（10）（ａ～ｇ）　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ　ＤＡＴＡ　ＢＹ　ＣＯＭＭＯＤＩＴＹ

戦災 531 39ｋ（7）　ＭＡＣＨＩＮＥ　ＴＯＯＬ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥ－Ｙｏｋｏｙａｍａ　Ｋｏｇｙｏ．

戦災 532 38ｓ（1）ＲＥＰＬＹ　ＴＯ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥ　－Ｓｈｏｗａ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｗｉｒｅ　＆　Ｃａｂｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ

戦災 533 38ｓ（9）　ＲＥＰＬＹ　ＴＯ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥ　－Ｔｏｓｈｉｂａ　Ｃｏｎｄｕｉｔ　Ｔｕｂｕ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｌｔｄ．

戦災 534 38ｔ（11）　ＲＥＰＯＲＴＳ　ＯＮ　ＴＨＥ　ＴＯＫＹＯ　ＳＨＩＢＡＵＲＡ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＣＯ．，ＬＴＤ．（Ｆｕｊｉｍｉ－ｃｈｏ　ｗｏｒｋｓ．）

戦災 535 38ｔ（26）　ＲＥＰＯＲＴＳ　ＯＮ　ＴＨＥ　ＴＯＫＹＯ　ＳＨＩＢＡＵＲＡ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＣＯ．，ＬＴＤ．（Ｔｓｕｋａｇｏｓｈｏ　ｗｏｒｋｓ．）

戦災 536 38ｓ（2）　ＲＥＰＬＹ　ＴＯ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥ　－Ｓｈｉｂａｕｒａ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ｗｏｒｋｓ．

戦災 537 51ａ（7）（ｂ～ｄ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴＳ　－Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ　Ｏｉｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ．

戦災 538
56ａ（16）（ｂ）　ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＡＩＲ－ＡＴＴＡＣＫＳ　ＯＮ　ＴＯＫＹＯ　ＲＥＧＩＯＮ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥＬＹ－Ｔａｂｌｅｓ　ｓｈｏｗｉｎｇ　ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｓ　ｏｆ　ｃａｓｕａｌｔｉｅｓ
ｆｏｒ　ｖａｒｉｏｕｓ　ｌｏｃａｌｉｔｉｅｓ．

戦災 539 36ａ（21）（ｅ）　ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ　ＲＥＰＯＲＴＳ　ＡＮＤ　ＩＮＴＥＲＲＯＧＡＴＩＯＮＳ：（Ｎ．Ｋ．Ｋ．Ｋ．Ｋａｗａｓａｋｉ　Ｗｏｒｋｓ．）

戦災 540 ＤＡＭＡＧＥＳ　ＩＮ　ＩＲＯＮ　ＡＮＤ　ＳＴＥＥＬ　ＷＯＲＫＳ　ＣＡＵＳＥＤ　ＢＹ　ＢＯＭＢ　ＡＮＤ　ＦＩＲＥ　ＲＡＩＤ

戦災 541 38ｓ（3）　ＲＥＰＬＹ　ＴＯ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥ　－Ｔｈｅ　Ｔｏｋｙｏ－Ｎａｋａｊｉｍａ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏｍｐａｎｙ．

戦災 542 56ａ（14）（ｉ，ｊ）　ＡＩＲ　ＲＡＩＤ　ＤＡＴＡ　ＡＮＤ　ＢＯＭＢ　ＤＡＭＡＧＥ

戦災 543 56ａ（19）（ａａ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴＳ　（ａａ）ＳＴＡＴＩＳＴＩＣ　ＬＩＳＴ　ＯＦ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ　ＩＮＴＯＫＹＯ

戦災 544 ＴＡＣＴＩＣＡＬ　ＭＩＳＳＩＯＮ　ＲＥＰＯＲＴ　－Missions　Ｎｏ．263　ｔｈｒｕ　267

戦災 545 36ｃ（19）（ａ，ｂ）　ＰＬＡＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ　－Ｄａｉ　Ｎｉｐｐｏｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ．

戦災 546 22ｆ　ＨＩＴＡＣＨＩ　ＡＩＲＣＲＡＦＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ，ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ　ＲＥＰＯＲＴ　－Ｋａｗａｓａｋｉ　ｆｏｕｎｄｒｙ．

戦災 547 ＴＡＣＴＩＣＡＬ　ＭＩＳＳＩＯＮ　ＲＥＰＯＲＴ　－Missions　Ｎｏ．263　ｔｈｒｕ　267

戦災 548 ＴＡＣＴＩＣＡＬ　ＭＩＳＳＩＯＮ　ＲＥＰＯＲＴ　－Missions　Ｎｏ．263　ｔｈｒｕ　267

戦災 549 ＤＡＭＡＧＥ　ＡＳＳＥＳＳＭＥＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ　Ｎｏ．47（29．Ａｐｒｉｌ　1945）

戦災 550 学童疎開費前渡金支途報告書及支出明細書控　昭和19年度・昭和20年度

戦災 551 昭和23年　占領軍提出　市制月報（抜粋）

戦災 552 昭和24年　占領軍提出　市制月報（上）　（抜粋）

戦災 553 昭和24年　占領軍提出　市制月報（下）　（抜粋）

戦災 554 昭和25年　占領軍提出　市制月報（抜粋）

戦災 555
昭和16年9月　金属類回収関係法規集（神奈川県）　国民貯蓄組合提要（神奈川県）
昭和16年3月未現在　国民貯蓄組合成績表（振興課）

戦災 556 昭和20年4月16日　第二次世界大戦羅災万覚帳　（戸張新助） 封筒

戦災 557 全国戦災復興祭記念　“戦災復興”　昭和35年12月発行

戦災 558 近衛文麿公・手記　最後の御前会議

戦災 559 近衛文麿公・手記　平和への努力

戦災 560 戦中戦後　（安倍能成　白日書院）

戦災 561 神奈川県経済保安課編　戦時経済関係法令集

戦災 562 復興土地区画整理事業概要　昭和29年4月　（川崎市）

戦災 563 終戦の表情　（鈴木貫太郎　述）

戦災 564 終戦記録　議会への報告書 並びに重要公文書集

戦災 565 昭和16年7月刊行　川崎市会社・工場便覧　川崎市役所編

戦災 566 統制経済講話　他　（神奈川県匡済会所蔵）

戦災 567 旋風ニ十年　－解禁昭和裏面史－　上巻　（森正蔵　著）

戦災 568 旋風ニ十年　－解禁昭和裏面史－　下巻　（森正蔵　著）

戦災 569 食糧配給公団史料　地方支局支部

戦災 570 日露戦役の囘顧と我等国民の覚悟　昭和11年3月　（陸軍省新聞班）

戦災 571 帝国在郷軍人会本部編　對満観念の確立と機構の調整に就て

戦災 572 満州事変経過の概要　自 昭和6年9月18日　至 昭和8年6月中旬　（陸軍省調査班）

戦災 573 昭和八年に於ける関東軍の行動に就いて　（陸軍省調査部）

戦災 574 女性非常時読本　

戦災 575 満州事変勃発満二年　昭和8年9月18日　（陸軍省）

戦災 576 満州事変満五年　昭和11年9月18日　（陸軍省）

戦災 577 帝国及列国の陸軍　昭和11年1月　（陸軍省）

12/13



戦災資料 2020/3/10

文　　書　　名 備考整理番号

戦災 578 戦時に対する戦力の統制に就て　昭和9年1月4日　（陸軍省軍事調査部）

戦災 579 食糧配給公団史料　（地方支局之部）

戦災 580 中野校友会誌抜粋　陸軍登戸研究所の思い出

戦災 581 川崎空襲・戦災関係　新聞資料 封筒

戦災 582 川崎空襲　後世に伝えよう貴重な記録とこの体験

戦災 583 川崎空襲展資料提供者関係書類

戦災 584 戦時関係資料（日露戦争の回顧と我等国民の覚悟／対満観念の確立と機構の調整に就て）
H30度追加分
市史編さん資料513より移管

戦災 585 米陸軍出版センター関係
H30度追加分
市史編さん資料743より移管

戦災 586 渉外関係書類（１）（自 昭和21年度　至 昭和29年度） H30度追加分

戦災 587 渉外関係書類（２）（自 昭和21年度　至 昭和3１年度） H30度追加分

戦災 588 昭和１８年　教育資料 H30度追加分

戦災 589 鉱山工場産業戦陣訓（米英撃減のために） H30度追加分

戦災 590 太平洋戦争中における朝鮮人労働者の強制連行について－日本帝国主義の爪痕― H30度追加分

戦災 591 旧軍用地の実態調査（四）＜東京農地事務局分＞　関東三県（千葉・神奈川・長野）　地区毎調査票
H30度追加分
市史編さん資料528より移管

戦災 592 小林英男日記（大正１２年分）
H30度追加分
市史編さん資料770より移管

戦災 593 勤労奉仕の手記
H30度追加分
市史編さん資料521より移管

戦災 594 昭和１９年２月調製　港湾防空計画
H30度追加分
市史編さん資料523より移管

戦災 595 米陸軍出版センター関係資料
H30度追加分
市史編さん資料517より移管

戦災 596 米陸軍印刷局　Vol.1　昭和２２年７月から５０年１０月までのさまざまな記憶をたどって　
H30度追加分
市史編さん資料514より移管

戦災 597 米陸軍印刷局　Vol.2　困窮の時代における結びつきは強く、貴重な体験となって、今・・・・
H30度追加分
市史編さん資料515より移管

戦災 598 米陸軍印刷局　Vol.3　印友会創立１０周年記念号
H30度追加分
市史編さん資料516より移管

戦災 599 昭和２０年１１月以降　聯合軍教育指令綴　橘高校
H30度追加分
市史編さん資料より移管

戦災 600 帝国在郷軍人高津町分会
H30度追加分
市史編さん資料より移管
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