中 島 知 久 平 - 日本の飛行機王

関連資料リスト

図書館講座「郷土にかがやくひとびと－大正編－」
第５回 平成２３年２月１０日（木） 「中島知久平 － 日本の飛行機王」と連動し、
本館所蔵の中島知久平および国政研究会関連資料の一部を展示します。

群馬県立図書館

調査相談室

中 島 知 久 平 略 歴 明治17 年（1884）～昭和24年（1949） 政治家、実業家
新 田 郡 尾 島 町 押 切（現太田市）生まれ。軍人を志したが進 学を許されず、無断で上京し苦学して海 軍 機 関 学 校
に合格。この直後、ライト兄弟が初飛行に成功。欧米航空界の視察を経て海軍機工場長として設計製作に従事。
航空戦時代の到来を予見し、 大艦巨砲主義からの転換を軍に建議する。大正6年、太田町に中島飛行機株式
会社を創設。「隼」「疾風」など歴史に残る名機を量産し、飛行機王と呼ばれる。政界進出後は鉄道大臣や政友会
総裁 等 を歴 任。並外れた 器量と識見を兼ね備 え、一貫して祖国 愛 と 国 防の 志に生きた巨人であった。政策立案
の勉 強のため主宰した「国政研究会」等で収集した国内外の資料は、統制 経済を中心とする貴重なコレクション
であり、 昭和30年に遺族から群馬県へ寄贈されて県議会図書室中島文庫となり、昭 和 60年 に 群馬県立図書館
へ移 管され、約1万9千点が 「中島文庫」 として保存されている。

【図書】 （書名

著者名 出版者 出版年 請求記号 貸出用有に○）
『中島飛行機・中島知久平関連史料集』 富士重工業群馬製作所 2001 K027 +ﾆ1Y ○
『群馬県立図書館蔵書目録』1984年4月 - 1986年3月 群馬県立図書館 1987 K029.2 G94 14 ○
p.741-822 中島文庫書名索引
『群馬県議会図書室中島文庫図書目録〔追加〕』 昭和30年12月 〔群馬県議会図書室〕 1955 K029.9 G94 2 ○
『中島文庫図書目録 和書の部 洋書の部』 群馬県議会図書室編 群馬県議会図書室 1955 K029.9 G94 ○
『 戦争 と 群 馬 古代 ～ 近 代 の戦 場 と 民衆 』 （ みや ま 文庫 192） 岩根承成編著 みやま文庫 2008 K210 ﾆ8Y ○
p.182-206 中島飛行機太田製作所に対する米軍艦載機空襲
『群馬県史 通史編 ７』 近代現代 １ 政治・社会 群馬県史編さん委員会 群馬県 1991 K211 G94.2 2(7) ○
p.659 第一次近衛文麿内閣に入閣した中島知久平鉄道大臣（写真）、p.738-741 相次ぐ飛行場の建設、
p.741-744 本県初の太田空襲
『群馬県史 通史編 ８』 近代現代 2 産業・経済 群馬県史編さん委員会 群馬県 1991 K211 G94.2 2(8) ○
p.613-616 最初の民間飛行機生産工場－中島飛行機製作所、p.616 中島飛行機の生産体制、p.618 中島飛行機で働く人々
『日本の空襲』 ２ 松浦総三編 三省堂 1980 K217 ﾄ06 ○ p.215-235 太田の空襲
『群馬のプロジェクト』 ［ぷらざマガジン社編］ ぷらざマガジン社 2004 K217 ﾆ4X ○
p.54-57 YS-11の基礎設計に携わったサムライたち 中島飛行機太田製作所で設計主任を務めた太田稔
『群馬の昭和 写真集』 石原征明監修 あかぎ出版 2004 K217 ﾆ4Z ○ p.62-66 狙われた中島飛行機
『 フ ィ ー ル ド ワ ー ク 群 馬 の 戦 争 遺 跡 学 び ・ 調べ ・ 考 え よう 』 第10回戦争遺跡保存全国シンポジウム群馬県実
行委員会編 平和文化 2007 K217 ﾆ78 ○ p.18-20 中島飛行機の地下工場跡と中国人強制連行・強制労
働損害賠償請求事件 p.42-44 中島飛行機太田製作所と小泉製作所、 p.44-46 中島飛行機太田製作所の藪塚
地下工場跡 p.46-48 東毛地区の軍用飛行場跡
『金山太田誌』 富岡牛松著 歴史図書社 1977 K232 To56 2 p.356-359 中島飛行機製作所と代議士
『思い出のアルバム 太田』 あかぎ出版 1983 K232 ﾄ38 ○
p.42-49 中島飛行機の開設、p.120-121 戦時下の中島飛行機、p.137-153 空襲
『中島飛行機から富士重工へ 太田市の発展』 群馬県立太田東高等学校郷土研究部 1985 K232 ﾄ53
『 風 土 記 お お た 』 茂 木 晃 著 太 田 商 工 会 議 所 1988 K232 ﾄ85 ○ p.17-19 太 田 の 産 業 革 命 中 島
飛行機 と知久平 、 p.76-77 郷 里出奔飛 行機 王の決 意、 p.78-79 飛行機研究と海軍軍人時代、 p.80-81 中島
飛行機の創立と経営、 p.82-83 本県初の閣僚「鉄道大臣」政治家、 p.84-85 巨星墜つ－晩年の中島知久平
『証言でつづる５０年前の太田 戦後５０年』 関東学園大学中村ゼミナール 1994 K232 ﾅ4Y
第一章 なぜ太田は空襲を受けたか、第二章 中島飛行機について、第三章 中島知久平について
『太田・大泉の１００年 写真集』 茂木晃著 あかぎ出版 2000 K232 ﾆ08 ○ p.74-77 空襲の惨劇
『ふるさと事典太田』 茂木晃著 あかぎ出版 2006 K232 ﾆ63 ○ p.133-137 軍需産業都市・中島飛行機の街 太田
『郷土歴史人物事典群馬』 萩原進著 第一法規 1978 K281.3 H14 ○ p.171-172 中島知久平
『上州の顔 歳時記』 〔東京新聞編〕 東京新聞前橋支局 1981 K281.3 ﾄ1Z ○ p.238 中島知久平
『郷土史にかがやく人々』 第４集 群馬県青少年室編 1983 K281.4 G94.1 (4) p.64-75 日本の飛行機王 中島知久平
『上毛人物めぐり』 正木四郎編 群馬県警察本部 1963 K281.4 Ma61 ○ p.322-328 実業家中島知久平
『群馬県郷土史』 〔群馬郷土史研究所編〕 群馬郷土史研究所 1938 K281.4 ｿ89
『郷土に光をかかげた人々』 １巻 群馬県教育委員会編 群馬県教育委員会 1985 K281.4 ﾄ53 (1) ○
『群馬県を築いた人びと』 郷土を築いた人びとシリーズ 群馬県小中学校教育研究会社会科部編 旺文社
1986 K281.4 ﾄ69 ○ p.218-221 工業都市太田の基礎を築いた「飛行機王」中島知久平
『太田に光をあたえた先人たち 中世から近現代までの』 太田市教育委員会編 太田市教育委員会 2003
K283.2 +ﾆ33 ○ p.138-143 工業都市太田の基礎を築いた「飛行機王」中島知久平
『 群馬 の 肖 像 上州 人 と は 、 群馬 学 確 立 に 向け て』 Ⅱ 群馬 県立 歴史博 物館編 群 馬県立 歴史博 物館
2005 K289 +ﾆ41 (2) ○ p.(4)-(9)、p.9-12 知久平さんをめぐる人々
『日本の１００人 歴史をつくった先人たち７０号』 デアゴスティーニ・ジャパン 2007 289.1 N93 +ﾆ76 ○
『巨人 中島知久平』 渡辺一英著 鳳文書林 1955 K289.31 N34 3 ○
『中島知久平とは如何なる人物か 東洋の飛行機王政友会の新総裁』 実業之世界社編輯局編 秀文閣書房

1936 K289.31 N34 ｿ96
『正義は遂に勝てり』 野依秀市著 帝都日日新聞社 秀文閣書房 1939 K289.31 N34 ｿ96 ○
附録・中島知久平とはドンナ人間か？
『立憲政友会史』 第１０巻 中島総裁時代 立憲政友会史編纂部 1943 K289.31 N34 ﾀ35 ○
『中島知久平抄録』 〔中島源太郎編〕 1981 K289.31 N34 ﾄ1X ○
p.8-9 中島知久平社長の思い出 佐久間一郎、p.12-22 中島知久平 鴻鵠の志に生きた日本の飛行機王、
p.23-31 「中島時代」の思い出－旧幹部有志の懇談会から、p.34-35 中島知久平関係小史
『飛行機王・中島知久平』 講談社文庫 豊田穣著 講談社 1992 K289.31 N34 ﾅ2X ○
『日本の飛行機王中島知久平 日本航空界の一大先覚者の生涯』 光人社ＮＦ文庫 渡部一英著 光人社
1997 K289.31 N34 ﾅ75
『中島知久平顕彰記念冊子』 太田 富士重工業群馬製作所総務部 共同刊行:太田地区都市開発推進協議
会 1998 別冊(25p):中島飛行機・中島知久平関連参考資料一覧 K289.31 N34 ﾅ8Y
『中島知久平 軍人、飛行機王、大臣の三つの人生を生きた男』 高橋泰隆著 日本経済評論社 2003 K289.31 N34 ﾆ36 ○
『中島知久平と国政研究会』 みやま文庫 上下 手島仁著 みやま文庫 2005 K289.31 N34 ﾆ5Z 1 ,2 ○
『偉人「 中島知久平」秘録 付：遺稿』 毛呂正憲編 上毛偉人伝記刊行会 1960 K289.31 N34 ○
『人間と社会』 阿部真之助 三省堂 1940 K304 ﾀ07 p.271-276 工業都市太田の基礎を築いた「飛行機王」中島知久平
『帝国議会報告書』 第７５回 中島知久平〔編〕 〔出版者不明〕 1940 K310 +ｿ15 (75)
『日本の実業家 近代日本を創った経済人伝記目録』 日本工業倶楽部編 日外アソシエーツ 2003
332.8R ﾆ37 p.210 中島知久平
『企業立国・日本の創業者たち 大転換期のリーダーシップ』 加来耕三著 日本実業出版社 1992 335.13 ﾅ25 ○
p.157-172 日本の飛行機業界創始者「中島知久平」に学ぶ 独創性をはばむ要因とは何か
『富士重工業三十年史』 富士重工業株式会社社史編纂委員会編 富士重工業 1984 K335.2 ﾄ47 ○
p.1-53 前史 中島飛行機時代
『富士重工業株式会社群馬製作所３０年史』 群馬製作所３０年史編集委員会編 富士重工業群馬製作所
1990 K335.2 ﾅ0Z ○ p7-9 前史 中島知久平と中島飛行機株式会社
『銀翼遙か 中島飛行機五十年目の証言』 太田市企画部広報広聴課編集 太田市 1995 K335.2 ﾅ5X ○
p.1-24 ふるさと太田、そして中島飛行機、p.25-475 中島飛行機五十年目の証言、
p.479-498 綴られた思い（投稿文）、p.499-596 中島飛行機の足跡を辿る、p.596-607 年表
『富士重工業５０年史 六連星はかがやく』 1953-2003 富士重工業株式会社社史編纂委員会編 富士重工業
2004 K335.2 ﾆ47 p.4-13 中島飛行機の誕生、p.14-21 戦時下での拡大、p.22-23 名機の残像
『尾島工場原価計算実施手続（案）』 中島飛行機株式会社尾島工場 1941 K336 N34
『太田女子高校五十年史』 太田女子高校五十年史編纂委員会 1973 K376.8 O81 ○ p.402-416 中島飛行機
会社の大発展と太田町、p.548-564 空襲とその対策、p.564-567 学徒工場の創設、 p.567-586 戦争終結と本校
『太田高校九十年史』 太田高等学校校史刊行委員会編 群馬県立太田高等学校創立九十周年記念事業実行委員会
1987 K376.8 ﾄ7X ○ p.641-644 中島飛行機と太田・太中、p.913-924 中島飛行機への通年勤労動員、
p.924-930 工場での勤労実態、p.931-933 外から見た動員太中生、p.933-938 太中学校工場、
p.939-940 学徒工場での特攻機作り
『海軍の翼』 戦闘機篇 国書刊行会編 国書刊行会 1989 397.8 +ﾄ9Z ○ p.100 月光二一型
『ジェットエンジンに取り憑かれた男』 前間孝則著 講談社 1989 533.5 ﾅ03 ○
p.134 「橘花」は愛すべき生き物のように
『日 本初のスクーターラビッ トの技術史 戦後の街を駆け抜けた小さな先駆者の 足跡』 影山夙 編 山海堂
2005 K537 ﾆ5X ○ p.2-9 中島飛行機の終焉と再興
『富士重工業技術人間史 スバルを生んだ技術者たち』 富士重工業株式会社 編集委員会編 三樹書房
2005 K537 ﾆ5X ○ p.7-24 スバル前史
『 戦争 と 平 和を 考え る 戦 争 と 武 蔵野 市 』 ２ 夏季 市 民 講 座 記録 の 会〔 編〕 武 蔵 野市 教育委 員会社 会教
育課夏季市民講座 1984 K538 ﾄ43 第一編 武蔵野市と中島飛行機株式会社武蔵製作所
『中島飛行機エンジン史：若い技術者集団の活躍』 中川良一，水谷総太郎共著 酣灯社 1985 K538 ﾄ55 ○
『中島飛行機の研究』 高橋泰隆著 日本経済評論社 1988 K538 ﾄ85 ○
『 地 下 秘 密 工 場 中 島 飛 行 機 浅 川 工 場 第 一 軍 需 工 廠 第 一 製 造 廠 』 斉 藤 勉 著 の ん ぶ る 舎 1990
K538 ﾅ0Z ○ p.87-146 中島飛行機武蔵製作所
『富嶽 米本土を爆撃せよ』 前間孝則著 講談社 1991 K538 ﾅ1Y ○
p.46-103 中島知久平と中島飛行機、p.154-197 奇蹟のエンジン「誉」、p.306-359 Ｚ機計画と『必勝戦策』、
p.360-428 B29 vs Ｚ機＝「富嶽」、p.430-509 「富嶽」の終戦、p.510-562 第九章 中島飛行機の終焉
『中島戦闘機設計者の回想 戦闘機から「剣」へ‐航空技術の闘い』 青木邦弘著 光人社 1999 K538
ﾅ91 ○ p.19-26 中島飛行機と戦闘機
『中島夜間戦闘機月光１１型後期型』 モデラーズ・アイ 大日本絵画 2001 K538 ﾆ16 ○
『歴史のなかの中島飛行機』 桂木洋二著 グランプリ出版 2002 K538 ﾆ24 ○
『 四 式 戦 闘 機 疾 風 大 戦末 期 に ベー ルを 脱い だ 陸軍 航空 隊 の 最終 兵器 』 <歴 史 群 像>太 平 洋 戦 史シ リ
ー ズ 学研 2004 K538 ﾆ48 ○ p.44-45 終戦時、中島太田工場での「疾風」
『一式戦闘機「隼」 航続力と格闘戦性能に秀でた対戦闘機戦のスペシャリスト』 <歴史群像>太平洋戦
史シリーズ 学研 2005 K538 ﾆ5Y ○
『銀河の里 中島飛行機（株）小泉製作所 我が青春の一頁』 河内山雅郎著 2007.1 K538 ﾆ71
『悲劇の発動機「誉」 天才設計者中川良一の苦闘』 前間孝則著 草思社 2007 K538 ﾆ77 ○
『中島飛行機物語 ある航空技師の記録』 前川正男著 光人社 1996 538.02 ﾅ64 ○
『日本航空史一〇〇選シリーズ』 1 野原茂[著] 大日本絵画 2004 538.021 ﾆ49 (1) ○ p.19 中島「栄」一二型発動機
『 橘 花 日 本 初 の ジ ェ ッ ト エ ンジ ン・ ネ 20の 技 術 検 証 』 石 澤 和 彦 著 三 樹 書 房 2006 538.3 ﾆ62 ○

p.51- 現存するネ２０ターボジェット・エンジン
『中島四式戦闘機「疾風」』 エアロ・ディテール 大日本絵画 1999 K538.7 ﾅ95 ○
『日本の戦闘機 写真集』 野原茂責任編集 光人社 2000 538.7 ﾆ0X ○
『中島一式戦闘機「隼」』 エアロ・ディテール 大日本絵画 2000 K538.7 ﾆ0Y ○
『日本軍戦闘機 写真構成』 別冊歴史読本永久保存版 新人物往来社 2001 538.7 ﾆ18 ○
『日米軍用機 太平洋上空で攻防を繰り 広げた翼のすべて』 別冊歴史読本永久保存版 新 人物往来社
2002 538.7 ﾆ25 ○ p.18 中島九七式艦攻、p.32 中島一式戦「隼」
『日本軍用機事典 1910～1945』 陸軍篇，海軍篇 野原茂著 イカロス出版 2005 538.7 ﾆ53 (1)(2) ○
『産業遺跡を歩く 北関東の産業考古学』 中川浩一編著 産業技術センター 1978 602.1 N32 ○
p.237-258 飛行機製造史の鬼才中島知久平
『弾丸列車 幻の東京発北京行き超特急』 前間孝則著 実業之日本社 1994 686.2 ﾅ4Z ○
p.136-140 鉄道大臣 中島知久平
『橘花は翔んだ 国産初のジェット機生産』 屋口正一著 講談社出版サービスセンター（製作） 1990 916 Y16
ﾅ0Y ○ p.21 中島飛行機へ下命
『飛行機王・中島知久平』 豊田穣著 講談社 1989.8 K939 To83 ﾄ98 ○
『戦渦に生きた子どもたち 現場教師の記録』 小林ふく著 鳩の森書房 1973 K960 Ko12 ○
第一部 空襲、 太田集中爆撃、 手記
『中島飛行機小泉製作所日誌』 松本秀夫著 健友館 1998 K960 MA81 ﾅ83 ○
『航空機大辞典 航空機識別用』 宮本 晃男著 育生社弘道閣 1942 N-00127 （N- は中島文庫）
『航空事典』 中原 稔生[ほか]編 第一出版 1944 N-00128
『朝鮮年鑑』 昭和15年度 京城日報社 1939 N-00196
『支那経済年報』 昭和13年版 改造社 1937 N-00231
『満洲経済年報』 1935年版 満鉄経済調査会編 改造社 1935 N-00235
『台湾経済年報』 第1輯(昭和16年版) 台湾経済年報刊行会編 国際日本協会 1941 N-00240
『 日本 経 済 年 報 』 第 18輯 (昭和 9年 第 3四 半 期) 東 洋 経 済 新報 社 編 東 洋経 済 新報 社 1934 N-00294
『昭和十年の国際情勢』 日本国際協会叢書 赤松 祐之著 日本国際協会 1936 N-00378
『宣伝心理学』 L・W・ドーブ著 彰考書院創立事務所 1944 N-00819
『大東亜共栄圏建設の構想』 野村合名会社調査部 1942 N-00913
『南方共栄圏の全貌』 佐藤 弘編 旺文社 1942 N-00915
『南洋諸島 自然と資源』 太平洋協会編 河出書房 1942 N-01161
『ニューギニヤ研究』 濠洲政府編 文明社 1944 N-01172
『世界情勢の分析』 E・ヴァルガ著 慶応書房 1941 N-01253
『国際聯盟日支紛争調査委員会報告書』 [リットン調査団編] 日本評論社 1932 N-01672
『聯 盟脱退関 係諸 文書 聯 盟総 会報告 書、帝 国政府 陳述 書 脱 退通告書、松岡代表演説、其他』 国際
聯盟協会叢書 国際聯盟協会 1933 N-01674
『リットン報告書 英文和文』 [リットン調査団編] 中央公論社 1932 N-01675
『日本統制経済論』 井関 孝雄著 国際経済新報社 1932 N-02209
『統制経済読本』 大阪毎日新聞社エコノミスト部著 一元社 1936 N-02227
『戦時日本の経済研究』 上巻 早稲田商学同攷会 1938 N-02229
『戦時日本の経済研究』 下巻 早稲田商学同攷会 1938 N-02230
『戦時再生資源 活用と回収』 関根 康喜著 成史書院 1943 N-02273
『世界と日本 対恐慌工作裡の政治経済「年誌」』 東京政治経済研究所[編] 岩波書店 1934 N-02556
『空中戦』 軍事科学講座 大場 弥平著 文芸春秋社 1932 N-03570
『飛行機製図』 小林 喜通[ほか]共著 東京 航研書房 1944 N-03882
『世界飛行機構造図集』 昭和16年版 航空朝日編 朝日新聞社 1941 N-03883
『航空発動機図集』 工業調査協会編 工業図書 1939 N-03902
『航空機の諸問題』 糸川 英夫著 明治書房 1944 N-03940
『国際航空の話』 大久保 武雄著 平凡社 1940 N-03948
『世界民間航空大観』 航空局監督課編纂 大日本飛行協会 1943 N-03949
『航空機工場読本』 厚生研究会著 新紀元社 1943 N-03959
『原料争奪の世界戦』 ウーゴ・ナンニ著 改造社 1940 N-04060
『ヒトラー内閣の政策』 １３編 国政研究会 1937 N-06433
『世界大戦間並戦後列国国家総動員ノ概況』 国政研究会 1932 N-06539
『第二次欧洲大戦に於ける両陳営の経済力 海外情報』 国政研究会 1939 N-06603
『戦争と鉄』 国政研究会 1932 N-06872
『我国に於ける液体燃料国策』 国政研究会 1937 N-06921
『我国貿易統制の実績検討 附 輸出振興策』 国政研究会 1938 N-06933
『恐慌時下ニ於ケル蚕糸業ト其対策』 国政研究会 1933 N-06977
『来らんとする戦争 附、ルーデンドルフ「全体戦争」』 政治経済講演会講演集 エミール・ルートヴィヒ著
国政研究会 1937 N-07156
『Die Gesetzgebung des Kabinetts Hitler die Gesetze in Reich und Preussen seit dem 30.Januar 1933』
Hft.2 herausgegeben von Werner Hoche Franz Vahlen 1933 N-08219
『Roosevelt revealed』 by James C.Young Farrar & Rinehart c1936 N-08384
『Japan's place in the modern world』 by Ernest H.Pickering George G.Harrap 1936 N-09264
『Air power and war rights』 by J.M.Spaight Longmans,Green & Co. 1933 N-09540

『Modern aircraft』 by G.Gibbard Jackson Collins' Clear‐Type Press 〔19‐‐〕 N-09617
『Practical flying in war and peace』 by Albert H.Munday Harper c1940 N-09619
『Le probleme du commerce international』 Firmin Oules Recueil Sirey 1934 N-09773
『Japan and world resources』 by Seizaburo Takahashi Foreign Affairs Association of Japan 1937 N-10057
『Report of the economic conditions in Japan to December 31st,1932』 Department of overseas trade
by G.B.Sansom D.W.Kermode H.M.Stationery Off. 1933 N-10311
『満洲国現勢』 康徳４年版 満洲弘報協会 1937 N-10944
『中島知久平健闘録』 永松浅造著 八紘書院 1938 N-11035
『中島知久平』 日統文庫 日統社編輯部編 日統社 1933 N-11045
『非常時政治の認識』 野依秀市著 秀文閣書房 1932 N-11217
『中島知久平を研究す 革新時代の党領』 山北太郎著 交通研究所 1937 N-11218
『中島知久平氏と其革新政策』 水島彦一郎著 猶興書院 1940 N-11265
『中島知久平の人となり』 〔出版者不明〕 〔19‐‐〕 N-11274
『政友会分裂の真相を衝く』 天来道人著 今日の問題社 1939 N-11416
『統制経済と経済戦』 大河内正敏著 科学主義工業社 1940 N-11778
『戦時体制と日本』 聯合情報社 1937 N-12219
『戦争と戦費』 斎藤 直幹著 ダイヤモンド社 1937 N-12270
『世界の空中路』 川島 清治郎編 東洋経済新報社出版部 1928 N-12659
『中島会長の「昭和維新の指導原理と政策」抜萃』 国政研究会 1940 N-13132
『必勝戦策』 〔出版者不明〕 1943序 N-13152
『重要物資需給対照及補填対策一覧表・本邦輸入力予測表』 企画院 〔1938〕 N-13260
『外国の新聞と雑誌 日本読書協会会報』259・270号 日本読書協会編輯 日本読書協会事務所 〔1932〕 N-13474
『昭和維新ノ指導原理ト政策』 〔出版者不明〕 1934 N-14021
『〔洋書目録〕』 国政研究会 1940 N-14168
『国政研究会引継図書目録（和）』 中島飛行機株式会社監査部 1940 N-14170
『橘花はかなくあれ国海軍噴進機とその開拓者たち 根雄三トリア書197-1512
『日本の戦史』 別冊1億人の昭和史 別巻3 毎日新聞社 1979 S-21609 ○
『海鷲の航跡 日本海軍航空外史』 海空会編 原書房 1982 S-21735 ○

【雑誌】
『 President』 プ レ ジ デント 社 〔 編 〕 第 19巻 第 3号 1981.3 特集 ：男 の器量 「隨り て行きたくな る」男 たち
の魅力 p.114-121 中島知久平 鴻鵠の志に生きた日本の飛行機王 藤田忠司
『群馬風土記 第4巻第5号通巻18号』 1990年9･10月号 特集：上州の旅日記
p.94-99 東京の中の上州 第9回 中島知久平の先見性 丸山知良
『群馬風土記 第22巻第2号通巻93号』 平成20年春季号
特集：上州自分史
p.73-82 坪井信男の飛行機の歴史概論(1) 中島飛行機と第二次大戦までの飛行機の歴史 碇穹一
『群馬風土記 第22巻第3号通巻94号』 平成20年夏季号 特集：先人との出会い
p.126-135 坪井信男の飛行機の歴史概論(2) 中島飛行機と第二次大戦までの飛行機の歴史 碇穹一
『群馬風土記 第22巻第4号通巻95号』 平成20年秋季号 特集：上毛人の足跡 群馬出版センター［編］
p.76-85 坪井信男の飛行機の歴史概論(3) 中島飛行機と第二次大戦までの飛行機の歴史 碇穹一、
p.86-90 群馬の巨大軍需産業 私の中の中島飛行機 町田達雄
『群馬風土記 第23巻第1号通巻96号』 平成21年冬季号 特集：郷土史余 録
p.105-114 坪井信男の飛行機の歴史概論(4) 中島飛行機と第二次大戦までの飛行機の歴史 碇穹一
『群馬文化 第295号』 平成20年7月 群馬県地域文化研究協議会編
p.94 手島仁著『中島知久平と国政研究会 上下』 正田喜久
『上州風 ＪＯＳＨＵＦＵ 地域の物語を発掘する 32号』 2010
上毛新聞社［編］
p.10-33 特集：大空をかけた夢 飛行機王･中島知久平
『歴史と人物 第１３巻第１２号通巻１５２号 企業家の決断
p.84-91 航空機時代の予見者・中島知久平 寺谷武明

【視聴覚資料】
『はばたけ夢大空に…』 [ビデオ] 飛行機王中島知久平伝
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【インターネット情報資源】
中島知久平 群馬が誇るふるさとの先人たち （群馬県総合教育センター G-TaK.NET ）
http://www2.g-tak.gsn.ed.jp/es/sougou/ijin/00ijinpdf/nakajima.pdf
飛行機王 中島知久平 （太田市役所）
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0170-009kyoiku-bunka/manga-19.html
中島飛行機物語 （ Classic Airplane Museum ）
http://www.ne.jp/asahi/airplane/museum/nakajima/naka-cont.html
中島知久平 （ウィキペディア）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E7%9F%A5%E4%B9%85%E5%B9%B3
中島飛行機 （ウィキペディア）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E6%A9%9F
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