資料展示目録

終戦70周年企画

「戦時下の群馬」
－中島飛行機・堀越二郎関連資料を中心に－
期 間：平成27年7月3日(金) ～ 8月16日(日)
会 場 ：群馬県立図書館３階展示コーナー

群馬県立図書館では、およそ80万点の蔵書の中から、毎回テーマを決めて、郷土資料を中心幅
広く紹介する資料展示を行っています。
今回の資料展示では、終戦70周年企画「戦時下の群馬」と題して、本県出身の堀越二郎及び中
島知久平が設立した中島飛行機に関連する資料を中心に昭和9年に行われた陸軍特別大演習や高
崎の歩兵連隊の資料等を展示しています。
【展示資料について】
本展示は、関連の図書等の一端を紹介するもので、全ての資料等を網羅的に紹介するものではあ
りません。ここに示した109点の資料は、所蔵資料の一部です。
展示資料は通常、1階中央図書室、2階調査相談室、書庫等にあり、展示期間を過ぎれば、貸出・
閲覧が可能です.
なお、「＊」記号のついたものは、歴史的に貴重な資料や特別文庫である等の理由により、貸し
出しできない資料ですが、館内での閲覧は可能です。これら資料については、２階の調査相談室へ
お問い合わせください。
1 中島一式戦闘機「隼」 大日本絵画 2000
2 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 学研 2005
3 陸軍戦闘隊撃墜戦記 1 中国大陸の隼戦闘機隊 1943-45年
連合軍記録から見る日本陸軍戦闘機隊の活躍 梅本 弘／著 大日本絵画 2007
4 陸軍戦闘隊撃墜戦記 2 中国大陸の鍾馗と疾風 1943-45年
連合軍記録から見る日本陸軍戦闘機隊の活躍 梅本 弘／著 大日本絵画 2008
5 中島四式戦闘機「疾風」 大日本絵画 1999
6 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 学研 2004
7 日本海軍夜間邀撃戦 渡辺 洋二／著 大日本絵画 2005
8 中島夜間戦闘機月光１１型後期型 大日本絵画 2001

*

9 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

*

10 必勝戦策 中島 知久平／著 1943
11 富嶽 米本土を爆撃せよ 前間 孝則／著 講談社 1991
12 日本陸軍戦闘機 今井 邦孝／イラスト 竹内 規矩夫／文 光栄 2006
13 歴史のなかの中島飛行機 桂木 洋二／著 グランプリ出版 2002
14 スバルのすべて 懐かしの名車から最新モデルまで一挙紹介!
15 中島飛行機小泉製作所日誌 松本 秀夫／著 健友館 1998

*

16 戦時下の武蔵野 牛田 守彦／著 1 ぶんしん出版 2011

三栄書房 2014

17 地下秘密工場 中島飛行機浅川工場 第一軍需工廠 第一一製造廠
斉藤 勉／著 のんぶる舎 1990

*

18 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 1992
19 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
20 中島飛行機の研究 高橋 泰隆／著 日本経済評論社 1988
21 中島飛行機の終戦 西 まさる／著 新葉館出版 2015
22 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

*

23 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／編 1941

*

24 航空機増産現場指導書 鋳物教程 中島飛行機 1944

*

25 航空機増産現場指導書 木工教程 中島飛行機 1944

*

26 航空機増産現場指導書 基礎訓練教程 中島飛行機 1944

*

27 航空機増産現場指導書 タレット旋盤教程 中島飛行機 1944

*

28 航空機増産現場指導書 手仕上教程 中島飛行機 1944

*

29 定款並社則 中島飛行機 1943

*

30 航空対談 菊池 寛／著 文芸春秋社 1944

*

31 航空機の諸問題 糸川 英夫／著 明治書房 1944

*

32 防空の化学 東 健一／著 河出書房 1942

*

33 航空兵談 磯部 鉄吉／著 霞ヶ関書房 1944

*

34 星型航空発動機の動力学 中島 和雄 金藤 正治／共著 竜吟社 1942

*

35 独逸の尐年航空技術兵 エルウイン・クラウゼ／原著 石川 道雄／訳 航空時代社 1942
36 中島知久平顕彰記念冊子 太田地区都市開発推進協議会／編 1998
37 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／編 2001

*

38 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／編 1985

*

39 九軍神の尐年時代 関 瑞臣／著 東京修文館 1943

*

40 軍神九勇士特別攻撃隊 秦 賢助／著 鶴書房 1942

*

41 九軍神の御霊に捧ぐ 尐国民作品集 日本尐国民文化協会／編 童話春秋社 1943

*

42 九軍神とその母 前川 康太郎／著 愛護会出版部 1942
43 二階級特進の周辺 真珠湾再考 須崎 勝彌／著 光人社 2006
44 図説帝国海軍特殊潜航艇全史 奥本 剛／著 学研 2005
45 九軍神正伝 特別攻撃隊 朝日新聞社／編 1942

*

46 鳴呼軍神九柱 山本 初太郎／著 日本講演協会 1942

*

47 特別攻撃隊軍神岩佐中佐物語 村田 亨／著 清水書房 1942
48 命を捨てて 軍神岩佐中佐 船津 信章／編 有信館群馬支部 1986

*

49 群馬・栃木・埼玉県行幸記念写真帳 新聞聯合社写真販売部 ／編 立見屋 1934

*

50 昭和九年陸軍特別大演習事務必携 前橋市役所 1934

*

51 昭和九年陸軍特別大演習係員必携 群馬県 1934

*

52 昭和九年特別大演習東軍審判官職員表 1934

*

53 昭和九年特別大演習西軍審判官職員表 1934

*

54 昭和九年特別大演習経過要図 陸地測量部 1934

*

55 陸軍特別大演習記念写真帖 昭和九年群馬県地方 1934頃

*

56 昭和九年陸軍特別大演習並地方行幸記念写真帖 群馬県／編 1935

*

57 陸軍特別大演習 写真絵はがき 1934

*

58 家庭防空群指導関係書 群馬県 1940頃

*

59 大型焼夷弾防護指導要領 群馬県／編 1943

*

60 時局防空必携 内務省他／編 大日本防空協会群馬県支部 1941

*

61 時局防空必携解説 各省編 大日本防空協会 1943

*

62 防空待避施設指導要領 群馬県／編 1944頃

*

63 敵機東部軍管区地区侵入経路参考要図 直毘社 1945

*

64 防空に関する県民心得 群馬県／編 1936
65 歩兵第二一五聯隊第三中隊戦記 第三中隊戦記編纂委員会／編 1979
66 歩兵第十五聯隊歴史 歩兵第十五聯隊酒保／編 1930
67 高崎歩兵第１５連隊史 歩兵第１５連隊史刊行会／編 1985
68 ２３８会会報 東部ニューギニア戦 元歩兵第２３８連隊戦友会／編 2006
69 ビルマの耳飾り 悲劇のインパール戦線 武者 一雄／著 光人社 1997
70 今、みる地獄の戦場 ニューギニア慰霊巡拝の旅 中村 紀雄／著 2002
71 帝国陸軍高崎連隊の近代史 前澤 哲也／著 上巻

雄山閣 2009

72 帝国陸軍高崎連隊の近代史 前澤 哲也／著 下巻

雄山閣 2011

*

73 第三十三師団第二野戦病院従軍記
森田 丈夫 他／編 第三十三師団第二野戦病院戦友会 1987

*

74 元歩兵第百十五連隊会員名簿 元歩兵第百十五連隊戦没者慰霊祭実施期成連盟 1965

*

75 歩兵第十五聨隊出征記念写真帖 歩兵第十五聨隊／編 柳 嘉男 1934
76 堀越二郎 零戦への道 日本航空史の金字塔 潮書房光人社 2013
77 風立ちぬ 宮崎駿監督作品 小学館 2013
78 THE ART OF THE WIND RISES 風立ちぬ スタジオジブリ／編 スタジオジブリ 2013
79 風立ちぬビジュアルガイド ニュータイプ／編 スタジオジブリ／監修

角川書店 2013

80 堀越二郎の戦闘機がまるごとわかる本 戦闘機に「美」を求めた天才技師の生涯 晋遊舎 2013
81 日本海軍機塗装図ハンドブック 二宮 茂幸／イラスト 零戦篇 大日本絵画 2014
82 丌滅の零戦 生きつづける名戦闘機 「丸」編集部／編 光人社 2008

83 零戦と堀越二郎 カラー写真と最新考証で蘇る“ゼロ戦”の真実 宝島社 2013
84 日本の名機をつくったサムライたち 零戦、紫電改からホンダジェットまで
前間 孝則／著 さくら舎 2013
85 零式艦上戦闘機と人間堀越二郎 完全保存版 徳間書店 2013

*

86 零戦の遺産 設計主務者が綴る名機の素顔 堀越 二郎／著 光人社 1995
87 闘う零戦 隊員たちの写真集 渡辺 洋二／著 文藝春秋 2001
88 零戦 ロバート・C.ミケシュ／著 渡辺 洋二／訳 河出書房新社 1982
89 零戦 写真集 「丸」編集部／編 光人社 1999
90 零戦 その誕生と栄光の記録 堀越 二郎／著 講談社 1984
91 零戦の真実 坂井 三郎／著

講談社 1992

92 零の戦記 堀越二郎、坂井三郎、岩本徹三…空のサムライたちの物語 秋月 達郎／著
PHPエディターズ・グループ 2013
93 雷電と零戦 堀越二郎技師の遺産
藤森 篤／著 撮影 野原 茂／解説・図版 枻出版社 2013
94 日本海軍戦闘機 Part2 今井 邦孝／イラスト 竹内 規久夫／文 光栄 2006
95 ユキは十七歳特攻で死んだ 子犬よさらば、愛しきいのち 毛利 恒之／著 ポプラ社 2004
96 大東亜戦争従軍記 野あざみの花 樋口 秀次郎／著 群馬県出版センター 2000
97 サムライ戦車隊長 島田戦車隊奮戦す 島田 豊作／著 光人社 1984
98 群馬県パラオ会の歩み 第二十回パラオ諸島戦没者慰霊祭記念誌
群馬県パラオ会／編 1992

*

99 前橋特甲幹 わが青春の相馬ケ原 前橋特甲幹刊行委員会／編 1987
100 村民のつづる戦争中のくらし 富士見村教育委員会／編 1986
101 戦争の中の尐年たち 語りつぐ戦争の記録
群馬県立高崎工業学校工業化学科第４期生／編 2000
102 私の戦争体験記 戦後５０年記念 東部老人クラブ連合会／編 1996
103 戦争遺跡の発掘・陸軍前橋飛行場 菊池 実／著 新泉社 2008
104 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
105 陸軍前橋(堤ヶ岡）飛行場と戦時下に生きた青尐年の体験記 鈴木 越夫／編 2014
106 写された学童疎開 新宿区立新宿歴史博物館／編 1996

*

107 群馬県中央図書館報 昭和二十年第一号 1945
108 直撃弾を逃れて ８・５前橋空襲の記録
創価学会青年部反戦出版委員会／編 第三文明社 1978
109 戦災と復興 前橋市戦災復興誌編集委員会／編

編集・発行

前橋市役所 1964

群馬県立図書館（前橋市日吉町１－９－１）

電話 027－231－3008

・

ホームページ

http://www.library.pref.gunma.jp/

