防衛省防衛研究所 陸軍省大日記―大日記甲輯 修正内容（2017年10月5日）
レファレンスコード
C02030615600
C02030627600
C02030644700
C02030650400
C02030656100
C02030659700
C02030661900
C03010000100
C03010017500
C02030662600
C02030667700
C02030676900
C02030679200
C02030690500
C02030699800
C02030705500
C02030711500
C02030715100
C02030717800
C02030728900
C02030737500
C02030742500
C02030747700
C02030751100
C02030752500
C02030753600
C02030760400
C02030766500
C02030776200
C02030779300
C02030784500
C02030792000
C03010032200
C03010033500
C03010034200
C03010039100
C03010045100
C03010053200
C02030797200
C02030809300
C02030812800
C02030814200
C02030821100
C02030829200
C02030840600
C02030845700
C02030860100
C02030861000
C02030864200
C02030873300
C02030883300
C02030895700
C02030900500
C02030906300
C02030910900
C02030912900
C02030913500
C02030923500
C02030939000
C02030955100
C02030959500
C02030965800
C02030971000
C02030973200
C02030984100
C02030997100
C02031010800
C02031014600
C02031024100
C02031029700
C02031032300
C02031043000
C02031059300
C02031068800
C02031074900
C02031084600
C02031090600
C02031100800
C02031113800
C02031126000
C02031134400
C02031140300
C02031154200
C02031160500
C02031170300
C02031172000
C02031186500
C02031189200
C02031197100
C02031215400
C02031222900
C02031231300
C02031232200
C02031245400
C02031247900
C02031253600
C02031272400
C02031279200
C02031291800
C02031304300
C01000961200
C01000966200
C01000978600
C01000985800
C01000997100
C01001012600
C01001016800
C01001076200
C01001018100
C01001026300
C01001033200
C01001038800
C01001045100
C01001051500

修正前の簿冊標題
大日記甲輯 明治４５年 大正元年第１．２類
大日記甲輯 明治４５年 大正元年第３．４類
大日記甲輯 明治４５年．大正元年第５類１．２冊
大日記甲輯 明治４５年．大正元年第５類１．２冊
大日記甲輯 明治４５年 大正０１年
大日記甲輯 明治４５年 大正０１年
大日記甲輯 明治４５年 大正０１年附属
大日記甲輯 大正０２年
大日記甲輯 大正０２年
大日記甲輯 大正０２年
大日記甲輯 大正０２年
大日記甲輯 大正０２年
大日記甲輯 大正０３年
大日記甲輯 大正０３年
大日記甲輯 大正０３年
大日記甲輯 大正０３年
大日記甲輯 大正０３年
大日記甲輯 大正０３年
大日記甲輯 大正０４年
大日記甲輯 大正０４年
大日記甲輯 大正０４年
大日記甲輯 大正０４年
大日記甲輯 大正０４年
大日記甲輯 大正０４年
大日記甲輯 大正０４年
大日記甲輯 大正０５年
大日記甲輯 大正０５年
大日記甲輯 大正０５年
大日記甲輯 大正０５年
大日記甲輯 大正０５年
大日記甲輯 大正０５年
大日記甲輯 大正０５年
大日記甲輯 大正０５年
大日記甲輯 大正０５年
大日記甲輯 大正０６年
大日記甲輯 大正０６年
大日記甲輯 大正０６年
大日記甲輯 大正０６年
大日記甲輯 大正０６年年
大日記甲輯 大正０６年
大日記甲輯 大正０６年
大日記甲輯 大正０７年
大日記甲輯 大正０７年
大日記甲輯 大正０７年
大日記甲輯 大正０７年
大日記甲輯 大正０７年
大日記甲輯 大正０７年
大日記甲輯 大正０７年
大日記甲輯 大正０８年
大日記甲輯 大正０８年
大日記甲輯 大正０８年
大日記甲輯 大正０８年
大日記甲輯 大正０８年
大日記甲輯 大正０８年
大日記甲輯 大正０８年
大日記甲輯 大正０８年
大日記甲輯 大正０９年
大日記甲輯 大正０９年
大日記甲輯 大正０９年
大日記甲輯 大正０９年
大日記甲輯 大正０９年
大日記甲輯 大正０９年
大日記甲輯 大正０９年
大日記甲輯 大正１０年
大日記甲輯 大正１０年
大日記甲輯 大正１０年
大日記甲輯 大正１０年
大日記甲輯 大正１０年
大日記甲輯 大正１０年
大日記甲輯 大正１０年
大日記甲輯 大正１１年
大日記甲輯 大正１１年
大日記甲輯 大正１１年
大日記甲輯 大正１１年
大日記甲輯 大正１１年
大日記甲輯 大正１１年
大日記甲輯 大正１２年
大日記甲輯 大正１２年
大日記甲輯 大正１２年
大日記甲輯 大正１２年
大日記甲輯 大正１２年
大日記甲輯 大正１３年
大日記甲輯 大正１３年
大日記甲輯 大正１３年
大日記甲輯 大正１３年
大日記甲輯 大正１３年
大日記甲輯 大正１３年
大日記甲輯 大正１４年
大日記甲輯 大正１４年
大日記甲輯 大正１４年
大日記甲輯 大正１４年
大日記甲輯 大正１４年
大日記甲輯 大正１４年
大日記甲輯 大正１４年
大日記甲輯 大正１５年
大日記甲輯 大正１５年
大日記甲輯 大正１５年
大日記甲輯 大正１５年
大日記甲輯 大正１５年
大日記甲輯 大正１５年
大日記甲輯昭和０２年
大日記甲輯昭和０２年
大日記甲輯昭和０２年
大日記甲輯昭和０２年
大日記甲輯昭和０２年
大日記甲輯昭和０２年
大日記甲輯昭和０２年
大日記甲輯昭和０３年
大日記甲輯昭和０３年
大日記甲輯昭和０３年
大日記甲輯昭和０３年
大日記甲輯昭和０３年
大日記甲輯昭和０３年
大日記甲輯昭和０３年

修正後の簿冊標題
永存書類甲輯第１．第２類 明治４５年 大正１年
永存書類甲輯第３．４類 明治４５年 大正１年
永存書類甲輯第５類 第１冊 明治４５年 大正１年
永存書類甲輯第５類 第２冊 明治４５年 大正１年
永存書類甲輯第５類 第３冊 明治４５年 大正１年
永存書類甲輯第６類 明治４５年 大正１年
永存附属書類 明治４５年 大正１年
永存書類甲輯第１．２類 大正２年
永存書類甲輯第３．４類 大正２年
永存書類甲輯第５類 第１冊 大正２年
永存書類甲輯第５類 第２冊 大正２年
永存書類甲輯第６類 大正２年
永存書類甲輯第１．２類 大正３年
永存書類甲輯第３．４類 大正３年
永存書類甲輯第５類 第１冊 大正３年
永存書類甲輯第５類 第２冊 大正３年
永存書類甲輯第５類 第３冊 大正３年
永存書類甲輯第６類 大正３年
永存書類甲輯第１．２類 大正４年
永存書類甲輯第３．４類 大正４年
永存書類甲輯第５類第１冊 大正４年
永存書類甲輯第５類第２冊 大正４年
永存書類甲輯第５類第３冊 大正４年
永存書類甲輯第６類 大正４年
永存附属書類甲輯 大正４年
永存書類甲輯第１類 大正５年
永存書類甲輯第２類 大正５年
永存書類甲輯第３類 大正５年
永存書類甲輯第４類 大正５年
永存書類甲輯第５類第１冊 大正５年
永存書類甲輯第５類第２冊 大正５年
永存書類甲輯第５類第３冊 大正５年
永存書類甲輯第６類 大正５年
永存附属書類甲輯 大正５年
永存書類甲輯第１類 大正６年
永存書類甲輯第２類 大正６年
永存書類甲輯第３類 大正６年
永存書類甲輯第４類 大正６年
永存書類甲輯第５類 大正６年
永存書類甲輯第６類 大正６年
永存附属書類甲輯 大正６年
永存書類甲輯第１類 大正７年
永存書類甲輯第２類 大正７年
永存書類甲輯第３類 大正７年
永存書類甲輯第４類 大正７年
永存書類甲輯第５類 大正７年
永存書類甲輯第６類 大正７年
永存附属書類甲輯 大正７年
永存書類甲輯第１類 大正８年
永存書類甲輯第２類 大正８年
永存書類甲輯第３類 大正８年
永存書類甲輯第４類 大正８年
永存書類甲輯第５類第１冊 大正８年
永存書類甲輯第５類第２冊 大正８年
永存書類甲輯第６類 大正８年
甲輯附属書類 大正８年
永存書類甲輯第１類 大正９年
永存書類甲輯第２類 大正９年
永存書類甲輯第３類 大正９年
永存書類甲輯第４類 大正９年
永存書類甲輯第５類第１冊 大正９年
永存書類甲輯第５類第２冊 大正９年
永存書類甲輯第６類 大正９年
永存書類甲輯第１類 大正１０年
永存書類甲輯第２類 大正１０年
永存書類甲輯第３類 大正１０年
永存書類甲輯第４類 大正１０年
永存書類甲輯第５類第１冊 大正１０年
永存書類甲輯第５類第２冊 大正１０年
永存書類甲輯第６類 大正１０年
永存書類甲輯 第１類 大正１１年
永存書類甲輯 第２類 大正１１年
永存書類甲輯 第３類 大正１１年
永存書類甲輯第４類 大正１１年
永存書類甲輯第５類第１冊 大正１１年
永存書類甲輯第５類第２冊 第６類 大正１１年
永存書類甲輯第１類 大正１２年
永存書類甲輯第２類 大正１２年
永存書類甲輯第３類 大正１２年
永存書類甲輯第４類 大正１２年
永存書類甲輯第５・６類 大正１２年
永存書類 甲輯 第２類 大正１３年
永存書類甲輯第３類 大正１３年
永存書類甲輯第４類 大正１３年
永存書類甲輯第４類付属書類 大正１３年
永存書類甲輯第５類 大正１３年
永存書類甲輯第６類 大正１３年
永存書類甲輯第１類 大正１４年
永存書類甲輯第２類 大正１４年
永存書類甲輯第３類 大正１４年
永存書類甲輯第４類 大正１４年
永存書類甲輯第４類付属書類 大正１４年
永存書類甲輯第５類 大正１４年
永存書類甲輯第６類 大正１４年
永存書類甲輯第１類 大正１５年
永存書類甲輯第２類 大正１５年
永存書類甲輯第３類 大正１５年
永存書類甲輯第４類 大正１５年
永存書類甲輯第５類 大正１５年
永存書類甲輯第６類 大正１５年
永存書類甲輯第１類 昭和２年
永存書類甲輯第２類 昭和２年
永存書類甲輯第３類 昭和２年
永存書類甲輯第４類 昭和２年
永存書類甲輯第５類 昭和２年
永存書類甲輯第６類 昭和２年
永存書類甲輯付属書類 昭和２年
甲輯大日記付属書類（典範類 其他）１冊 昭和３年
永存書類甲輯第１類 昭和３年
永存書類甲輯第２類第１冊 昭和３年
永存書類甲輯第２類第２冊 昭和３年
永存書類甲輯第３類 昭和３年
永存書類甲輯第４類第１冊 昭和３年
永存書類甲輯第４類第２冊 昭和３年

所蔵館における請求記号
陸軍省-大日記甲輯-T1-1-7
陸軍省-大日記甲輯-T1-2-8
陸軍省-大日記甲輯-T1-3-9
陸軍省-大日記甲輯-T1-4-10
陸軍省-大日記甲輯-T1-5-11
陸軍省-大日記甲輯-T1-6-12
陸軍省-大日記甲輯-T1-7-13
陸軍省-大日記甲輯-T2-1-7
陸軍省-大日記甲輯-T2-2-8
陸軍省-大日記甲輯-T2-3-9
陸軍省-大日記甲輯-T2-4-10
陸軍省-大日記甲輯-T2-5-11
陸軍省-大日記甲輯-T3-1-7
陸軍省-大日記甲輯-T3-2-8
陸軍省-大日記甲輯-T3-3-9
陸軍省-大日記甲輯-T3-4-10
陸軍省-大日記甲輯-T3-5-11
陸軍省-大日記甲輯-T3-6-12
陸軍省-大日記甲輯-T4-1-13
陸軍省-大日記甲輯-T4-2-14
陸軍省-大日記甲輯-T4-3-15
陸軍省-大日記甲輯-T4-4-16
陸軍省-大日記甲輯-T4-5-17
陸軍省-大日記甲輯-T4-6-18
陸軍省-大日記甲輯-T4-7-19
陸軍省-大日記甲輯-T5-1-1
陸軍省-大日記甲輯-T5-2-2
陸軍省-大日記甲輯-T5-3-3
陸軍省-大日記甲輯-T5-4-4
陸軍省-大日記甲輯-T5-5-5
陸軍省-大日記甲輯-T5-6-6
陸軍省-大日記甲輯-T5-7-7
陸軍省-大日記甲輯-T5-8-8
陸軍省-大日記甲輯-T5-9-9
陸軍省-大日記甲輯-T6-1-11
陸軍省-大日記甲輯-T6-2-12
陸軍省-大日記甲輯-T6-3-13
陸軍省-大日記甲輯-T6-4-14
陸軍省-大日記甲輯-T6-5-15
陸軍省-大日記甲輯-T6-6-16
陸軍省-大日記甲輯-T6-7-17
陸軍省-大日記甲輯-T7-1-9
陸軍省-大日記甲輯-T7-2-10
陸軍省-大日記甲輯-T7-3-11
陸軍省-大日記甲輯-T7-4-12
陸軍省-大日記甲輯-T7-5-13
陸軍省-大日記甲輯-T7-6-14
陸軍省-大日記甲輯-T7-7-15
陸軍省-大日記甲輯-T8-1-11
陸軍省-大日記甲輯-T8-2-12
陸軍省-大日記甲輯-T8-3-13
陸軍省-大日記甲輯-T8-4-14
陸軍省-大日記甲輯-T8-5-15
陸軍省-大日記甲輯-T8-6-16
陸軍省-大日記甲輯-T8-7-17
陸軍省-大日記甲輯-T8-8-18
陸軍省-大日記甲輯-T9-1-11
陸軍省-大日記甲輯-T9-2-12
陸軍省-大日記甲輯-T9-3-13
陸軍省-大日記甲輯-T9-4-14
陸軍省-大日記甲輯-T9-5-15
陸軍省-大日記甲輯-T9-6-16
陸軍省-大日記甲輯-T9-7-17
陸軍省-大日記甲輯-T10-1-12
陸軍省-大日記甲輯-T10-2-13
陸軍省-大日記甲輯-T10-3-14
陸軍省-大日記甲輯-T10-4-15
陸軍省-大日記甲輯-T10-5-16
陸軍省-大日記甲輯-T10-6-17
陸軍省-大日記甲輯-T10-7-18
陸軍省-大日記甲輯-T11-1-13
陸軍省-大日記甲輯-T11-2-14
陸軍省-大日記甲輯-T11-3-15
陸軍省-大日記甲輯-T11-4-16
陸軍省-大日記甲輯-T11-5-17
陸軍省-大日記甲輯-T11-6-18
陸軍省-大日記甲輯-T12-1-14
陸軍省-大日記甲輯-T12-2-15
陸軍省-大日記甲輯-T12-3-16
陸軍省-大日記甲輯-T12-4-17
陸軍省-大日記甲輯-T12-5-18
陸軍省-大日記甲輯-T13-1-13
陸軍省-大日記甲輯-T13-2-14
陸軍省-大日記甲輯-T13-3-15
陸軍省-大日記甲輯-T13-4-16
陸軍省-大日記甲輯-T13-5-17
陸軍省-大日記甲輯-T13-6-18
陸軍省-大日記甲輯-T14-1-12
陸軍省-大日記甲輯-T14-2-13
陸軍省-大日記甲輯-T14-3-14
陸軍省-大日記甲輯-T14-4-15
陸軍省-大日記甲輯-T14-5-16
陸軍省-大日記甲輯-T14-6-17
陸軍省-大日記甲輯-T14-7-18
陸軍省-大日記甲輯-S1-1-6
陸軍省-大日記甲輯-S1-2-7
陸軍省-大日記甲輯-S1-3-8
陸軍省-大日記甲輯-S1-4-9
陸軍省-大日記甲輯-S1-5-10
陸軍省-大日記甲輯-S1-6-11
陸軍省-大日記甲輯-S2-1-16
陸軍省-大日記甲輯-S2-2-17
陸軍省-大日記甲輯-S2-3-18
陸軍省-大日記甲輯-S2-4-19
陸軍省-大日記甲輯-S2-5-20
陸軍省-大日記甲輯-S2-6-21
陸軍省-大日記甲輯-S2-7-22
陸軍省-大日記甲輯-S3-10-22
陸軍省-大日記甲輯-S3-1-13
陸軍省-大日記甲輯-S3-2-14
陸軍省-大日記甲輯-S3-3-15
陸軍省-大日記甲輯-S3-4-16
陸軍省-大日記甲輯-S3-5-17
陸軍省-大日記甲輯-S3-6-18

移動先の資料群（新規作成）

明治４５年・大正１年

大正２年

大正３年

大正４年

大正５年

大正６年

大正７年

大正８年

大正９年

大正１０年

大正１１年

大正１２年

大正１３年

大正１４年

大正１５年

昭和２年

昭和３年

C01001055900
C01001067000
C01001073600
C01001077800
C01001082900
C01001094400
C01001101000
C01001113100
C01001127200
C01001132300
C01001136500
C01001138200
C01001144200
C01001160000
C01001166400
C01001178400
C01001179400
C01001195400
C01001201100
C01001204300
C01001210800
C01001218400
C01001226400
C01001234000
C01001237400
C01001238300
C01001246700
C01001258800
C01001262700
C01001269600
C01001284400
C01001292800
C01001300200
C01001312600
C01001330900
C01001344400
C01001362300
C01005959400
C01005970600
C01005989200
C01006000400
C01001372600
C01001382200
C01001400400
C01001418700
C01001549600
C01001428000
C01001438200
C01001459500
C01001473300
C01001491500
C01001496300
C01001510100
C01001522200
C01001538300
C01001656900
C01001550800
C01001562300
C01001581400
C01001591800
C01001599000
C01001608500
C01001610300
C01001624600
C01001642200
C01001669400
C01001681300
C01001701400
C01001713600
C01001719000
C01001719600
C01001728300
C01001733800
C01001750900
C01001769200
C01001780400
C01001794700
C01001810600
C01001823700
C01001833600
C01001844000
C01006007500
C01006026700

大日記甲輯昭和０３年
大日記甲輯昭和０３年
大日記甲輯昭和０３年
大日記甲輯昭和０４年
大日記甲輯昭和０４年
大日記甲輯昭和０４年
大日記甲輯昭和０４年
大日記甲輯昭和０４年
大日記甲輯昭和０４年
大日記甲輯昭和０４年
大日記甲輯昭和０４年
大日記甲輯昭和０５年
大日記甲輯昭和０５年
大日記甲輯昭和０５年
大日記甲輯昭和０５年
大日記甲輯昭和０５年
大日記甲輯昭和０５年
大日記甲輯昭和０５年
大日記甲輯昭和０５年
大日記甲輯昭和０６年
大日記甲輯昭和０６年
大日記甲輯昭和０６年
大日記甲輯昭和０６年
大日記甲輯昭和０６年
大日記甲輯昭和０６年
大日記甲輯昭和０６年
大日記甲輯昭和０６年
大日記甲輯昭和０６年
大日記甲輯昭和０９年
大日記甲輯昭和０９年
大日記甲輯昭和０９年
大日記甲輯昭和０９年
大日記甲輯昭和０９年
大日記甲輯昭和０９年
大日記甲輯昭和０９年
大日記甲輯昭和１０年
大日記甲輯昭和１０年
大日記甲輯昭和１１年
大日記甲輯昭和１１年
大日記甲輯昭和１１年
大日記甲輯昭和１１年
大日記甲輯昭和１１年
大日記甲輯昭和１１年
大日記甲輯昭和１１年
大日記甲輯昭和１１年
大日記甲輯昭和１２年
大日記甲輯昭和１２年
大日記甲輯昭和１２年
大日記甲輯昭和１２年
大日記甲輯昭和１２年
大日記甲輯昭和１２年
大日記甲輯昭和１２年
大日記甲輯昭和１２年
大日記甲輯昭和１２年
大日記甲輯昭和１２年
大日記甲輯昭和１３年
大日記甲輯昭和１３年
大日記甲輯昭和１３年
大日記甲輯昭和１３年
大日記甲輯昭和１３年
大日記甲輯昭和１３年
大日記甲輯昭和１３年
大日記甲輯昭和１３年
大日記甲輯昭和１３年
大日記甲輯昭和１３年
大日記甲輯昭和１４年
大日記甲輯昭和１４年
大日記甲輯昭和１４年
大日記甲輯昭和１４年
大日記甲輯昭和１４年
大日記甲輯昭和１４年
大日記甲輯昭和１４年
大日記甲輯昭和１４年
大日記甲輯昭和１４年
大日記甲輯昭和１４年
大日記甲輯昭和１５年
大日記甲輯昭和１５年
大日記甲輯昭和１５年
大日記甲輯昭和１５年
大日記甲輯昭和１５年
大日記甲輯昭和１５年
大日記甲輯昭和１５年
大日記甲輯昭和１５年

永存書類甲輯第５類第１冊 昭和３年
永存書類甲輯第５類第２冊 昭和３年
永存書類甲輯第６類 昭和３年
永存書類甲輯第１類 昭和４年
永存書類甲輯第２類 昭和４年
永存書類甲輯第３類 昭和４年
永存書類甲輯第４類 昭和４年
永存書類甲輯第５類第１冊 昭和４年
永存書類甲輯第５類第２冊 昭和４年
永存書類甲輯第６類 昭和４年
永存書類甲輯付属 昭和４年
永存書類甲輯第１類 昭和５年
永存書類甲輯第２類 昭和５年
永存書類甲輯第３類 昭和５年
永存書類甲輯第４類 昭和５年
永存書類甲輯第４類付属書類 昭和５年
永存書類甲輯第５類第１冊 昭和５年
永存書類甲輯第５類第２冊 昭和５年
永存書類甲輯第６類 昭和５年
永存書類甲輯第１類 昭和６年
永存書類甲輯第２類 昭和６年
永存書類甲輯第３類 昭和６年
永存書類甲輯第４類 其１ 昭和６年
永存書類甲輯第４類 其２ 昭和６年
永存書類甲輯第５類 其１ 昭和６年
永存書類甲輯第５類 其２ 昭和６年
永存書類甲輯第５類 其３ 昭和６年
永存書類甲輯第６類 昭和６年
永存書類甲輯第１類 昭和９年
永存書類甲輯第２類 昭和９年
永存書類甲輯第３類 昭和９年
永存書類甲輯第４類第１冊 昭和９年
永存書類甲輯第４類第２冊 昭和９年
永存書類甲輯第５類第１冊 昭和９年
永存書類甲輯第５類第２冊 昭和９年
永存書類甲輯 第５類 其１ 昭和１０年
永存書類甲輯 第６類 昭和１０年
永存書類甲輯 第１類 昭和１１年
永存書類甲輯 第２類 昭和１１年
永存書類甲輯 第３類 昭和１１年
永存書類甲輯 第４類 第１冊 昭和１１年
永存書類甲輯 第４類 第２冊 昭和１１年
永存書類甲輯 第５類 第１冊 昭和１１年
永存書類甲輯 第５類 第２冊 昭和１１年
永存書類甲輯 第６類 昭和１１年
永存書類甲付属書類 第１冊 昭和１２年
永存書類甲輯 第１類 昭和１２年
永存書類甲輯 第２類 昭和１２年
永存書類甲輯 第３類 昭和１２年
永存書類甲輯 第４類 第１冊 昭和１２年
永存書類甲輯 第４類 第２冊 昭和１２年
永存書類甲輯 第５類 第１冊 昭和１２年
永存書類甲輯 第５類 第２冊 昭和１２年
永存書類甲輯 第５類 第３冊 昭和１２年
永存書類甲輯 第６類 昭和１２年
永存書類甲輯 第６類 昭和１３年
永存書類甲輯 第１類 昭和１３年
永存書類甲輯 第２類 昭和１３年
永存書類甲輯 第３類 昭和１３年
永存書類甲輯 第４類 第１冊 昭和１３年
永存書類甲輯 第４類 第２冊 昭和１３年
永存書類甲輯 第４類 第３冊 昭和１３年
永存書類甲輯 第５類 第１冊 昭和１３年
永存書類甲輯 第５類 第２冊 昭和１３年
永存書類甲輯 第５類 第３冊 昭和１３年
永存書類 甲輯 第１類 昭和１４年
永存書類 甲輯 第２類 昭和１４年
永存書類 甲輯 第３類 昭和１４年
永存書類 甲輯 第４類 第１冊 昭和１４年
永存書類 昭和１４年 第１冊
永存書類 甲輯 第４類 第２冊 昭和１４年
永存書類 甲輯 第４類 第３冊 昭和１４年
永存書類 甲輯 第５類 第１冊 昭和１４年
永存書類 甲輯 第５類 第２冊 昭和１４年
永存書類 甲輯 第６類 昭和１４年
永存書類 甲輯 第１類 昭和１５年
永存書類 甲輯 第２類 昭和１５年
永存書類 甲輯 第３類 昭和１５年
永存書類 甲輯 第４類 第１冊 昭和１５年
永存書類 甲輯 第４類 第２冊 昭和１５年
永存書類 甲輯 第５類 第１冊 昭和１５年
永存書類 甲輯 第５類 第２冊 昭和１５年
永存書類 甲輯 第６類 昭和１５年

陸軍省-大日記甲輯-S3-7-19
陸軍省-大日記甲輯-S3-8-20
陸軍省-大日記甲輯-S3-9-21
陸軍省-大日記甲輯-S4-1-16
陸軍省-大日記甲輯-S4-2-17
陸軍省-大日記甲輯-S4-3-18
陸軍省-大日記甲輯-S4-4-19
陸軍省-大日記甲輯-S4-5-20
陸軍省-大日記甲輯-S4-6-21
陸軍省-大日記甲輯-S4-7-22
陸軍省-大日記甲輯-S4-8-23
陸軍省-大日記甲輯-S5-1-8
陸軍省-大日記甲輯-S5-2-9
陸軍省-大日記甲輯-S5-3-10
陸軍省-大日記甲輯-S5-4-11
陸軍省-大日記甲輯-S5-5-12
陸軍省-大日記甲輯-S5-6-13
陸軍省-大日記甲輯-S5-7-14
陸軍省-大日記甲輯-S5-8-15
陸軍省-大日記甲輯-S6-1-5
陸軍省-大日記甲輯-S6-2-6
陸軍省-大日記甲輯-S6-3-7
陸軍省-大日記甲輯-S6-4-8
陸軍省-大日記甲輯-S6-5-9
陸軍省-大日記甲輯-S6-6-10
陸軍省-大日記甲輯-S6-7-11
陸軍省-大日記甲輯-S6-8-12
陸軍省-大日記甲輯-S6-9-13
陸軍省-大日記甲輯-S9-1-10
陸軍省-大日記甲輯-S9-2-11
陸軍省-大日記甲輯-S9-3-12
陸軍省-大日記甲輯-S9-4-13
陸軍省-大日記甲輯-S9-5-14
陸軍省-大日記甲輯-S9-6-15
陸軍省-大日記甲輯-S9-7-16
陸軍省-大日記甲輯-S10-1-9
陸軍省-大日記甲輯-S10-2-10
陸軍省-大日記甲輯-S11-1-14
陸軍省-大日記甲輯-S11-2-15
陸軍省-大日記甲輯-S11-3-16
陸軍省-大日記甲輯-S11-4-17
陸軍省-大日記甲輯-S11-5-18
陸軍省-大日記甲輯-S11-6-19
陸軍省-大日記甲輯-S11-7-20
陸軍省-大日記甲輯-S11-8-21
陸軍省-大日記甲輯-S12-10-32
陸軍省-大日記甲輯-S12-1-23
陸軍省-大日記甲輯-S12-2-24
陸軍省-大日記甲輯-S12-3-25
陸軍省-大日記甲輯-S12-4-26
陸軍省-大日記甲輯-S12-5-27
陸軍省-大日記甲輯-S12-6-28
陸軍省-大日記甲輯-S12-7-29
陸軍省-大日記甲輯-S12-8-30
陸軍省-大日記甲輯-S12-9-31
陸軍省-大日記甲輯-S13-10-33
陸軍省-大日記甲輯-S13-1-24
陸軍省-大日記甲輯-S13-2-25
陸軍省-大日記甲輯-S13-3-26
陸軍省-大日記甲輯-S13-4-27
陸軍省-大日記甲輯-S13-5-28
陸軍省-大日記甲輯-S13-6-29
陸軍省-大日記甲輯-S13-7-30
陸軍省-大日記甲輯-S13-8-31
陸軍省-大日記甲輯-S13-9-32
陸軍省-大日記甲輯-S14-1-20
陸軍省-大日記甲輯-S14-2-21
陸軍省-大日記甲輯-S14-3-22
陸軍省-大日記甲輯-S14-4-1-23-1
陸軍省-大日記甲輯-S14-4-2-23-2
陸軍省-大日記甲輯-S14-5-24
陸軍省-大日記甲輯-S14-6-25
陸軍省-大日記甲輯-S14-7-26
陸軍省-大日記甲輯-S14-8-27
陸軍省-大日記甲輯-S14-9-28
陸軍省-大日記甲輯-S15-1-28
陸軍省-大日記甲輯-S15-2-29
陸軍省-大日記甲輯-S15-3-30
陸軍省-大日記甲輯-S15-4-31
陸軍省-大日記甲輯-S15-5-32
陸軍省-大日記甲輯-S15-6-33
陸軍省-大日記甲輯-S15-7-34
陸軍省-大日記甲輯-S15-8-35

昭和４年

昭和５年

昭和６年

昭和９年

昭和１０年

昭和１１年

昭和１２年

昭和１３年

昭和１４年

昭和１５年

