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調 べ 方 案 内                         千葉県立中央図書館 

（パスファインダー）                         2013年6月25日作成 

     

 

千葉県の「戦争遺跡」を調べる 
 

  

千葉県は東京に近く、戦前の帝都防衛にとって最も重要な地域でした。佐倉の歩兵連隊、習志野の騎

兵連隊、市川の砲兵連隊、千葉・津田沼の鉄道連隊等の他、各兵の教育・訓練のための学校や演習場、

飛行場等の軍事関係施設がいくつも設置されました。ここでは、県立図書館にある図書や雑誌、インター

ネット情報を使って近代の千葉県の「戦争遺跡」について調べるための方法をご紹介します。 

  

※「戦争遺跡」は主に近代日本の戦争に関する遺構や構造物、跡地を指します。幕末以前のものは含みません。 

 

目次 

１ キーワード  

２ 千葉県の「戦争遺跡」の概要を調べる 

３ 県史・市町村史等で調べる 

４ 地図で調べる   

５ 軍事関係資料で調べる 

６ 新聞・雑誌記事を調べる  

７ 関連情報 

 

１．キーワード 

 図書や雑誌を探すときにこれらのキーワードを使うと幅広く調べられます。 

“戦争遺跡”を調べる切り口は様々です。見たい本の書名や新聞・雑誌記事の見出しなどを想像してみてく

ださい。 

 「戦争遺跡」「戦跡」「要塞」「防空壕」「掩体壕」「飛行場」「演習場」「軍隊」「基地」「連隊」・・・ 

 

２．千葉県の「戦争遺跡」の概要を調べる 

 千葉県の戦争遺跡を知るために、まず基本的な資料を調べましょう。 

 

（１）棚の所蔵資料をテーマの棚（千葉県資料室）で探す 

千葉県資料室の資料には千葉県立図書館独自の分類表を基にした分類記号がついており、この

番号順に書架に並んでいます。  

      ＜関連分野の分類記号＞    近代史 C207    軍事 C390 

（２）千葉県立図書館ホームページの「図書・雑誌・視聴覚資料検索」で調べる 

県立図書館の蔵書を調べることができます。「資料種別」で「千葉県資料」のみ✔（チェック）し、「キ

ーワード」に「全項目」を指定し、「戦争遺跡」等のキーワードを入力して検索します。資料の所蔵の有

無、配架場所、請求記号などがわかります。 

資料種別を「千葉県資料」に限らず、「一般資料」等も指定して検索すると、幅広く検索することがで

きます。 

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/
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【こんな資料が見つかります】 

書名 出版情報 
所蔵館 

請求記号 

しらべる戦争遺跡の事典 十菱 駿武編 柏書房 2002 
中 2106/60 

東 2106/203 

豊富な図版で身近な戦争遺跡の調べ方を紹介する全国版のガイドです。続編（2003年発行）もあります。 

戦争遺跡から学ぶ （岩波ジュニア新書） 
戦争遺跡保存全国ネットワーク編 岩波書

店 2003 

中 C207/10 

中 J210/ｾｲ 

全国 50 箇所の戦争遺跡を紹介したガイドブック。付録には参考図書や戦争用語集等も収録されています。 

千葉県の戦争遺跡をあるく 戦跡ガイド＆マップ 
千葉県歴史教育者協議会編  国書刊行会  

2004 

中 C207/13 

西 C207/2 

東 C207/5 

地域別に 18 コースを紹介。各地域の説明とウォーキング・戦跡マップ、遺跡や遺物の解説で構成されています。 

学校が兵舎になったとき 千葉県からみた戦争 

一九三一～四五 

千葉県歴史教育者協議会編  青木書店 

1996 

中 C207/2 

西 C2070/４ 

東 C207/1 

「千葉県からみた戦争」についてテーマ別に４２の題材が紹介されています。各題材ごとの参考文献、千葉県下の

主な軍事施設をまとめた図、「千葉からみた戦争」の略年表等がわかりやすくまとめられています。 

所蔵館 中：中央図書館（千葉市） 西：西部図書館（松戸市） 東：東部図書館（旭市） 

 

３．県史・市町村史等で調べる 

（１）県史で調べる 

 県史は千葉県の歴史がコンパクトにまとめられており、参考文献や資料編を活用することで、より深く調べ

ることができます。 

 また、千葉県立図書館ホームページ「図書・雑誌・視聴覚資料検索」では、『千葉県の歴史』の目次に載

っている言葉も検索できます。例えば、検索項目キーワード「書名」に「千葉県の歴史」と入力し、さらに別

の検索項目キーワードを「書名」に設定して「戦争」等と入力して検索すると、『千葉県の歴史』の通史編や

資料編の何巻のどの部分に「戦争」について書かれた箇所があるかがわかります。 

 

書名 出版情報 
所蔵館 

請求記号 

千葉県の歴史 通史編 近現代１ 千葉県史料研究財団 千葉県 2002 
中 C20/1/1-6 

西 C20/2/6 

東 C20/7/1-6 

第一編第四章「日清・日露戦争と千葉県」等の関連記述があります。通史編巻末には「参考文献」や「写真・図・

表」の一覧があり、「索引」からは、「佐倉連隊」等の言葉から掲載ページを調べることができます。 

千葉県の歴史 通史編 近現代２ 千葉県史料研究財団 千葉県 2006 
中 C20/1/1-7 

西 C20/2/7 

東 C20/7/1-7 

第四編「戦争と県民」では、千葉県の日中戦争から太平洋戦争の様子がまとめられています。 

 

（２）市町村史で調べる 

個別の戦争遺跡について調べる場合は、まず市町村史で調べるのが便利です。演習場や飛行場等、

複数の市町村にまたがっている場合もあります。 

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/
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書名 出版情報 
所蔵館 

請求記号 

習志野市史 第一巻 通史編 習志野市教育委員会編 習志野市役所 1995 
中 CC231Na/N51/5-1 

東 C231/G02- 1/1 

第四編近現代 第一章第五節「軍隊の進出と習志野」、第二章「軍郷習志野の発展」等があります。 

佐倉市史 巻三 佐倉市史編さん委員会 佐倉市 1979 

中 C233SA/SA46/6-3 

西 C233/I01- 7/3 

東 C233/I01 -1/3 

第六章「兵事」には、歩兵第二聯隊の沿革等について記述があります。 

柏市史 近代編 柏市史編さん委員会 柏市教育委員会 2000 
中 C232/H03-10/3 

西 C232/H03- 57/2-3 

東 C232/H03- 3/5 

第二編第一章第四節「軍隊と市域の人々」、第四編第一章「軍郷化する市域」等があります。 

 

（３）その他の資料で調べる 

千葉県立図書館ホームページ「図書・雑誌・視聴覚資料検索」を、「佐倉連隊」等の個別のキーワードで検

索すると、1冊にまとまった資料が見つかる場合があります。また、戦争体験記等も参考になります。 

【こんな資料が見つかります】 

書名 出版情報 
所蔵館 

請求記号 

佐倉連隊にみる戦争の時代 
人間文化研究機構国立歴史民俗博物館  

2006 

中 C396/11 

西 C396/1 

東 C396/1  

写真に見る鉄道連隊 高木宏之著 光人社 2011 中 C396/18 

市川市国府台における砲兵隊・工兵隊

の記録 
武井順一著 [武井順一] 1997   

中 C232/H02-15 

西 C232/H02-7 

茂原海軍航空隊調査報告書 茂原市教育委員会 1996 中 C396/18 

戦争遺跡 南房総に戦争の傷跡をみ

る。 

南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム  

[2004] 

中 C211/A00- 7 

東 C211/A00- 3 

習志野原 明治天皇から終戦まで 八千代市立郷土博物館 〔2006〕 中 C611/18 

市民が語る平和へのねがい 旭におけ

る戦災と戦時生活 
旭市 1997 

中 C96/12 

東 C96/4 

 

４．地図で調べる 

（１）所蔵地図で調べる 

5万分の１、2万５千分の１地形図等により、年代を追って軍事施設等の変遷を調べることができます。 

千葉県立図書館ホームページ「千葉県域の地勢図・地形図」より所蔵地図が検索できます。 

【こんな資料もあります】 

地図名 出版情報 
所蔵館 

請求記号 

下志津原演習場 一万分の一演習場図 大正 6

年測図昭和 4 年修正測図 
大日本帝国陸地測量部 1932 中 2933YoM/Sa57/1 

習志野原 一万分の一地形図 大正 6 年測図昭

和 4 年修正測図 
大日本帝国陸地測量部 1932 中 C29M/Sa57/7-7 

三角原 一万分の一地形図 大正 6 年測図 大日本帝国陸地測量部 1917 中 C29M/Sa57/6-4 

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/search_chiba/topography/index.html
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（２）Webサイトから探す 

・地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院）http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do 

国土地理院が整備した地図や空中写真、公共測量で整備された地図を検索して閲覧することができま

す。地域や年代を指定して検索することもできます。 

 

５．軍事関係資料で調べる 

現在の防衛省防衛研究所戦史部の前身である防衛研修所戦史室が編さんした『戦史叢書』等、一般

の軍事関係資料から千葉県関係の戦争遺跡の位置づけ等について調べることもできます。また、軍の施

設はそのまま自衛隊等に引き継がれている場合が多いため、自衛隊関係の資料に軍隊時代の記録が掲

載されている場合もあります。 

書名 出版情報 
所蔵館 

請求記号 

戦史叢書 本土決戦準備１ 関東の防衛 
防衛庁防衛研修所戦史室著 

朝雲新聞社 1971 

中 2175/B62/51 

東 3912/2/1 

昭和 19 年春以降の特に関東方面の決戦準備等を記述しています。付図や挿図では、千葉県の軍配備図等が

地図で示されており、本土決戦作戦準備における千葉県の位置づけ等がよくわかります。 

基地のあゆみ 
[海上自衛隊編] 海上自衛隊館山航空

基地 2004 
中 C397/3 

館山航空基地開隊 50 周年を記念して作成された資料ですが、館山海軍航空隊や落下傘部隊の写真等、海軍

時代の記録も収録されています。 

 

６．新聞・雑誌記事を探す 

千葉県立図書館ホームページ「菜の花ライブラリー」では、千葉県関係の新聞・雑誌記事を検索することが

できます。調べたい事がらのキーワードを入れて検索してみてください 

【こんな記事が探せます】 

・神田文人「千葉県下の軍事施設と佐倉連隊」（『佐倉市史研究』14号 p1～24） 

・野口政和「一億火の玉の跡－戦争遺跡をたずねて－」（『香取民衆史』 6号 p146～157） 

・各務 敬「歴史を語り継ぐ戦争遺跡 －海軍茂原航空基地の掩体壕を例として－」（『千葉史学』 41 号 p27

～34） 

・「風化させるな負の遺産 文化財指定を視野に 館山 戦争遺跡の本格調査始まる」（「千葉日報」 2002年 8

月 15日 p15） 

・「戦争遺跡の調査保存を 柏の市民団体市に要望書 敵襲から戦闘機隠した掩体壕など」（「千葉日報」2009

年 10月 20日 p15） 

 

７．関連情報 

・戦争遺跡保存全国ネットワーク http://senseki-net.on.coocan.jp/ 

 全国各地で戦争遺跡の調査・研究と保存運動をすすめている団体・個人によって結成されたネットワー

ク。参加団体一覧には千葉県内の団体が 4件掲載されています。 

・千葉県の戦争遺跡 http://www.shimousa.net/ 

森兵男氏による個人のページ。豊富な写真と解説により千葉県内の戦争遺跡を紹介しています。 

・防衛省防衛研究所史料閲覧室 http://www.nids.go.jp/military_archives/index.html 

防衛省防衛研究所等で公開されている陸海軍等の戦史史料の目録等が確認できます。 

（インターネット最終アクセス日：2013年 6月 11日） 

http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do
http://e-library.gprime.jp/lib_pref_chiba/
http://senseki-net.on.coocan.jp/
http://www.shimousa.net/
http://www.nids.go.jp/military_archives/index.html

