
「慶應義塾の昭和十八年」展

番号 資料名 年代 所蔵者・寄贈者

A-01 『三田評論』479号（昭和12年7月号） 昭和12年7月

A-02 『三田評論』485号（昭和13年1月号） 昭和13年1月

A-03 『三田評論』497号（昭和14年1月号） 昭和14年1月

A-04 『三田評論』510号（昭和15年2月号） 昭和15年2月

A-05 『三田評論』521号（昭和16年2月号） 昭和16年2月

A-06 『三田評論』530号（昭和17年1月号） 昭和17年1月

A-07 『三田評論』541号（昭和18年2月号） 昭和18年2月

A-08 『三田評論』549号（昭和18年10・11月合併号） 昭和18年11月

A-09 小泉信三「塾長訓示」（居常心得） 昭和15年

A-10 マッチ箱スクラップ帳（三橋武夫） （昭和10－16年）

A-11 大学予科生の日記（宅嶋徳光） 昭和15年8月7日条

A-12 大学予科生の日記（上原良司） 昭和16年12月8日条

A-13 宣戦の詔書 （原：昭和16年12月8日）

A-P01 三田キャンパス （昭和14年頃）

A-P02 日吉キャンパス （昭和17年頃）

A-P03 四谷（信濃町）キャンパス （昭和10年頃）

A-P04 三田の中庭でくつろぐ学生 昭和16年4月中旬

A-P05 シンガポール陥落祝賀行進 昭和17年2月18日

A-P06 時局に関する講話を聴く予科生 （昭和17年初旬ヵ）

A-P07 大東亜戦争開戦一周年式典での詔書奉読 昭和17年12月8日

A-14 ｢徴集延期証書｣（小川貞之） 昭和17年8月15日

A-15 文部省通牒「学生生徒ノ気風刷新等ニ関スル件」 昭和18年3月4日

A-16 舎生日誌（慶應義塾日吉寄宿舎） 昭和18年5月21－22日条

A-17 腕章（慶應義塾商工学校報国隊)　 （昭和16－18年頃）

A-18 腕章（慶應義塾報国隊大学予科隊） （昭和16－18年頃）

A-19 日吉移転十週年報国団予科大会プログラム 昭和18年6月26、27日

A-20 小泉信三『大学院問題所見』 昭和18年2月

A-21 法学部学生の日記（ホッケー部 忽那静夫） 昭和18年4月3日条

A-22 塾長から塾生に宛てた書簡（土橋俊一） 昭和18年7月5日

A-23 鎧球部（アメリカンフットボール部）ユニフォーム （昭和10－18年）

A-24 教練服（上原良司ヵ）

A-25 教練用の軽機関銃銃身

A-P08 日吉の大学予科の授業風景 （昭和18年頃）

A-P09 明治節の式典を終えて三田大ホールを出る学生たち 昭和17年11月3日

A-P10 山本五十六戦死に関する塾長の掲示 昭和18年5月21日

A-P11 日吉での軍事教練 昭和16年2月

A-P12 富士裾野における野営 昭和18年6月

A-P13 大ホールで式辞を述べる塾長小泉信三 昭和18年9月26日

A-P14 神宮で行われた戦時中最後の早慶戦慶應側応援席 昭和17年10月24日

A-P15 軽機関銃を手にする教練中の塾生

A-26 ありし日の「幻の門」  1:50模型 平成12年

A-27 『三田新聞』塾生出陣号 昭和18年11月10日

A-28 日章旗（忽那静夫） （昭和18年）

A-29 慶應義塾大学制服（山本義雄）

A-30 陸軍軍服（山本義雄）

A-31 海軍略帽（石沢幸一郎）

A-32 海軍短剣（須藤忠保）

A-33 高瀬五郎監修 高戸顕隆述『学徒出陣』 昭和18年6月

A-34 文部省通牒「在学徴集延期ノ停止ニ関スル件」 昭和18年10月2日

A-35 婚約者に残した写真立て（片山崇） 昭和18年9月9日

A-36 藤原銀次郎宛小泉信三書簡　 昭和18年10月20日

＊所蔵先の記載が無い資料は慶應義塾福沢研究センター蔵　

  　出品資料リスト〈 第1会場・図書館展示室 〉　　会期　2013年12月2日（月）～12月26日（木）

１．慶應義塾における開戦の風景

２．戦時のキャンパスと塾生

３．学徒出陣を前に



A-37 陸軍入営直後の父親への手紙（山本義雄） 昭和18年12月4日

A-38 大学予科生の写真アルバム（益田司） （昭和17年）

A-39 寄宿舎生のアルバム（林茂美） （昭和18年頃）

A-40 高等部生のアルバム（野球部 大島信雄） 昭和16－18年

A-41 経済学部1年生のアルバム（須藤忠保） （昭和18年）

A-42 寄宿舎生のアルバム（林茂美） （昭和18年）

A-43 法学部政治学科卒業記念アルバム （昭和19年）

A-44 慶應義塾関係戦没者名簿 平成19年

A-P16 学徒出陣に際しての塾長告示 昭和18年10月19日

A-P17 塾生出陣壮行会を終えて三田を去る出陣塾生 昭和18年11月23日

A-P18 出陣塾生の送別会 昭和18年11月22日

A-P19 出陣塾生の壮行風景 昭和18年12月8日

「慶應義塾の昭和十八年」展

番号 資料名 年代 所蔵者・寄贈者

B-01 慶應義塾大学校旗 昭和15年頃ヵ

B-02 『アサヒグラフ』第41巻第18号 昭和18年11月3日

B-03 野球部サインボール （昭和18年）

B-04 「学徒出陣日記」（早大野球部 森武雄） 昭和18年10月

B-05 最後の早慶戦スコアブック（立教中学 浅沼幸一） 昭和18年10月16日

B-06 幼稚舎生の慰問画 （昭和18年）

B-07 「塾生出陣壮行大音楽会プログラム」 昭和18年11月17日

B-08 「塾生出陣壮行の歌」 昭和18年11月17日

B-09 「慶應義塾関係戦歿者英名録」 昭和18年11月20日

B-10 慶應義塾戦歿者慰霊祭祭詞 昭和18年11月20日

B-11 塾生出陣壮行会案内状 昭和18年11月16日

B-12 塾生出陣壮行会案内（係員各位） 昭和18年11月16日

B-13 塾生出陣壮行会式次第　 （昭和18年11月）

B-14 壮行の辞（慶應義塾及藤原工業大学在学生代表久保和雄） 昭和18年11月23日

B-15 答辞（出陣塾生代表田中實） 昭和18年11月23日

B-16 塾生出陣壮行会関係メモ（塾長訓示要旨ほか） 昭和18年11月23日

B-17-1 日章旗（水泳部葉山部門肥田野淳) 昭和18年

B-17-2 日章旗（石沢幸一郎) 昭和18年

B-17-3 日章旗（香田一郎） 昭和18年

B-17-4 日章旗（土井庄一郎） 昭和19年

B-17-5 日章旗（松井六郎） 昭和19年

B-17-6 日章旗（会田倉吉） 昭和20年

B-18 『慶應義塾大学経済学部卒業記念写真帖』 昭和19年

B-19 小泉信三『海軍主計大尉小泉信吉』 昭和21年

B-20 小泉信三「海軍主計大尉小泉信吉」原稿 昭和19年3月頃

B-21 慶應義塾関係戦没者名簿 平成19年

B-P01 慶應義塾報国隊結成式 昭和16年9月15日

B-P02 昭和18年11月卒業記念アルバムより

B-P03 最後の早慶戦写真（試合開始時） 昭和18年10月16日

B-P04 昭和18年11月卒業記念アルバムより

B-P05 昭和18年11月卒業記念アルバムより

B-P06 慶應義塾関係戦歿者慰霊祭 昭和18年11月20日

B-P07 昭和18年11月卒業記念アルバムより

B-P08-1 『Ｉ組の仲間たち』所収写真

B-P08-2 河村堅太郎撮影写真

B-P08-3 清原信二撮影写真

B-P08-4 石沢幸一郎撮影写真

B-P08-5 上原良司撮影写真

  　出品資料リスト〈 第2会場・南別館アート・スペース 〉　　会期　2013年11月25日（月）～12月18日（水）

昭和18年11月23日

＊所蔵先の記載が無い資料は慶應義塾福沢研究センター蔵　


