
石崎政一郎文書Ⅰ(法文学部勤労動員関係文書) 総目録
番号 表題 内容 作成者→宛名 年代 形態 数 備考

石崎Ⅰ-1-1 法文学部一、二年生勤労出動ニ関スル打
合事項

仙台製造所所長（上條大佐）・庶務課長（齋藤中佐）・米
田中尉と帝大竹園学生主事・五十嵐助教授の協議決定
事項/学内行事につき書き込みあり

（昭和19年）9月5日 未編綴 1点

石崎Ⅰ-1-2 〔法文学部二年生名簿〕 法科2年・経済科2年・文科2年 未編綴 3点

石崎Ⅰ-1-3
〔航空機関係緊急勤労動員割当ノ件関係
書類〕

動総八八号に伴う東北帝国大学報国隊長より第四大隊
長への通知

昭和19年12月 綴 1点

石崎Ⅰ-1-4
学徒勤労動員関係

表紙に「東北帝国大学法文学部/石崎教官」とある/東
北帝国大学報国隊第四大隊伊勢崎隊関係書類

石崎政一郎 昭和19年12月～20
年3月

簿冊 1点

石崎Ⅰ-1-5 〔法文学部伊勢崎学徒勤労動員関係綴〕 （石崎政一郎） 昭和20年1月～昭和
21年2月

簿冊 1点

石崎Ⅰ-1-6 伊勢崎隊現地報告 （石崎政一郎） 昭和20年1月～8月 簿冊 1点

石崎Ⅰ-1-7 〔指示・報告書写〕 複写便箋/「第弐号」 石崎政一郎 昭和20年2月25日～
4月4日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-1-8 伊勢崎出動学徒報償金旅費手当未交付
分支給簿

「本支給ニ依ル受領金額ノ内訳明細ハ別紙「伊勢崎出
動学徒報償金旅費手当未交付分明細書」ニ之ヲ記載
ス」（石崎Ⅰ-12-2）/行李・フトンに関する表あり/最終頁
に受領証6枚、特殊郵便物受領証原符3枚、メモ1枚あり

東北帝国大学法文学
部

昭和20年12月 帳簿 1点

石崎Ⅰ-1-9 伊勢崎出動学徒報償金旅費手当未交付
分明細書

昭和20年2月～8月まで各月報償金・旅費・荷物運送代
のうち未交付分

東北帝国大学法文学
部

昭和20年11月 帳簿 1点

石崎Ⅰ-1-10 〔報償金袋〕 中島飛行機株式会社伊勢崎第一工場（皇国第二七四
一工場）より学徒宛報償金袋/中身なし

昭和20年2月～7月 封筒 123点

石崎Ⅰ-1-11 学徒報償金計算書 伊勢崎工場より東北帝大宛提出の報償金計算書の写し 中島飛行機株式会社
伊勢崎第一工場　皇
国第二七四一工場

昭和20年2月～8月 帳簿 1点

石崎Ⅰ-1-12 〔報償金関係書式〕 未編綴 4点

石崎Ⅰ-1-13 報国隊伊勢崎隊仙台本部室扱分会計出
納控

東北帝国大学法文学
部

昭和20年2月1日～
11月24日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-1 出動学徒関係処理事務 報国隊伊勢崎執務処受信文書綴 東北帝国大学法文学
部報国隊伊勢崎執務
処

昭和20年1月～8月 簿冊 1点

石崎Ⅰ-2-2 鉄道荷物発送調 荷物発送者・荷物個数/出動に際してか 東北帝大報国隊伊勢
崎隊執務処

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-3 〔メモ〕 伊勢崎隊備品/寮/係/荷物発送 未編綴 1点

石崎Ⅰ-2-4 〔メモ〕 係/転出証明の発行/寮への謝礼 未編綴 1点



石崎Ⅰ-2-5 伊勢崎隊隊員名簿 伊勢崎隊執務処備付/所属・入学年・年齢・血液型・出
身校・兵役関係（兵種）・作業指定・勤労種目・父兄住
所・仙台宿所・備考

（昭和20年） 帳簿 1点 ≪健康・血液型・父兄
住所・仙台住所≫

石崎Ⅰ-2-6 出動学徒調書 所属小隊分隊・専攻科・年齢・血液型・出身校・兵役・作
業指定・勤労種目・父兄住所・仙台宿所

綴 1点 ≪履歴・住所他≫

石崎Ⅰ-2-7-1 内務日誌簿（一） 4月1日の頁に会計メモ・電報（オハラチカシ宛電報）あり
/5月1日の頁に書籍関係メモあり

東北帝国大学報国隊
伊勢崎隊

昭和20年1月～5月
27日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-7-2 内務日誌簿（二） 6月16日の頁に寮関係メモ、工場幹部と寮主人名メモあ
り

東北帝国大学報国隊
伊勢崎隊

昭和20年5月28日～
8月23日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-8-1 学徒欠席関係書類 「欠席届ハ別集」（石崎Ⅰ-2-8-2）/欠勤届とともに届い
た書類・手紙等

伊勢崎隊執務処 昭和20年1月～8月 簿冊 1点 《健康》

石崎Ⅰ-2-8-2 欠席届 欠勤届の綴 伊勢崎隊執務処 昭和20年1月～7月 綴 1点 《健康》

石崎Ⅰ-2-9 公休帰省ニ関スル書類 公休届の綴 伊勢崎隊執務処 綴 1点

石崎Ⅰ-2-10 人員移動通知票原簿 東北帝大備付/動員解除者・2週間以上の長期欠勤者
などの届け出用紙/学徒掛へ提出の控え

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-11-1 日報 昭和20年度/第四寮名簿（昭和20年6月22日現在）/出
勤状況

第四寮 昭和20年3月21日～
8月7日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-11-2 日報 出勤状況 第三十五寮 （昭和20年）5月2日
～8月6日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-11-3 日報 出勤状況 第四十六寮 （昭和20年）6月21日
～8月11日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-11-4 日報 出勤状況 第四十七寮 （昭和20年）5月2日
～8月6日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-11-5 日報 出勤状況 第五十寮 （昭和20年）5月2日
～8月6日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-12-1 〔封筒〕 「昭和弐拾年自一月弐拾九日至八月拾五日期間於伊
勢崎第一工場　中島飛行機株式会社改メ皇国第二七
四一工場ニ勤労出動シタル本学部学生ノ勤労状況調査
報告」とあり

封筒 1点

石崎Ⅰ-2-12-2 勤怠日報 東北帝国大学より労務係へ提出の控え 東北帝国大学 昭和20年2月4日～4
月29日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-12-3 勤怠日報原簿 東北帝大備付/東北帝大より労務係へ提出の複写控え （東北帝国大学） 昭和20年5月3日～7
月31日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-12-4 勤怠日報 東北帝大より労務係へ提出の控え （東北帝国大学） 昭和20年8月2日～
14日

綴 1点

石崎Ⅰ-2-12-5 東北帝大報国隊伊勢崎隊　学徒勤怠調 4月25日再調（有永）/2月1日～4月25日分/電文内容
（公休切れの学徒への帰還命令・欠勤届提出要求の電
報控え）

東北帝大報国隊伊勢
崎隊執務処　島田隆

昭和20年4月23日 帳簿 1点



石崎Ⅰ-2-12-6 伊勢崎出動学徒　勤労状況調査 学徒作業状況下調（熱心・真摯な作業態度/閑散とした
職場/繁忙な職場への配置転換を望む学徒も）/石崎Ⅰ
-2-12-5の詳細版（作業内容あり/総括含む）

島田派遣教官 昭和20年2月～3月 帳簿 1点 『東北大学百年史』８資
料１に一部所収（番号
八一）

石崎Ⅰ-2-12-7 〔学生勤務概況〕 勤労部 昭和20年3月1日 帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-12-8 出勤簿 昭和20年1月28日～
8月16日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-12-9 昭和弐拾年自一月廿九日至五月卅一日
隊員別勤労状況報告

隊員氏名・所属・出勤日数・勤務の内容・勤務の状況・
健康状態他

伊勢崎隊執務処（河
野教官　高橋教官調）

昭和20年6月2日 帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-12-10 東北帝国大学報国隊伊勢崎隊員異動調
査表

動員解除、長期欠勤等 派遣教官　佐藤日吉 （昭和20年）5月10日 帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-12-11 勤労幹事所感 学徒幹事による意見書 （法文学部法科学生） 昭和20年3月31日 帳簿 1点 『東北大学百年史』８資
料１に所収（番号八三）
／紙背文書：〔外注部
品材料見積票並びに
補助票〕（昭和17年8月
～9月）

石崎Ⅰ-2-12-12 生活部報告 目的/組織/現在までの実績及び今後の予定 （昭和20年3月） 綴 1点

石崎Ⅰ-2-12-13 〔文化部報告〕 目的/経過（図書/講演/音楽会/原稿募集・短歌会 文化部委員（法文学
部法科学生）

（昭和20年3月末） 綴 1点

石崎Ⅰ-2-13-1 図書閲読調査原簿 東北帝国大学教養図
書部伊勢崎臨時支部

昭和20年2月 帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-13-2 〔教養部図書部伊勢崎臨時支部図書借
受票綴〕

昭和20年2月～6月 綴 1点

石崎Ⅰ-2-13-3 図書貸出願及図書名 図書館に対する図書貸出願いと書籍リスト 東北帝国大学報国隊
伊勢崎隊→付属図書
館長殿

昭和20年4月25日 綴 1点

石崎Ⅰ-2-13-4 図書貸出原簿 貸出メモ2枚あり 東北帝国大学教養部
図書部伊勢崎臨時支
部

昭和20年2月 帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-14 会計簿 東北帝国大学報国隊
伊勢崎隊

昭和20年1月28日～
昭和21年2月25日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-15 普通預金通帳 株式会社　足利銀行
→東北帝国大学報国
隊伊勢崎隊執務処代
表　石崎政一郎殿

昭和20年2月20日～
8月20日

帳簿 1点

石崎Ⅰ-2-16-1 〔報償受領証綴〕 学徒より東北帝国大学報国隊長熊谷岱蔵殿宛東北帝
国大学報国隊長熊谷岱蔵殿宛受領証の綴/2月分報償
金

昭和20年3月 綴 1点 紙背文書：〔三共株式
申込証拠金領収証〕

石崎Ⅰ-2-16-2 〔報償受領証綴〕 学徒より東北帝国大学報国隊長熊谷岱蔵殿宛東北帝
国大学報国隊長熊谷岱蔵殿宛受領証の綴/3月分報償
金

昭和20年4月～5月 綴 1点 紙背文書：〔三共株式
申込証拠金領収証〕

石崎Ⅰ-2-16-3 〔報償受領証綴〕 学徒より東北帝国大学報国隊長熊谷岱蔵殿宛東北帝
国大学報国隊長熊谷岱蔵殿宛受領証の綴/4月分報償
金

昭和20年5月 綴 1点 紙背文書：〔三共株式
申込証拠金領収証〕


