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号数 公開年 収録紙面の日付と発行本社
 特報 1936.03 1936.01.13 大阪朝日 (朝刊)

1936.03.27 東京朝日 (夕刊)
1936.03.27 東京朝日 (夕刊)

―
―

1935.12.05 東京朝日 (夕刊)
1936.03.25 大阪朝日 (朝刊)
1936.03.29 大阪朝日 (朝刊)
1935.11.28 東京朝日 (夕刊)
1936.03.21 東京朝日 (朝刊)

 広田弘毅首相 1936.05.31 大阪朝日 (夕刊)
 児玉友雄本部隊長と河村恭輔本部隊長 ―
 連合艦隊司令長官高橋三吉海軍中将 ―
 ベルリン・オリムピックのマラソン代表4選手 ―
 実川延若(二代目)と澤村宗十郎(七代目) 1936.05.31 東京朝日 (夕刊)

1936.08.01 大阪朝日 (号外)
 1万、5千米決勝4位 村社講平 ―
 マラソン1位 孫基禎 3位 南昇龍 ―
 百米自由型決勝2位 遊佐正憲  3位 新井茂雄 ―
 女子二百米平泳1位 前畑秀子 ―
 八百米継泳決勝1位 日本チーム ―

―
1936.08.05 東京朝日 (朝刊)
1936.08.08 東京朝日 (朝刊)
1936.08.07 東京朝日 (朝刊)
1936.08.07 東京朝日 (朝刊)
1936.08.10 東京朝日 (号外)
1936.08.12 東京朝日 (朝刊)
1936.08.12 東京朝日 (朝刊)
1936.08.12 東京朝日 (朝刊)

―
1936.09.24 大阪朝日 (朝刊)

 No.146 1936.11.12 1936.11.05 東京朝日 (朝刊)

         朝日動画社 収録タイトル

 No.140 特報 1936.10.01 「遂に自衛権発動 戦時警備の上海」
「水兵射殺事件勃発 陸戦隊警備に就く(上海)」
「聖駕を迎へ奉り 光栄に輝き互る帝国議会新議事堂(東京)」

「東海の春を彩る二大博覧会幕開く(四日市-岐阜市)」
「植田関東軍司令官 新京駅に到着(満洲国)」

 No.133 1936.08.22

「孫 マラソンに優勝 二十四年の宿願成る」
「八百継泳に世界記録 水上日本の誉れ高し」
「前畑 半米の差で二百米平泳に優勝」
「君が代響く」

 No.132 1936.08

「東京オリムピック決定 ! (ベルリン)」

「殊勲の各選手」

「日章旗揚る！」
「輝く田島の殊勲 走幅跳で三位獲得」
「大観衆健闘に爽然 村社 長距離に気を吐く」
「棒高跳に熱戦を演じて 西田・大江 二・三位に入賞」
「偉なる哉 跳躍日本三段跳に『君が代』響く」

       *「―」は紙面を収録していません           

[ １ 肉体の時代  ] 1936.3 ～ 1937.8
タイトル

 No.112 1936.04.08 「田園の香を漂はせ女行商隊の行進(千葉県)」
「フイルム工場参観(神奈川県・富士写真工場)」

 No.120 1936.06.04 「時の人」

「第四回冬季オリムピック大会」 第一報 我が氷上軍ベルリン到着

 No.111 1936.04.01

「故北白川宮大妃 富子殿下の御喪儀」
「巨人の温容今やなく 故高橋翁の葬儀(東京)」
「酷寒零下40度！生命線護る皇軍将士(満洲国)」
「これは気永な6日間自転車競争(独逸・ベルリン)」
「上海攻撃に勇名を馳せた陸戦隊の攻防戦(大阪・信太山)」



1936.11.20 東京朝日 (朝刊)
1936.11.22 東京朝日 (夕刊)

―
1937.01.30 大阪朝日 (朝刊)
1937.02.03 東京朝日 (夕刊)

 現地解決の曙光？ 1937.07.18 大阪朝日 (号外)
 挙国一致 銃後の赤誠 1937.07.22 東京朝日 (朝刊)

 特報 1937.07 ―
1937.08.14 大阪朝日 (朝刊)

―

号数 公開年 収録紙面の日付と発行本社
1937.08.24 東京朝日 (夕刊)
1937.08.06 東京朝日 (朝刊)
1937.08.11 東京朝日 (朝刊)

 楊行鎮突破 1937.09.12 大阪朝日 (号外)
 市政府占拠 1937.09.14 東京朝日 (夕刊)
 江湾鎮攻撃 1937.09.15 東京朝日 (朝刊)
 大本営設置 1937.11.21 東京朝日 (朝刊)
 第4回全日本学生航空選手権大会 ―
 ニュース映画会 1937.10.31 東京朝日 (朝刊)

「今週のトピック」  世界防共の鉄壁陣成る 1937.11.26 東京朝日 (夕刊)
1937.11.26 東京朝日 (朝刊)

 イタリーの満洲国承認祝賀 1937.12.10 東京朝日 (夕刊)
 債券売出し準備整ふ ―

1937.12.09 東京朝日 (夕刊)
 中山門 1937.12.15 東京朝日 (朝刊)
 光華門 1937.12.13 東京朝日 (朝刊)

1937.12.18 東京朝日 (夕刊)
1937.12.08 東京朝日 (夕刊)

 No.206

 No.203 1937.12.02 「堅陣無錫陥つ 江蘇線」

 No.205 1937.12.16 「今週のトピック」

「無冠の戦士 前田特派員社葬」

「南京城頭 日章旗翻る」

「南京入城式」
「東京」

1937.12.23

 No.193 1937.09.23 「上海戦線」

 No.202 1937.11.25 「今週のトピック」

タイトル

 No.189 1937.08.26
「空陸総攻撃 戦火の上海」
「畏き恩賜の包帯 巌かに伝達さる(天津)」
「皇軍部隊 北平入城」

「北支事変 第十二・三報」

 No.188 1937.08.19 「全国中等学校野球大会開幕(甲子園)」
「開拓の使命を荷ひ国産自動車 満洲国へ(愛知県)」

[ ２ 戦勝の時代  ] 1937.8 ～ 1938.3

 No.158 1937.02.03 「宇垣内閣遂に流産 林大将に大命降下」
「林内閣成立」

 No.184 1937.07.22 「北支事変 第九報」

 No.148 1936.11.26
「巴里・東京超特急 ジャピー機遭難(佐賀県)」
「落下傘遂に開かず 低空落下試験の犠牲(東京・洲崎)」
「舞踊美をつくるB式棍棒体操(東京)」



1937.12.14 東京朝日 (朝刊)
―
―
―

1937.12.25 東京朝日 (夕刊)
1937.12.24 東京朝日 (朝刊)
1938.01.01 東京朝日 (朝刊)
1938.01.01 東京朝日 (朝刊)
1938.01.12 東京朝日 (朝刊)
1938.01.12 東京朝日 (号外)

 No.211 1938.01.27 1938.01.05 東京朝日 (朝刊)
 No.213 1938.02.10 1938.01.20 東京朝日 (夕刊)
 No.214 1938.02.17 1938.02.08 東京朝日 (朝刊)

―
―

1938.02.16 東京朝日 (夕刊)
 No.217 1938.03.10 1938.04.08 東京朝日 (朝刊)

号数 公開年 収録紙面の日付と発行本社
 No.219 1938.03.24 1938.03.18 東京朝日 (朝刊)
 No.220 1938.03.31 1938.03.20 東京朝日 (朝刊)

1938.04.18 東京朝日 (夕刊)
―

1938.04.17 東京朝日 (夕刊)
1938.04.25 東京朝日 (夕刊)
1938.04.27 東京朝日 (夕刊)

―
1938.05.31 東京朝日 (夕刊)
1938.05.14 東京朝日 (夕刊)

 新教育総監西尾寿造中将 1938.05.14 東京朝日 (夕刊)
 海運界の花 ―
 上海特別陸戦隊司令官宍戸少将 1938.05.12 東京朝日 (朝刊)

1938.05.13 東京朝日 (夕刊)
―
―

 No.227 1938.05.19

「橿原神宮聖域に意義深い第一鍬(奈良)」
「天翔ける愛の翼 患者輸送機完成(東京)」
「古今の傑作目も綾に戦争美術展開幕(東京)」

「時の人」

「異国情緒豊かに回教礼拝堂落成式(東京)」
「燦たり国産航研機 世界新記録樹立」
「徐州総攻撃迫る 蒙城占領」

 No.223 1938.04.21
「畏し聖上陛下親臨 自治制発布五十年式典(東京)」
「躍進の自動車工業を朝香宮殿下御視察(愛知県刈谷)」
「親善の花を咲かせる日伊記念の植樹(多摩川畔)」

 No.224 1938.04.28 「英靈今ぞ神鎮る 靖国神社臨時大祭(東京)」
「畏し天皇陛下行幸」

「満蒙開拓青少年義勇軍」

[ ３ 総動員の時代  ] 1938.3 ～ 1938.11
タイトル

「盟邦イタリー親善使節団来る(長崎・雲仙・東京)」
「イタリー使節を迎へ熱誠なる国民的歓迎(東京)」

「笑はし部隊 荒鷲部隊笑爆」
「畏くも朝香宮殿下 祭文御朗読 上海派遣軍慰霊祭(南京)」

 No.215 1938.02.24
「日本万国博覧会 準備着々進む(東京)」
「日支親善は言葉から 各地に日本語学校(鎮江)」
「悲しき無言の凱旋 英霊帝都を行進」

「帝国不動の最高方針確立」
「青島占拠」「言語に絶する支那軍暴虐の跡」
「在支皇軍慰問 爆笑部隊到着(上海-天津)」

1938.01.20 No.210

 No.207 1937.12.30 「上海戦線のお正月準備」
「本社懸賞入選歌 皇軍大捷の歌」

 No.208 1938.01.06 「皇紀2598年 戦捷の春開く」
「陣中迎春」

 No.206
「北支新政権 朗らかに誕生」
「国民政府に日章旗掲揚」
「入城後の南京」
「戦捷に湧く歓喜の声」

1937.12.23



1938.05.23 東京朝日 (夕刊)
1938.05.24 東京朝日 (朝刊)

 No.231 1938.06.16 1938.06.10 東京朝日 (朝刊)
 優良赤ちゃん審査会 ―
 第9回全国健康優良児 1938.06.30 大阪朝日 (朝刊)
 大阪名古屋間に直通電車運転 1938.06.27 大阪朝日 (朝刊)
 少年警官隊誕生 1938.06.13 東京朝日 (夕刊)
 関西大相撲 1938.06.27 東京朝日 (朝刊)

1938.06.30 大阪朝日 (朝刊)
―

1938.07.29 東京朝日 (夕刊)
 児童の手で愛国貯金運動 ―
 力士の勤労奉仕 1938.08.02 東京朝日 (夕刊)

 No.241 1938.08.25 1938.08.18 東京朝日 (夕刊)
 第1回全国学童水泳大会 1938.08.29 東京朝日 (朝刊)
 出征軍人の愛児、手紙を朗読 1938.08.16 東京朝日 (夕刊)

 No.243 1938.09.08 1938.09.02 東京朝日 (夕刊)
 No.244 1938.09.15 1938.09.11 東京朝日 (夕刊)
 No.247 1938.10.06 1938.09.28 東京朝日 (夕刊)
 No.251 1938.11.03 1938.10.28 東京朝日 (朝刊)

1938.11.06 東京朝日 (夕刊)
―

 No.253 1938.11.17 1938.10.31 東京朝日 (朝刊)

号数 公開年 収録紙面の日付と発行本社
1938.11.16 東京朝日 (朝刊)
1938.10.08 東京朝日 (夕刊)

 紙風船で遊ぶ兵士たち ―
 アヒルを追い込む兵士たち ―
 軍人援護会総裁 朝香宮の奉戴式 1938.12.11 東京朝日 (夕刊)
 朝鮮で特別志願兵制度 ―
 リビアへ、イタリア農民出帆 ―

 No.257 1938.12.15 「トピック」

「武漢一番乗りの林芙美子女史(漢口・東京)」

[ ４ 再建の時代  ] 1938.11 ～ 1939.7
タイトル

 No.254 1938.11.24

「武漢戦の英魂に祈る 陸海軍合同慰霊祭(漢口)」
「全国的に展開された国民貯蓄運動」

「戦線だより」

「我が荒鷲 武漢制圧」
「武漢攻略成る」

 No.252 1938.11.10 「従軍記者の栄誉 東久邇宮殿下賜謁」
「戦線の秋更けて」

「盟邦の若き防共使節 ドイツ青年団来る(横浜・東京・山中湖畔)」

 No.242 1938.09.01 「トピック」

「記録的な大台風 帝都に猛威振ふ」
「事変下 自粛の六大学リーグ戦(東京)」

 No.234 1938.07.07 「関東一帯を襲った大豪雨の惨禍(東京・土浦)」
「関西大水害 阪神一帯の惨状」

 No.238 1938.08.04
「不滅の武勲に輝く我等の勇士帰還」

「トピック」

「徐州入城」
「双葉山空前の覇業五場所全勝成る! 熱戦の夏場所大相撲」
「朝香・東久邇両宮家 白衣の勇士御慰安(東京)」

 No.233 1938.06.30 「トピック」

 No.228 特報 1938.05.23



 No.258 1938.12.22 「陣中だより」  正月準備 ―
 No.259 1938.12.29 ―

 慰問袋の山 ―
 土俵から戦場へ 1939.01.02 東京朝日 (朝刊)
 敵兵芋さし訓練 ―

 特報 1939.01.07 1939.01.06 東京朝日 (朝刊)
―
―

 徳川中将 白衣の帰還 1939.01.07 東京朝日 (夕刊)
 修養団の建国体操 ―
 皇居前広場での出初め式 1939.01.07 東京朝日 (夕刊)

―
1939.07.08 東京朝日 (夕刊)
1939.01.09 東京朝日 (朝刊)

 No.262 1939.01.19 1939.01.16 東京朝日 (朝刊)
 気球隊出陣 ―
 掃海艇出動 ―

 No.265 1939.02.09 1939.02.05 東京朝日 (夕刊)
 No.267 1939.02.23 ―

 傷兵慰問体育運動大会 1939.03.20 東京朝日 (朝刊)
 勝鬨橋・可動橋の試運転 1938.11.12 東京朝日 (朝刊)
 イギリスの防空訓練 ―

1939.04.18 東京朝日 (夕刊)
1939.02.10 東京朝日 (朝刊)

 No.280 1939.05.24 1939.05.23 東京朝日 (夕刊)
 No.283 1939.06.15 1939.06.09 東京朝日 (夕刊)
 No.284 1939.06.22 1939.06.08 東京朝日 (朝刊)
 No.287 1939.07.13 1939.07.08 東京朝日 (朝刊)

1939.07.16 東京朝日 (夕刊)
 ナチス党大会に向かう陸軍代表 寺内大将 1939.07.13 東京朝日 (夕刊)
 海軍代表 大角大将と財界 井坂代表 1939.07.19 東京朝日 (夕刊)
 反英市民大会・日枝神社の大群衆 1939.07.15 東京朝日 (夕刊)

―
1939.06.29 東京朝日 (朝刊)

 No.289 1939.07.27 1939.07.18 東京朝日 (朝刊)「海原に鍛へられる若き宮様方(沼津)」

「青春武装の大絵巻 晴れの御親閲式(東京)」
「朝香宮 台臨の栄に 勇む若き鍬の戦士(東京)」
「天津租界 封鎖断行」
「壮烈！実戦宛の 空陸立体攻防戦 (多摩川畔)」

 No.288 1939.07.20

「内外注目の裡に 日英東京会談開始 (外相官邸)」

「豪快！痛快！水上スキー(アメリカ)」
「外蒙ソ連軍撃滅 断乎総攻撃開始」

「トピック」

 No.271 1939.03.23 「トピック」

 No.275 1939.04.20 「礼送艦ア号入港 齋藤大使の英霊還る(横浜 東京)」
「大黄河 決潰口の難工事 着々進捗」

「双葉山遂に倒る 新鋭安芸の殊勲(春場所大相撲)」

 No.264 1939.02.02 「戦線報告｣

「力士愛国の結晶 相撲号献納式(立川)」
「再起の日を待つ白衣の勇士たち(上海)」

「平沼内閣成立」

 No.261 1939.01.12

「興亜の春を寿ぐ 陸軍始観兵式(東京)」
「久邇宮朝融王殿下 空中分列式に御参加」

「トピック」

「英国兵聖地弾圧 民族闘争激化(パレスチナ)」
「陣中の人気者」
「無敵陸軍の精華 戦車隊大行進(東京)」

「豪快な杵の音 横綱の餅つき(両国 立浪部屋)」

 No.260 1939.01.05 「陣中だより」



号数 公開年 収録紙面の日付と発行本社
1939.07.31 東京朝日 (朝刊)

 上海での寺内、大角両代表 1939.07.25 東京朝日 (夕刊)
 上海の婦人会 墓地清掃 1939.07.17 東京朝日 (朝刊)
 興亜青年勤労報国隊 1939.08.04 東京朝日 (朝刊)

1939.07.29 東京朝日 (夕刊)
―

1939.08.07 東京朝日 (朝刊)
―
―

 No.294 1939.08.31 1939.08.28 東京朝日 (号外)
 No.294 特報 1939.08.31 1939.08.31 東京朝日 (夕刊)
 No.296 1939.09.14 ―
 No.298 1939.09.28 1939.09.19 東京朝日 (朝刊)
 No.302 1939.10.26 ―
 No.306 1939.11.23 ―

―
1939.11.24 東京朝日 (朝刊)
1940.01.27 東京朝日 (夕刊)
1940.01.27 東京朝日 (朝刊)
1940.02.11 東京朝日 (夕刊)

―
 No.322 1940.03.14 1940.03.11 東京朝日 (朝刊)
 No.323 1940.03.21 1940.03.13 東京朝日 (朝刊)

1940.03.27 東京朝日 (夕刊)
1940.03.23 東京朝日 (朝刊)

 新中央政府の要人たち 1940.03.21 東京朝日 (朝刊)
 一遍上人に大師号の授与 1940.03.23 東京朝日 (夕刊)

1940.03.30 東京朝日 (朝刊)
1940.03.30 東京朝日 (朝刊)
1940.03.31 東京朝日 (夕刊)

 No.329 1940.05.02 1940.04.27 東京朝日 (夕刊)
1940.05.01 東京朝日 (朝刊)

 支那事変 従軍記章第１回伝達式 1940.04.28 東京朝日 (朝刊)
 ドイツで製造された防弾ガラス ―
 米海軍パラシュート学校 実地試験 ―
 動員下の白耳義(ベルギー) 1940.04.15 東京朝日 (朝刊)
 北欧戦 雲腥(なまぐさ)し ―
 防備堅き端典(スェーデン) ―

1940.05.09 東京朝日 (夕刊)

「秩父宮殿下 台臨に輝く 独慶祝使節歓迎会」

「トピック」

「戦乱の欧洲」

「朝日世界ニュース 終号に際して」

 No.325 1940.04.03
「新中央政府成立の典礼」
「慶祝に沸く南京」
「横浜南京街の歓び」
「阿部大使 挙国の祝意伝達 還都慶祝の盛儀」

「陸軍記念日軍国絵巻 豪壮 帝都攻防戦」
「海南島五指山 灼熱下の掃討戦」

 No.324 1940.03.28

「輝く社頭に遺児三千 父英霊と対面」
「近東情勢に焦慮の英国 香港の防備強化」

「トピック」

 No.316 1940.02.01 「三巨頭意見一致 青島会談終了」
「西園寺公病む 憂色深き坐漁荘(興津)」

 No.318 1940.02.15 「悠久二千六百年 建国の春を寿ぐ(霧島神宮・橿原神宮・東京)」
「水晶宮の壮観 魔の渓谷を探る(日光雲竜渓谷)」

「阿部内閣成立」
「戦乱の欧州第一報 紐育→東京6日1時間50分 日米超特急空輸 」
「満蒙国境暗雲晴る 現地停戦協定成立」
「銃後は堅し 躍進する産業(長野県・兵庫県)」
「大陸だより」

 No.309 1939.12.13 「黒と白の代用品(宮城県・京都市)」
「照国丸爆沈 遭難の乗員(イギリス)」

 No.291 1939.08.10
「軍国の遺児たち 父と感激の対面(東京)」
「水産日本の宝庫 北洋の千島列島」
「就職戦線異状なし(上海)」
「平沼内閣総辞職 組閣の大命阿部大将に降下」

[ ５ 世界大戦の時代  ] 1939.8 ～ 1940.5
タイトル

 No.290 1939.08.03

「海の精鋭を網羅 初島熱海団体競泳 (静岡県)」

「トピック」

「爽涼の朝霧高原にグライダー争覇(静岡県)」
「独米仏 海の精鋭」

 No.330 1940.05.05


