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1925/10/15 鳥取新報 ブラジル移民鼓吹 本県の海外移住は全国でも最高位

1926/10/29 因伯時報 満鮮は米作が第一 視察から帰った井上高農教授談

1926/11/5 因伯時報 満州への移民を試験的に実施する満鉄と関東庁で奔走

1932/2/10 鳥取新報 満蒙農業経営発展性の吟味（四）鳥取高農助教授久保佐土美

1934/3/13 因伯時報 飯塚松江部隊長匪賊の襲撃を受く十二日陸軍省公表

1934/3/13 因伯時報 満州に弓浜村本池政敏少佐（大篠津出身）の斡旋に感激する郷土人

1934/3/14 因伯時報 身に数弾を受けて壮烈なる戦死飯塚松江部隊長と鈴木少尉土龍山附近の匪賊討伐戦

1934/3/14 因伯時報 満州に新らしい村元満鉄社員彦名村の湯浅氏が土地購入移民手続きに

1934/3/17 因伯時報 九氏戦死飯塚部隊の犠牲者

1934/3/20 因伯時報 移住小作農を自作農にする土地の無償払下を受けて大山農場の更生策

1934/3/20 因伯時報 満州国の四ケ所に大忠霊塔を建設在満要人の発起により事業計画を確立発表さる

1934/3/24 因伯時報 帰還間際に尊き犠牲者平岡部隊の戦死者

1934/3/28 因伯時報 松江部隊の重傷者鳥取県出身兵九名

1934/3/28 因伯時報 飯塚少将の弔い合戦に勇躍して赴任する人見松江部隊長

1934/3/30 因伯時報 農林省の農民道場に候補に有力視される南谷の山陰国民校

1934/4/14 鳥取新報 満州土龍山激戦の遺骨１３日神戸港に帰る（飯塚○隊長以下百六柱）

1934/4/16 鳥取新報 東伯郡出身七勇士遺骨と位牌悲しい凱旋

1934/5/3 鳥取新報 松江○隊分のうち１６柱本隊に魁けて帰郷

1934/5/4 鳥取新報 大西県視学文部省より満鮮支那視察へ派遣される

1934/5/8 因伯時報 拓務省送出の第三次移民は山陰で募集 県には３０名割当

1934/5/11 鳥取新報 教育関係者の満支視察団１６日出発 本県より大西孟信氏参加

1934/5/28 鳥取新報 ２６日京大教授橋本博士講演「満蒙の産業と移民」

1934/6/6 因伯時報 満州特別農業移民四人とも考試にパス

1934/8/2 因伯時報 満州特別農業移民四氏一ヶ月間の受講終了を報告

1934/10/13 鳥取新報 満州農業移民黒竜江省綏梭県へ

1935/5/16 鳥取新報 満州農業移民第四次募集人員５００名のうち本県から１０名推薦

1935/5/16 因伯時報 満州集団移民昭和十年度は全国から５００名募集で県には１０名の割当

1935/6/12 鳥取新報 満州農業移民鳥取県から四名推薦

1935/6/12 因伯時報 満州農業移民に鳥取県から四名

1935/9/13 鳥取新報 満州から帰って語る武装移民の西尾君

1935/9/18 鳥取新報 満州から帰郷の西尾君の「武装移民に県人は冷淡」に対する県からの反応談

1936/2/5 因伯時報 ４次農業移民 ２青年満州へ

1936/10/4 鳥取新報 満州移民に予備訓練講習（広島県で）

1936/11/6 鳥取新報 満州農業移民内地より気楽で天国のようだ八橋町出身稲田君の通信（第三次瑞穂開拓

1937/1/7 鳥取新報 満州へ農業移民愈よ本格的に奨励（本年度本県の割当十名、明年度は五十名位）

1937/1/16 鳥取新報 満州へ九十戸を移民三、四月迄に募集川尻県社会課長来談

1937/1/25 鳥取新報 招くブラジル海外雄飛の好機アリアンサへ自作農移住募集きょうから宣伝強調週間

1937/2/3 鳥取新報 満州農業移民の先遣隊六十名募集市町村長を招集募入を協議

1937/2/6 鳥取新報 満州移民募集協議会倉吉町で開く

1937/2/13 鳥取新報 全村民挙げて満州へ移住する村助役と農会技術員が引率して新成実村建設の計画

1937/2/21 鳥取新報 農業技術員は満鮮を見よ視察旅行の計画起る

1937/3/2 鳥取新報 満州農業移民第七次応募者は皆無第六次先遣隊は辛うじて十九名県民進取の気性乏し

1937/3/8 鳥取新報 打ち樹てよ東伯郡を満州に八年計画五千戸を送る

1937/3/9 鳥取新報 満州農業移民更に廿三名補充募集

1937/3/31 因伯時報 新に六ケ村経済更生村に指定

1937/4/6 鳥取新報 更生指定村二ヶ村追加福部村－南谷村

1937/4/11 鳥取新報 満州農業移民県立修練農場へ収容して一ヶ月間訓練する

1937/5/11 鳥取新報 満州移民訓練終了式廿一日敦賀発渡満

1937/5/20 鳥取新報 満州移民（第六次先遣隊）送別会十九日夜鳥取出発

1937/5/27 鳥取新報 全県議の満鮮視察今明両年度に決行

1937/6/4 鳥取新報 更生特別七ヶ村三徳村で研究会

1937/6/6 鳥取新報 満州農業移民で町村の経済更生県当局の一石二鳥計画成る

1937/6/6 因伯時報 満州移民五年計画本県割当千二百廿名更生経済計画に織込んで国外雄飛を大宣伝

1937/6/28 因伯時報 満州移民地に於ける鳥取県移民の活動（一）農村更生協会主事久保佐土美

1937/6/30 因伯時報 満州移民地に於ける鳥取県移民の活動（二）農村更生協会主事久保佐土美

1937/7/4 鳥取新報 単身満州農業移民に非常時女性の志望健気な妙齢の一処女の決意福部村の素封家の
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1937/10/8 鳥取新報 満州移住に二十五名を送る（第六次龍爪開拓団・本隊）

1937/10/22 鳥取新報 助成八ヶ村（経済）更生計画案決定す

1937/11/6 鳥取新報 満州移民の振興を懇談

1937/11/28 鳥取新報 満州移住地視察（全国各府県青年団指導者満州移住地視察団を組織）

1937/11/29 因伯時報 満州の開拓に青年義勇軍／宍戸主事補を派遣

1937/12/16 鳥取新報 第二の竹田村を満州に建設の意気農業移民（第六次派遣本隊）の合格者決定（竹田村か

1938/1/16 鳥取新報 選ばれる県下の健児八百名満蒙開拓の青少年義勇軍本年度に先遣隊百名を送る

1938/1/22 鳥取新報 勇躍！満州へ移民幹部員を全国から募集

1938/1/26 鳥取新報 雄々しく満蒙に雄飛する青少年先発百名は確に県内からきのう因幡部の協議会開く

1938/2/8 鳥取新報 満州へ！第六次農業移民（本隊三十二名）来る十六日敦賀出帆

1938/2/12 因伯時報 予定人員を見事に突破十九日現在百四十二名になった満蒙開拓青少年義勇軍

1938/2/18 鳥取新報 勇ましく満蒙へ青少年義勇軍志望本県割当定員（百名）の倍となる

1938/3/8 鳥取新報 満蒙への青少年義勇軍十日夕鳥取駅前発（茨城県の）国民高等学校へ入学

1938/3/10 因伯時報 満蒙の沃野は待つ開拓の勇途へ本県より選ばれた若人百七十四名（九班に別け、十日

1938/3/10 鳥取新報 樹てよ輝く理想郷／満蒙開拓青少年義勇軍小鴨村－歓送歌

1938/3/18 鳥取新報 満蒙開拓に進軍行け！二男三男県下の先遣隊百七十名を国民高校へ送りて－高根県

1938/3/23 鳥取新報 東伯郡内各種団体満州分村計画協議農山村生活力基本調査

1938/3/25 鳥取新報 北満州に最初の鳥取村が出来た去る五日命名＝村民は県人四十八名（龍爪移民団）共

1938/3/25 鳥取新報 満州へ！第八次移民募集本県割当三十名

1938/3/25 因伯時報 満州に最初の鳥取村生る県民四十八名の一部落

1938/3/29 因伯時報 七ケ年に五千戸満州に”東伯郷”東伯郡農会の移民即応計画

1938/3/30 鳥取新報 満州義勇軍応募に努力東伯郡青年団の協議

1938/3/30 鳥取新報 義勇軍附属の看護員募集（二十七名）

1938/4/23 因伯時報 ”村で食へねば満州へ行きやれ”農業移民を分村主義で奨励

1938/5/7 因伯時報 奥日野を満州へ延長分村計画樹立さる

1938/5/7 因伯時報 満蒙開拓少青年成績は頗る良好不合格者は僅か六名

1938/5/7 鳥取新報 県下少年の意気壮烈／年少者更に増加／満蒙開拓青少年義勇軍十日出発

1938/6/8 因伯時報 満州農業移民三十名募集第七次本隊として割当（追加分？）

1938/6/10 因伯時報 満州移民を境港から輸送第一回（第八次満州農業移民二十四名）を六月下旬に（今後は

1938/7/2 鳥取新報 満蒙の新天地に光を仰ぎつヽ＝生気溢るヽ我が隊員の輝かしき日常生活を語る＝（水谷

1938/7/5 鳥取新報 大陸を拓く＝満州移民の実状を語る＝先遣隊通信＝古谷信夫氏より（第一信）

1938/7/6 鳥取新報 満蒙義勇軍（本隊第二回募集分八名）の鳥取出発延期（山陰線不通のため）

1938/7/11 鳥取新報 大陸を拓く＝満州移民の実状を語る＝先遣隊通信＝古谷信夫氏より（第二信）

1938/7/12 鳥取新報 大陸を拓く＝満州移民の実状を語る＝先遣隊通信＝古谷信夫氏より（第二信続き）

1938/7/14 鳥取新報 大陸を拓く＝満州移民の実状を語る＝先遣隊通信＝古谷信夫氏より（第二信続き）

1938/7/16 鳥取新報 大陸を拓く＝満州移民の実状を語る＝先遣隊通信＝古谷信夫氏より（第三信）

1938/7/17 鳥取新報 大陸を拓く＝満州移民の実状を語る＝先遣隊通信＝古谷信夫氏より（第三信ノ二）

1938/7/24 鳥取新報 光明輝く満州移住先遣隊を引率して渡満の上根県社会課員の土産話

1938/7/24 鳥取新報 大陸を拓く＝満州移民の実状を語る＝先遣隊通信＝古谷信夫氏より（第四信）

1938/7/27 鳥取新報 大陸を拓く＝満州移民の実状を語る＝先遣隊通信＝古谷信夫氏より（第四信続）

1938/7/29 鳥取新報 大陸を拓く＝満州移民の実状を語る＝先遣隊通信＝古谷信夫氏より（第四信続）鳥取村

1938/7/30 鳥取新報 大陸を拓く＝満州移民の実状を語る＝先遣隊通信＝古谷信夫氏より（第四信続）鳥取村

1938/7/31 鳥取新報 第三回青少年義勇軍 一ヶ町村二名宛を目標 東伯郡で極力募集中

1938/8/6 因伯時報 大陸へ鳥取村満州農業移民分村計画助成して視察さす（農林省ｰ各府県の分村計画樹

1938/8/10 鳥取新報 満蒙開拓青少年義勇軍の生活を語る－原顕君の（実家・倉吉町への）通信（在・千振訓練

1938/8/17 鳥取新報 各種生徒を入所せしめよ有望子弟を入所せしめよ修練農場を活かせ更生座談会開かる

1938/8/17 鳥取新報 鳥取県は満蒙へ満州分村の研究座談会＝倉吉町で開く

1938/8/17 鳥取新報 鳥取郷建設の第二回先遣隊（第八次満州移民先遣隊の追加四、五十名）東伯中心に募

1938/8/17 鳥取新報 竹田村の分村計画（龍爪移民地区から補充移民五十戸希望に二、三十戸送出の計画）

1938/8/17 鳥取新報 満蒙青少年義勇軍と本隊募集に大童の活動

1938/8/19 因伯時報 新しき大陸へ わが村を分つ 東伯郡の分郷計画協議

1938/8/19 鳥取新報 満蒙開拓展覧会

1938/8/30 因伯時報 満州へ分村 因幡部八村から

1938/9/5 因伯時報 倉吉から十名 満州行青少年義勇軍合格者内訳

1938/9/5 因伯時報 満州新天地に分村熱旺盛竹田村更に移民強調

1938/9/8 鳥取新報 東伯青少年の満蒙への熱意県下の大部分は同郡出身 分村して満州に竹田村を＝ニヶ

1938/9/9 因伯時報 北満移住地滞在日誌抄倉吉農学校教諭尾平正義

1938/9/20 因伯時報 共産党に傾き易い支那の貧民長屋視察土匪の生命を案ずる人情隊長匪賊より厄介なマ

1938/9/21 因伯時報 北満に鳥取村を勇む満州開拓青少年義勇軍鳥取先遣部隊だより

1938/9/24 因伯時報 満州移住地視察の旅へ教育者の一行出発

1938/10/10 因伯時報 満州移住地視察の旅（一）鳥取教員団第一報
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1938/10/13 因伯時報 満蒙開拓の移植民募集奮って参加を望む

1938/10/30 因伯時報 満蒙の開拓へ呼びかける東伯内地農村の根本的更生策として満蒙開拓同志会生る

1938/10/30 因伯時報 満蒙青少年の為母とも姉とも二十五歳以上の婦人を募集

1938/10/31 因伯時報 世紀の女性よ大陸へ嫁げ満蒙開拓青年の花嫁斡旋

1938/10/31 因伯時報 素晴しい独創の原始的な兵舎内原訓練所を見る（一）鳥取県社会教育主事補池田英明

1938/11/11 因伯時報 北満の冬を元気に征服満蒙開拓青年の決意

1938/11/11 因伯時報 新天地開拓の義勇青少年第四回十七名採用

1938/11/19 因伯時報 満蒙開拓激励袋青少年に贈れ

1938/12/3 因伯時報 行け満蒙大陸へ青年団に拓殖部新設移植陣を拡充強化す

1938/12/17 因伯時報 大陸の花嫁斡旋に大活動県が花嫁塾を開設

1938/12/21 因伯時報 ”大陸の花嫁”に率先渡満しましょう因幡部女子産青聯の申合

1939/1/3 因伯時報 大陸の花嫁 女子青年塾の申込み超過

1939/1/10 因伯時報 大陸の花嫁は真剣に勉強 月下氷人役まで進出

1939/1/12 因伯時報 農業移民入所式 渡満準備訓練

1939/1/12 因伯時報 満州農業移民幹部合格

1939/1/12 因伯時報 満蒙開拓軍に東伯中隊を 各学校と連繋して

1939/1/20 因伯時報 移民者教育の東亜啓発協会鳥取市に結成経営

1939/1/22 因伯時報 大陸進出と女子青年塾 女性も大陸の花嫁に

1939/1/24 因伯時報 義勇軍幹部適格者推薦 県農会へ依頼

1939/1/28 因伯時報 第二の故郷を創設 新大陸へ分村計画 県下各町村の満蒙集団移住

1939/2/1 因伯時報 満蒙開拓へ 青少年三十六名出発

1939/2/1 因伯時報 自動車部分品下請業者の満州移住者皆無 商工省一石二鳥の企画失敗

1939/2/2 因伯時報 第八次移住地は依吉密と決定 北満鳥取郷の建設地

1939/2/2 鳥取新報 東伯郡各村で満州移民の準備 分村必要の戸数三千九百六十戸

1939/2/6 鳥取新報 満蒙義勇軍の現地状況を懇談 帰朝した溝口中隊長出席

1939/2/6 鳥取新報 満州移民本隊二十三名 来月六日壮途に

1939/2/9 因伯時報 満州農業移民第七次本隊 依吉密に鳥取郷を

1939/2/17 因伯時報 模範更生村に開設の村興塾 東伯郡竹田村の試み

1939/2/17 因伯時報 渡満医師を好遇で募集

1939/2/17 因伯時報 新大陸の鳥取郷に人数が足らぬ 満州移民地理想郷建設に理解と決意を促がす

1939/2/17 鳥取新報 人が足らぬ 早く満州へ本隊を送れ

1939/2/17 鳥取新報 満州に由良郷を建設の意気込み 分村分郷の運動起る

1939/2/18 鳥取新報 知事・部長の媒酌 大陸の花嫁三人 式は協和服、モンペを持って

1939/2/18 因伯時報 大陸開拓青年男女に新結婚の指標 質実剛健を旨とする仕度

1939/2/26 鳥取新報 満州に由良郷を愈よ建設に決心 四町村から先づ三十名先遣

1939/2/26 鳥取新報 「拓け満蒙」倉吉で愛読者会

1939/2/26 因伯時報 新らしき郷土を大陸に建設しよう ”持たざる村”から”持つ国”へ進出 東伯の分村計画進

1939/3/1 因伯時報 行け！満蒙へ 築け我らの新しい村 分村を積極的に奨励 先遣隊割当 三十五名の募

1939/3/1 因伯時報 青少年義勇軍募集締切変更

1939/3/3 鳥取新報 倉中卒業生 大陸へ多数進出

1939/3/5 鳥取新報 満州への鍬の戦士 十八名合格

1939/3/10 因伯時報 鍬の戦士に贈る大陸の花嫁 月下氷人には村の青年団

1939/3/12 因伯時報 大陸の花嫁 修練道場に女子部新設

1939/3/16 鳥取新報 日満女性の握手 大陸へ行く女性へ 民政部顧問正田淑子女史語る

1939/3/17 鳥取新報 義勇軍の待遇施設 画期的の大改善 来年度の補助金激増

1939/3/18 鳥取新報 行け行け満蒙！満蒙開拓移民の根本方針は分村、分郷

1939/3/18 鳥取新報 義勇軍の本県割当百名 既に七十数名申込み

1939/3/18 鳥取新報 第三の鳥取郷にはまだ十余名の不足 耕地は一戸二十町歩貰える

1939/3/19 鳥取新報 分村計画の先進地視察 第一班十八日出発 その成果期待さる

1939/3/20 因伯時報 移民の募集は分村郷方針に 町村経済更生計画と連繋

1939/3/24 鳥取新報 芽出度くまとまる大陸の花嫁 地方最初の合同結婚式

1939/3/24 鳥取新報 満蒙開拓の標語募集 小学、青年校生から

1939/3/24 鳥取新報 男女八十余名共同宿泊して由良郷建設の講習

1939/3/24 因伯時報 新大陸に起つ若き鍬の戦士 荒野の開拓状況を報告

1939/3/30 鳥取新報 歴史的な三組の大陸開拓結婚式 決意に燃えて千代の固め

1939/4/1 因伯時報 因幡部青年の意気振わず 満蒙開拓青少年義勇軍十四年度第一次選衡

1939/4/1 鳥取新報 義勇軍の応募者超過 近く詮衡を行う

1939/4/2 鳥取新報 行こうよ満州へ 団員帰県移民募集の行脚

1939/4/2 鳥取新報 義勇軍の戦士 東伯郡は抜群の成績 同郡出身の一ケ小隊編成

1939/4/2 因伯時報 大陸開拓へ”科学の鍬” 輝峻労研究所長が満鉄と協力して近く科学研究所を開設

1939/4/2 因伯時報 鳥取村建設に後続部隊を 農業移民募集に拍車
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1939/4/6 鳥取新報 東伯郡青年団 総会と義勇軍壮行会

1939/4/7 鳥取新報 移民の条件を更に改善の必要 大会議を前に連日検討

1939/4/9 鳥取新報 青少年義勇軍百四名の合格決る 来る十八日内ケ原へ出発

1939/4/11 鳥取新報 一般の青年団にも義勇軍式の訓練 大革新案を検討

1939/4/11 因伯時報 興亜の春に振う東伯青年の意気 青少年義勇軍のために壮行会

1939/4/13 因伯時報 中小工場を満州へ移住さす 万全の処置を慎重に考究

1939/4/13 因伯時報 青少年義勇軍十三日出発 新潟港から一路大陸へ

1939/4/18 因伯時報 大陸開拓の標語募集 振って応募を勧奨

1939/4/19 鳥取新報 紅顔の鍬の戦士 勇ましく征途へ 今回は実に百二名の多数 其中十五、六歳が六十七

1939/4/19 鳥取新報 青少年と学生群の勤労隊を大陸へ 関係各省＝具体案を協議

1939/4/22 因伯時報 大陸新天地に鳥取郷建設 力強く第一歩を踏出す

1939/4/22 因伯時報 大陸建設の協議会開く 由良町と三徳村で

1939/4/25 鳥取新報 青少年義勇軍の第二次割当て百名 五月三十日迄に募集

1939/5/1 鳥取新報 集団移民の進出 国策の軌道に乗る＝分村計画素晴しい成績

1939/5/5 鳥取新報 大陸の花嫁鳥取から八名 三十一名の渡支願い出

1939/5/5 鳥取新報 満蒙義勇軍へ各町村から一名 東伯郡青年団の大努力

1939/5/6 因伯時報 新大陸に鳥取郷 若き移民の鍬の光りに素晴しい農業経営

1939/5/8 因伯時報 勇躍して出発 興亜建設の前線へ

1939/5/11 鳥取新報 小原翁を中心に 満州自由移民座談会

1939/5/12 鳥取新報 大陸進出に登場する問題 異人種との結婚は？

1939/5/16 鳥取新報 大陸は快晴多く健康上の楽土（上） 衛生から観た満州移民

1939/5/19 鳥取新報 青少年義勇軍送出に愈よ五省が協力 都市出身者は農業以外に活躍

1939/5/21 鳥取新報 満州移民の誘致に努力 小原氏帰鳥運動中

1939/5/22 鳥取新報 拓け満州！行け満州へ！ 銃後の地方青年諸君へ 元鳥取職紹勤務小谷君より

1939/5/25 因伯時報 興亜青年勤労奉国隊 本県より百二十名派遣

1939/5/25 因伯時報 国策移民は四十五歳まで 農業者以外の失業者も

1939/5/26 因伯時報 時代の進運に伴う経済更生の新指標 改組委員会初の会合

1939/5/27 鳥取新報 科学教育と興亜教育に重点 小林県学務部長部長会議帰来談

1939/5/28 因伯時報 新作落語 大陸の花嫁（一）

1939/5/29 因伯時報 新作落語 大陸の花嫁（二）

1939/6/6 鳥取新報 興亜青勤へ 東伯の盛な志望 五十名に上る熱意

1939/6/10 因伯時報 新大陸開拓の青少年壮行 先づ内原訓練所へ

1939/6/10 因伯時報 満蒙開拓青少年義勇軍募集 第三次百名を募集

1939/6/10 鳥取新報 満州開拓村視察は結氷期に願いたい 近く日本側の諒解を求む

1939/6/12 鳥取新報 勤労報国隊壮行会 十二日成徳校で

1939/6/12 鳥取新報 一万人の奉仕隊大満州建設へ 準備整い到着を待つ満州国

1939/6/15 鳥取新報 明治村＝決然と分村大計画を実行 先遣隊六名勇躍きょう出発

1939/6/16 鳥取新報 選ばれた青年＝報国隊鳥取県中隊 二十四日鳥取出発内ケ原へ

1939/6/16 鳥取新報 満州農業移民 十八日境港出発

1939/6/16 鳥取新報 満州への分村に張り切る明治村 先遣隊の壮行会開く

1939/6/17 鳥取新報 選ばれた青年 勤労報国隊員

1939/6/17 因伯時報 拓土の神となった親友をしのぶ歌 大陸開拓の犠牲長尾君

1939/6/22 鳥取新報 青少年義勇軍小訓練所へ移動 現地訓練の要綱

1939/6/23 因伯時報 興亜報国隊青年を歓送 米子市選抜七名出発

1939/6/23 因伯時報 南米の邦人苦境 大陸移民に圧倒 移民政策統一の要

1939/6/25 因伯時報 新大陸に行く特技者養成 満州移住協会で募集

1939/6/25 因伯時報 青年勤労報国隊勇躍して出発 茨城内原訓練所へ向う

1939/6/26 鳥取新報 青少年義勇軍の使命体得 内原訓練所を視察 全国教員を十一班に分けて

1939/6/28 因伯時報 興亜日本の国民教育 根本の改革案成る 教育審議会は来月答申

1939/6/28 因伯時報 興亜教育の発展を期す 青年校小学校長会議

1939/6/29 鳥取新報 その後続々殺到する 満州への工業移民希望者 肝腎の満州国から回答なし

1939/7/8 鳥取新報 興亜青年勤労報国隊の内原訓練鳥取県中隊から県民への報告書

1939/7/25 鳥取新報 興亜青年勤労報国隊－鳥取県中隊通信－

1939/8/8 鳥取新報 満州移民への正しき認識を望む挺身・満州農業を体験した大篠津出身の本池史郎氏帰

1939/8/16 鳥取新報 満州農業移民への熱意が薄らぐ県が各地で懇談会を開く

1939/8/22 鳥取新報 満州国農業移民団医師募集

1939/10/25 日本海新聞 大陸の拓士に文庫を贈る鳥取県当局の親心

1939/10/28 日本海新聞 北満への農業拓士を鳥取県で大募集

1939/11/12 日本海新聞 鍬の勇士家族会大陸の花嫁斡旋も続ける東伯郡の同志会

1939/11/20 日本海新聞 満蒙開拓家族会来月上旬に東伯で結成

1939/11/20 日本海新聞 満蒙開拓青年(鳥取、島根県出身者各一名）座談会最初はげしいホームシック”憧れの大
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1940/1/12 日本海新聞 満州開拓本隊員第八次銓衡

1940/1/13 日本海新聞 三百六十名を満州の大陸へ西伯郡教育会拓殖部のプラン

1940/1/13 日本海新聞 大陸向きの青年を養成新設境中学の教育方針

1940/1/18 日本海新聞 次男三男は大陸へ行け農業指導者を養成

1940/1/18 日本海新聞 満州開拓講演会廿日倉吉町で

1940/1/20 日本海新聞 大陸開拓の鳥取中隊青少年を大量募集

1940/1/22 日本海新聞 鳥取島根両県の青少年義勇隊二月十六日敦賀出帆

1940/1/23 日本海新聞 開拓青少年義勇軍中隊長決定す（加藤律氏）

1940/1/29 日本海新聞 日野郡青少年義勇軍志願者身検

1940/1/30 日本海新聞 座談会を開いて大陸へ招く満州農業開拓民の志望減少対策

1940/2/1 日本海新聞 行け！満蒙へ！米子義方校の青少年義勇軍第一回応募六十三名

1940/2/6 日本海新聞 青少年よ義勇軍に来れ

1940/2/7 日本海新聞 満州開拓団先づ団長を募集

1940/2/9 日本海新聞 満蒙開拓青少年義勇軍送出に一段の配意を望む

1940/2/10 日本海新聞 大陸開拓の指導者三幹部決定

1940/2/16 日本海新聞 大陸拓士の花嫁探し

1940/2/18 日本海新聞 満州の開拓に小集団移民ハリ切る東伯の計画

1940/2/20 日本海新聞 飼料生産の勤労報国隊鳥取県部隊は秋渡満

1940/2/21 日本海新聞 大陸開拓の両隊長は義兄弟（斉尾徹・長柄辰秋氏）東伯郡の百戸集団移民

1940/2/22 日本海新聞 大陸の開拓には親の理解が第一感激の美談二つ（県農会技師の息子・元鳥取県農林技

1940/2/24 日本海新聞 我れは少年義勇軍－きのう鳥取市久松校でテスト

1940/2/24 日本海新聞 まだまだ足らぬ満蒙開拓少年義勇軍志願者

1940/2/25 日本海新聞 大陸に日野郷嬉しい開拓建設の朗報

1940/2/26 日本海新聞 決意は固し我らの村長さんに従って大陸開拓へ行く（泊村浦川氏移民地視察に渡満）

1940/2/27 日本海新聞 百姓の子は百姓らしく大陸開拓の鍬の道がある三代開拓者は語る（泊村有力者、浦川源

1940/2/27 日本海新聞 開拓移民日野郷の位置奉天省新民県に決定

1940/3/2 日本海新聞 希望に燃ゆる義勇軍の出発十四日正午内原訓練所へ向う

1940/3/2 日本海新聞 処女地を開墾し満州に”日野郷”日野郡から集団移民

1940/3/4 日本海新聞 米子から三十名拓士勢揃い

1940/3/4 日本海新聞 本社主催弘報処後援で満州”紹介”の夕開催遷喬校に映画と講演の饗宴

1940/3/4 日本海新聞 鳥師に新設の大陸科募生四日から願書受付（卒業後は、満支方面日本人小学校教員）

1940/3/5 日本海新聞 満州の夕べ講演と映画きょう遷喬校講堂で開く

1940/3/6 日本海新聞 若人を送る米子の盛な送別

1940/3/7 日本海新聞 満州開拓予定地を吉林省に変更（盤石県・取柴河自警村訓練所があり）県規劃課伊津野

1940/3/7 日本海新聞 泊校から四少年（浦川氏の息子も）開拓義勇軍に志願

1940/3/8 日本海新聞 興亜の少年満州へ鳥取市久松校から廿一名

1940/3/10 日本海新聞 先祖代々が拓士四代目が勇躍渡満泊村浦川家、誇りの血すじ

1940/3/12 日本海新聞 興亜の春に勢様い明日鳥取市で鍬の戦士の壮好会愈々十四日勇躍出発

1940/3/13 日本海新聞 修練農場十六日（第六回）修了式

1940/3/14 日本海新聞 集団移民先遣隊待機の姿勢

1940/3/14 日本海新聞 激励の嵐を浴び開拓義勇軍鳥取中隊勢揃い

1940/3/15 日本海新聞 大陸開拓の壮途に上る青少年義勇軍鳥取中隊

1940/3/21 日本海新聞 元気に入所青少年義勇軍内原へ（引率者宍戸県社会教育主事の報告）

1940/3/24 日本海新聞 青少年義勇軍渡満は六月初

1940/3/30 日本海新聞 満州分村計画（その一）

1940/4/6 日本海新聞 少年も大陸へ興亜児童百余（鳥取職業紹介所経由のもの）

1940/4/8 日本海新聞 今夏も派遣大陸へ勤労奉仕班（中央からの割当百五十名）

1940/4/11 日本海新聞 加藤完治氏来県講演

1940/4/11 日本海新聞 満州分村計画（その二）

1940/4/12 日本海新聞 集合開拓民とは何か

1940/4/13 日本海新聞 満蒙行寮母八十名を募集養成

1940/4/15 日本海新聞 満蒙開拓青少年来れ義勇軍講演会

1940/4/17 日本海新聞 農村青少年への期待

1940/4/17 日本海新聞 大陸に春満州第一次小集団移民うれしづくめの第一信（斉尾徹氏より）

1940/4/19 日本海新聞 新大陸開拓壮途へ廿七日米子発

1940/4/19 日本海新聞 県報欄・満蒙開拓青少年義勇軍

1940/4/24 日本海新聞 満州建設勤労奉仕隊鳥取県割当きまる

1940/5/2 日本海新聞 新大陸の開拓は先づ現地認識から入植地開拓状況視察団を派遣母村と分村の聯絡を密

1940/5/6 日本海新聞 ひっそりした大陸科の入学式志願者は定員の半数

1940/5/9 日本海新聞 （農村更生協会が）満州で現地訓練（県が）旅費食費等を助成

1940/5/10 日本海新聞 （盤石へ日野分郷の）鍬の戦士朗らか花嫁を早くと便り
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1940/5/11 日本海新聞 「県報欄」満州建設勤労奉仕隊への期待

1940/5/14 日本海新聞 聖鍬の奉仕鳥取先遣隊きまる

1940/5/19 日本海新聞 娘子軍も混る勤労奉仕隊日野郡の盛況振り

1940/5/20 日本海新聞 ほほ笑む沃野先遣隊は拓く若き拓士福井豊君（在勃利訓練所）の便り

1940/5/21 日本海新聞 成績優秀者が断然多い青少年拓士（内原入所者）の身上調

1940/5/30 日本海新聞 満州へ行く聖鍬部隊壮行プラン

1940/6/1 日本海新聞 勤労奉仕隊壮行会米子から五君

1940/6/2 日本海新聞 内原へ訓導部隊（県下小学校訓導選良２８名拓殖講習へ）出発

1940/6/3 日本海新聞 「県報欄」本県送出開拓民の入植場所と其の状況 位置

1940/6/3 日本海新聞 聖鍬の奉仕燃ゆる希望を若き胸に三ヶ月の協力鳥取中隊出発

1940/6/4 日本海新聞 「県報欄」本県送出開拓民の入植場所と其の状況 交通と治安

1940/6/9 日本海新聞 楽しい内原訓練所近づく晴れの渡満泣いて頼む雄々しの意気加藤鳥取中隊長談

1940/6/10 日本海新聞 我が鳥取県は成績良好勤労奉仕隊引率報告

1940/6/13 日本海新聞 義勇隊奉仕の教員部隊決定

1940/6/16 日本海新聞 満蒙開拓応援作業班派遣団員きまる

1940/6/18 日本海新聞 聖鍬の戦士に頼母しい花嫁御寮夫君と共に大陸へ

1940/6/23 日本海新聞 満州建設勤労奉仕隊だより（上）先遣隊長山口芳治

1940/6/26 日本海新聞 愈よ大陸へ鳥取中隊出発前一日帰郷

1940/6/30 日本海新聞 誉れの門標「義勇軍の家」聖鍬戦士の留守宅に(東伯郡で）

1940/7/3 日本海新聞 県下最初の試み”職業指導と拓殖”室米子市角盤校で設置を記念する座談会（１）

1940/7/4 日本海新聞 作業を楽しむ開拓の精神米子市角盤校で設置を記念する座談会（２）

1940/7/7 日本海新聞 ”さあみんなでしっかりやろう”きのう大陸の鍬の戦士出発

1940/7/7 日本海新聞 義勇軍を臨時列車で送る

1940/7/8 日本海新聞 「県報欄」農業報国連盟に就て

1940/7/8 日本海新聞 鍬をたのむ満州移民団（盤石）から

1940/7/9 日本海新聞 満蒙開拓義勇軍米子を通過（松江で島根中隊と合隊）

1940/7/9 日本海新聞 本年度第一次満蒙開拓青少年義勇軍鳥取中隊の渡満（中隊長加藤律氏）

1940/7/10 日本海新聞 渡満に先立ち郷土への別れ満蒙開拓鳥取中隊一行帰るきょう壮行の催

1940/7/11 日本海新聞 大陸の鍬の戦士によき花嫁をお世話近く斡旋相談所開業さる教育課も縁結びの神様？

1940/7/12 日本海新聞 新東亜の開拓へ万歳声裡に赴く聖鍬の戦士・一行二百九十名

1940/7/12 日本海新聞 鍬の戦士へ慰問袋日野郡神奈川（村での移民宣伝の映画会への寄贈金の残金で）

1940/7/13 日本海新聞 （県が）満州開拓地視察団を編成

1940/7/13 日本海新聞 歓呼に送られ聖鍬義勇軍通過米子駅頭感激のシーン

1940/7/15 日本海新聞 洋々たる希望にハリキル開拓民赤い夕陽に輝やく聖鍬集団（北谷村住職白澤氏の慰問

1940/7/16 日本海新聞 聖鍬奉仕現地通信開拓班鳥取中隊長岸本一雄

1940/7/18 日本海新聞 満州開拓に一層の努力拓殖事業主務課長会議

1940/7/21 日本海新聞 （鳥取師範の）学生勤労報国隊出発

1940/7/26 日本海新聞 西伯男児の名誉にかけて大陸開拓の聖鍬振う（義勇軍鳥取中隊西伯隊からの第一信）

1940/7/28 日本海新聞 渡満前記鳥取県教学班（義勇軍教学奉仕隊全国六十名中、県から十九名）

1940/7/29 日本海新聞 士気旺盛勤労報国隊だより

1940/7/31 日本海新聞 土煉瓦と奉仕隊勤労奉仕隊報告記（上）

1940/8/1 日本海新聞 鳥取に満蒙開拓訓練所実現期して猛運動開始（県商工聨合会）

1940/8/2 日本海新聞 「県報欄」満州農業開拓民の応募資格

1940/8/8 日本海新聞 土煉瓦と奉仕隊勤労奉仕隊報告記（下）

1940/8/13 日本海新聞 大陸へ憧れる青少年の為に待ち切れぬ義勇軍（別働郷土部隊）募集

1940/8/14 日本海新聞 今年も編成青少年義勇軍東伯中隊

1940/8/19 日本海新聞 満蒙開拓指導員募集

1940/8/25 日本海新聞 鳥取学徒勤労隊員（鳥取師範隊）元気で帰る

1940/8/30 日本海新聞 勤労奉仕開拓団班鳥取隊帰る

1940/9/2 日本海新聞 依吉密開拓団鳥取県教学班

1940/9/3 日本海新聞 大陸拓士の結婚費用は村で支弁（小鴨村）

1940/9/3 日本海新聞 開拓団鳥取県教学班

1940/9/4 日本海新聞 県（会）常設委員満州を視察

1940/9/4 日本海新聞 県人会鳥取県教学班

1940/9/5 日本海新聞 大陸よさらば鳥取県教学班

1940/9/6 日本海新聞 菅野教授談獣医報国満州の旅高農獣医科生の奉仕報告

1940/9/8 日本海新聞 文盲開拓青少年軍東伯中隊送出

1940/9/12 日本海新聞 聖鍬の戦士へ女性の奉仕感激に終始した現地の二ヶ月間（県代表参加者二名の体験手

1940/9/14 日本海新聞 勤労奉仕農場班十月一日帰鳥

1940/9/22 日本海新聞 大陸の花嫁村の乙女に呼びかける（矢送村長）

1940/9/28 日本海新聞 聖鍬の戦士に花嫁を送れ松原喜美代さん（米里青校教諭）の視察報告
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1940/10/5 日本海新聞 拓殖講習会（東伯教育会）

1940/10/9 日本海新聞 松保村の満蒙開拓協議

1940/10/9 日本海新聞 青少年義勇軍の短期訓練所（由良小学校）

1940/10/16 日本海新聞 拓士の花嫁を講習（県立修練農場で）

1940/10/22 日本海新聞 大陸開拓の蔭に咲く大和撫子－花嫁村岡八重子さん（徳勝の開拓団小学校の先生）夫君

1940/10/22 日本海新聞 西伯だより義勇軍慰問（袋の送出）

1940/10/24 日本海新聞 青年拓士に花嫁を女子拓殖指導者（由良青校教諭山崎静子）の移住民観

1940/10/26 日本海新聞 豆拓士のお母さんを讃えましょう来月上旬県下に率先して東伯教育会が催す

1940/10/30 日本海新聞 東伯郡から満州開拓へ

1940/11/5 日本海新聞 青少年義勇軍短期訓練（気高郡教育会）

1940/11/6 日本海新聞 大陸の花嫁好子さんモンペイ姿で結婚

1940/11/10 日本海新聞 農業増産報国挺身隊幹部きょう午後出発

1940/11/14 日本海新聞 出発近づく増産報告挺身隊県下から三百三十名

1940/11/19 日本海新聞 盛典に参列の光栄に感激県出身義勇軍代表米村優君

1940/11/27 日本海新聞 次男坊はみんな大陸へ県下にトップを切る矢送村狭い村より広い満州へ

1940/11/28 日本海新聞 （来春送出を待てない）若き鍬の戦士来月三日内原へ入所

1940/12/7 日本海新聞 大陸の花嫁白岩菊江さん父は大陸のよき理解者小林学務部長が媒酌

1940/12/8 日本海新聞 二十世紀梨を大陸に植える泊村果樹園芸業者大挙渡満

1940/12/12 日本海新聞 日輪兵舎は輝く石黒農相・獅子吼・・・七千五百名の推進隊に内原訓練所訪問記その一

1940/12/13 日本海新聞 日輪兵舎は輝く農業増産報国推進隊鳥取中隊の日常行事内原訓練所訪問記その二

1940/12/13 日本海新聞 満州よいとこ花嫁をお世話下さい若き鍬の戦士（徳勝開拓団）一時帰郷

1940/12/14 日本海新聞 推進隊帰県二十一日の急行で

1940/12/14 日本海新聞 日輪兵舎は輝く農業革命の警鐘自我功利を排撃内原訓練所訪問記その三

1940/12/15 日本海新聞 日輪兵舎は輝く適性農家の創設だ山崎中隊長の自信内原訓練所訪問記その四

1940/12/17 日本海新聞 日輪兵舎は輝く新農民は！この意気だ内原訓練所訪問記その五

1940/12/17 日本海新聞 若き拓士を錬成！今夏渡満の義勇軍三百名勃利大訓練所に移行

1940/12/18 日本海新聞 日輪兵舎は輝く国民階層の”修養道場”だ！内原訓練所訪問記その六

1940/12/19 日本海新聞 拓士母の会東伯教育会主催

1940/12/21 日本海新聞 内原だより茨城満蒙開拓幹部訓練所在森本武夫

1940/12/23 日本海新聞 ”ご苦労さん”元気旺盛一ヶ月の猛訓練終え推進隊鳥取中隊帰る

1940/12/24 日本海新聞 大陸の花嫁北谷村の熊谷さよ子さん新婚旅行は渡満の旅

1941/1/1 日本海新聞 彌栄神社へ初詣家庭では暖かい団欒－北満（三江省弥栄村）開拓地迎春風景－

1941/1/3 日本海新聞 義勇隊活躍蓮佛重壽

1941/1/8 日本海新聞 満州に分村計画神奈川村が大乗気

1941/1/16 日本海新聞 拓士に慰問袋来月中旬各市町村から

1941/1/24 日本海新聞 新団員を募り大開拓団建設本県人が満州国盤石県徳勝に

1941/1/18 日本海新聞 分村計画座談会栄村が全部落で開催

1941/1/25 日本海新聞 豊かなる実りに感謝開拓第１年のお正月徳勝溝鳥取開拓団の便り

1941/1/25 日本海新聞 青少年拓士銓衡県下六ヶ所で施行

1941/1/28 日本海新聞 大陸へむすぶ拓士の入営兵・・・関金村に描く感激扁

1941/1/29 日本海新聞 勇んで義勇軍へ感心な二校長の息子

1941/1/29 日本海新聞 少年義勇軍郷土中隊先遣隊二月四日晴れの出発

1941/1/30 日本海新聞 分村計画成る満州開拓の東伯舎人村

1941/1/30 日本海新聞 拓士銓衡会（東伯郡内小学校対象）

1941/1/31 日本海新聞 拓士銓衡（の概要）

1941/2/1 日本海新聞 ”内原訓練所の印象”小島記者放送

1941/2/2 日本海新聞 少拓士出発米子角盤校の

1941/2/4 日本海新聞 拓士祈願祭（豊実村からの二君のため）

1941/2/4 日本海新聞 満蒙開拓の講演と映画（泊村）

1941/2/5 日本海新聞 青少年義勇軍鳥取中隊先遣隊きのう勇躍内原へ

1941/2/7 日本海新聞 拓殖科を新設学級増加の倉農校

1941/2/14 日本海新聞 拓士の激励文（米子市内各小学校）児童から送る

1941/2/17 日本海新聞 ”拓士ヤーイ”帰郷した在満四拓士が東伯郡から同志を求む

1941/2/18 日本海新聞 豪農の孫（大和村）も勇まし少年拓士来月進発の本隊に交る

1941/2/18 日本海新聞 大陸科へ朗報愁眉開く鳥師

1941/2/20 日本海新聞 校長の息子また義勇軍へ本県ではこれで三人

1941/2/20 日本海新聞 さあ元気で行こう若き拓士勇躍壮途に上る鳥取村建設

1941/2/20 日本海新聞 慰問袋発送勇士と拓士に（米子三婦人団体）

1941/2/21 日本海新聞 入資は高卒で三ヶ年課程倉農に新設の拓殖科

1941/2/21 日本海新聞 県下青年を収容する一大道場を設置県立修練農場を拡充強化して

1941/2/23 日本海新聞 拓士送出に力瘤東伯各町村村分が計画
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1941/3/1 日本海新聞 受験者定員の三倍多くなった鳥師の大陸科志望

1941/3/3 日本海新聞 満州に分郷建設県が有望村に呼びかく

1941/3/3 日本海新聞 全部落挙げて憧れの大陸移住東伯郡旭村湯谷・下谷両部落

1941/3/4 日本海新聞 全国に誇る拓士教育米子角盤校の指導訓練を視察し称讃した下川全国小学校長会長

1941/3/5 日本海新聞 ”大いに頑張る”内原から小拓士の力強い便り

1941/3/7 日本海新聞 雄志を抱き小拓士進発十四日県庁で壮行会

1941/3/7 日本海新聞 立ち上る大国法勝寺村満州に分村を計画涙ぐましい先覚農人の苦闘

1941/3/8 日本海新聞 大陸で流汗奉仕五月渡満の学生勤労報国隊に本県は倉農生が参加

1941/3/9 日本海新聞 若き拓士に栄光あれ十四日角盤小隊の壮行式挙行

1941/3/10 日本海新聞 若き拓士東伯中隊壮行式終る

1941/3/11 日本海新聞 相次ぐこの佳話若き拓士らの綴る感激譜！！(泊小学校の例）

1941/3/11 日本海新聞 拓士の誉れ村営で結婚式（二部村）

1941/3/13 日本海新聞 拓士壮行会智頭町主催で

1941/3/14 日本海新聞 少年の熱意遂に両親を説得長男の少年拓士徳岡儀久君（成徳小）忽ち出来た同志六人

1941/3/14 日本海新聞 拓士の出発宇倍野四青年

1941/3/14 日本海新聞 小拓士の胸は躍るきのう角盤小隊の盛んな壮行式

1941/3/15 日本海新聞 鍬の小拓士凜然進発きょう鳥取発内原訓練所へ

1941/3/16 日本海新聞 第二次先遣隊募集に大童県が法勝寺大国両村に（部落毎の協議会）

1941/3/17 日本海新聞 蔭によき指導者大陸進出の東伯郡泊村（浦川氏・小学校長・訓導ら）

1941/3/19 日本海新聞 満州建設勤労奉仕隊本県は百名（女子二名）送出に決定

1941/3/21 日本海新聞 尽きぬ名残りを惜む五月渡満の義勇軍鳥取中隊壮途に先立ち郷土に迂回

1941/3/25 日本海新聞 大陸に”東伯魂”鍬の戦士として多数活躍社村からまた十一戸渡満（徳勝鳥取村）

1941/3/31 日本海新聞 壮行・鍬の戦士新大陸へ勇躍渡満（第八次県満州開拓民）

1941/4/1 日本海新聞 在依吉密の本県先遣隊作業

1941/4/3 日本海新聞 鍬の戦士が献金汗の結晶を

1941/4/10 日本海新聞 少年拓士訓練はじまる入所の感想手記

1941/4/11 日本海新聞 雄々し、鍬の戦士きのう勇躍渡満の途へ異彩を放つ独眼の傷痍軍人

1941/4/12 日本海新聞 大陸に捧ぐ乙女（鳥取・島根）両県出身の寮母と看護婦勤務先（嫰江訓練所）に勇躍出発

1941/4/17 日本海新聞 六月に部落分散第一次開拓義勇軍（団長＝報告のため帰還）

1941/4/20 日本海新聞 勇躍渡満法勝寺大国の分村開拓士

1941/4/21 日本海新聞 全国に展開される内原魂増産挺身隊員の帰還報告（一）

1941/4/21 日本海新聞 鍬の先遣隊勇躍出発法勝寺大国両村二十六名

1941/4/23 日本海新聞 大陸の拓士出発あす二百十二名が

1941/4/24 日本海新聞 大陸の花嫁拓士の姉嫁ぐ

1941/4/26 日本海新聞 大陸へ行く倉農（全国農学校から選抜）生（十名）廿八日倉吉発一先づ内原へ帰校は八月

1941/5/1 日本海新聞 銓衡に大童西伯郡の拓士（西伯青年団への割当）

1941/5/15 日本海新聞 本県割当は十九名満州開拓青年義勇軍教学奉仕隊

1941/5/15 日本海新聞 亡き父の遺志を継ぐ弟と弟を激励する二人の姉内原に咲く若き拓士を繞る佳話吉岡村出

1941/5/17 日本海新聞 日野東伯出身者が五部落建設七千町歩開墾に精進満州の沃野（徳勝）に新天地

1941/5/21 日本海新聞 奮闘する大陸開拓の父熱烈遂に全村民を動かす小鴨村青校齋江教諭

1941/5/21 日本海新聞 意気軒昂出発大陸派遣の我らの拓士（食糧増産報国隊）交々語る決意

1941/5/21 日本海新聞 満州建設勤労奉仕開拓鳥取隊廿二日鳥取発内原へ

1941/5/23 日本海新聞 奉仕開拓団進発きのう勇躍内原へ

1941/5/25 日本海新聞 全国最優位本県の大陸拓士送出率

1941/5/29 日本海新聞 拓士の送出完遂に県が関係者と真剣な協議会

1941/5/30 日本海新聞 おお力強き便り！満州に流汗奉仕の倉農生から

1941/6/1 日本海新聞 青少年義勇軍鳥取中隊近況（森本武夫氏から）目下内原訓練所入所中（上）

1941/6/3 日本海新聞 内原に練る鳥取魂青少年義勇軍鳥取中隊近況（下）

1941/6/5 日本海新聞 若き拓士よ高らかに歌え”大隅義勇隊開拓団先遣隊歌”本県出身現地幹部作詞

1941/6/6 日本海新聞 満州は簡単に米が作れる食糧生産報国隊引率の牧田技手（東伯郡農会）語る

1941/6/12 日本海新聞 若き世代に生きるもの校長さんも魂の錬成鳥取島根県の国民学校長らが内原へ

1941/6/13 日本海新聞 拓士送出協議東伯教育会拓殖部で

1941/6/13 日本海新聞 ”さあ鍛え上げた”内原の鳥取中隊渡満（李家訓練所へ）

1941/6/21 日本海新聞 さらば故郷よ！二十四日米子着列車で若き拓士訣別の郷土入り

1941/6/22 日本海新聞 大陸の花嫁志願十九の少女

1941/6/25 日本海新聞 名残りの郷土入りきょう渡満の鍬の戦士

1941/6/26 日本海新聞 ”では行って参ります”大志に燃ゆる若き拓士溌溂と名残りの郷土訪問大陸開拓の因伯健

1941/6/28 日本海新聞 ”若き拓士のお世話を”と勇躍大陸に渡る二女性”東伯魂”を大陸に活せ

1941/6/29 日本海新聞 大陸で開拓の実地訓練門脇訓導（大山国民学校）出発

1941/6/30 日本海新聞 愛すればこそ大陸へ送るわが子若き拓士をよく理解した父母

1941/7/2 日本海新聞 副読本に”拓士教本”他校に率先の倉吉成徳国民学校
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1941/7/5 日本海新聞 東伯郡教育会拓殖教育総会

1941/7/9 日本海新聞 （日野郡教育会）拓殖訓練夏期講習

1941/7/16 日本海新聞 緊張しているソ連国境一畦働いて帰れば一里鳥取県満州食糧生産報国隊便り

1941/7/16 日本海新聞 大陸につくる理想郷黙々曠野に聖鍬を揮う六十六家族東伯移民団が”鳥取村”を（徳勝）

1941/7/25 日本海新聞 拓士の護り神徳勝神社今秋十月中旬までに造営

1941/8/2 日本海新聞 義勇軍郷土中隊の映画長尺もの完成（県社会課製作）

1941/8/4 日本海新聞 聖鍬少年現地報告書（森本中隊の）若き拓士が郷土に寄せて（１）

1941/8/5 日本海新聞 聖鍬少年現地報告書（森本中隊の）若き拓士が郷土に寄せて（２）

1941/8/8 日本海新聞 拓士の守護神（徳勝神社）今秋愈々建立

1941/8/9 日本海新聞 鷹のマスコット義勇軍現地訓練所（勃利訓練所）に

1941/8/14 日本海新聞 拓殖訓練講習会（国民学校拓殖主任向け）

1941/8/16 日本海新聞 聖鍬の数え唄満州建設勤労奉仕隊員合作

1941/8/18 日本海新聞 開かれた処女地満州聖鍬を振る食糧生産報国隊橋詰農務課主事の土産話

1941/8/19 日本海新聞 満州開拓は絶対有望生産報国隊視察の橋詰県農林主事の土産話

1941/8/31 日本海新聞 依吉密進駐郷土青年学徒部隊”勇躍帰還す”若人が放つ勤労奉仕体験の第一声（上）

1941/9/1 日本海新聞 沃野を耕す喜びミレーの”晩鐘”さながら若人が放つ勤労奉仕体験の第一声（中）

1941/9/2 日本海新聞 共匪の心配いらぬ第二の郷土を建設せよ若人が放つ勤労奉仕体験の第一声（下）

1941/9/11 日本海新聞 拓け大陸の新天地鳥取市教育会が（市内児童より選定の四十人に）義勇軍短期講習会

1941/9/27 日本海新聞 拓殖講習会根雨校で開催中（合宿訓練中）

1941/10/3 日本海新聞 家族部隊の入植を待つ大陸に奮闘する拓士の意気溌溂

1941/10/23 日本海新聞 赭顔の拓士帰る食糧生産報国隊森本隊

1941/11/8 日本海新聞 かくして大陸に”東伯郷”熱烈・小拓士の大陸研究今や訓練会も自主的に開く

1941/11/9 日本海新聞 拓殖研究会（二部・角盤校に研究を嘱託）

1941/11/18 日本海新聞 県立修練農場日輪兵舎竣工十二月上旬落成式挙行

1941/11/29 日本海新聞 満蒙開拓青少年の重要性李家訓練所教士新良三

1941/12/1 日本海新聞 増産に献身する鳥取中隊内原へ十日出発（隊長山崎永雄）

1941/12/2 日本海新聞 女子に持って欲しい満州開拓の理解木家県社会教育主事補の（文部省での会議からの）

1941/12/7 日本海新聞 ”土の精鋭”三百二十名増産報告推進隊鳥取中隊員決定

1941/12/12 日本海新聞 大陸の鳥取村に徳勝神社建立奉納部落対抗相撲大会

1941/12/12 日本海新聞 招く北満の沃野県民の目覚しい入植振り

1941/12/17 日本海新聞 勇躍内原へ農報推進隊鳥取中隊出発

1942/1/9 日本海新聞 全員熱の塊橋詰県農林主事の（増産報国推進隊）内原便り

1942/1/9 日本海新聞 増産戦士の意気軒昂内原から推進隊鳥取中隊員の便り

1942/1/13 日本海新聞 訓練の推進員に不平不満はない内原を慰問激励の岡本県農会幹事談

1942/1/14 日本海新聞 鳥取中隊の編成振りは全国的に冠絶内原から小倉県農会技手帰る

1942/1/17 日本海新聞 鍬の戦士・晴れの帰還三十五日間内原の鍛錬終えて

1942/1/17 日本海新聞 母村はどうなる？満州分村計画のその後を調査

1942/1/19 日本海新聞 戦争完遂の増産部隊一ヶ月の錬成終る鳥取班はきょう内原を退所

1942/1/19 日本海新聞 こんなによいとこはやくおいで北満徳勝鳥取村へ

1942/1/19 日本海新聞 目前にすぐソ連トーチカ緊張する満蒙開拓義勇軍（賜休暇で帰省の川本次博君ら語る）

1942/1/21 日本海新聞 内原魂を郷土に東伯出身推進隊員決意

1942/1/24 日本海新聞 同志を糾合し農業報国に邁進増産報国推進隊西伯小隊が（宣言を）決議

1942/1/24 日本海新聞 この意気でやるゾ！”土の推進隊員”烈々の気魄

1942/1/30 日本海新聞 拓士の背後にこの力お嫁の世話や・愛児送出の感激譜

1942/2/1 日本海新聞 曠野にきらめく聖鍬森本鳥取中隊長帰来談

1942/2/3 日本海新聞 曠野拓く・先遣隊きょう倉吉で陣容整備の協議

1942/2/4 日本海新聞 体験を生かす農士内原から帰郷して活躍

1942/2/5 日本海新聞 大陸に築く”東伯郷”鍬の戦士にまつわるかずかずの美談（第三回銓衡会）

1942/2/7 日本海新聞 新らしき郷土建設開拓団（徳勝）第二次送出の協議会開く

1942/2/22 日本海新聞 内原で鍛え上げた腕と魂で増産へ農業報国推進隊を結成（気高農会の活動例）

1942/2/22 日本海新聞 頼もしこの決意東伯郡推進隊結成式の申合せ

1942/2/22 日本海新聞 この上なしの好条件満州食糧生産報国隊員を人選

1942/3/1 日本海新聞 驚異的発展の跡王道楽土の建設成る満州国建国十年の回顧（上）

1942/3/2 日本海新聞 近代国家へ飛躍掃蕩された匪賊の群満州国建国十年の回顧（中）

1942/3/3 日本海新聞 儼然たる北の護り産業に文化に躍進の姿満州国建国十年の回顧（下）

1942/3/5 日本海新聞 若き拓士壮行会（東伯郡出身義勇軍）

1942/3/6 日本海新聞 内原魂を実地に西伯郡農業増産報国推進隊結成

1942/3/7 日本海新聞 大陸に巣立つ教育者鳥取師範大陸科初の卒業式

1942/3/8 日本海新聞 満蒙開拓鍬の小戦士（義勇軍米子小隊）進発

1942/3/11 日本海新聞 行け大陸へ満蒙開拓青少年を送る（第三回鳥取中隊）

1942/3/13 日本海新聞 聖鍬拓士雄々しく出発決意も固く義勇軍米子小隊慄然と進発
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1942/3/20 日本海新聞 お金はいりませんおたよりください（父兄へのお願い）義勇軍の内原だより

1942/3/21 日本海新聞 社説・大陸開拓の意義

1942/3/27 日本海新聞 先づ座談会と映画満州建国十周年の記念催し

1942/3/29 日本海新聞 三好県農会技手派遣満州開拓地へ（帝国農会の鳥取県からの派遣）

1942/3/30 日本海新聞 大陸に分村建設意気込む県が隊員（西伯隊三十名）派遣

1942/5/1 日本海新聞 素晴らしい沃野だ森本団長語る（七虎林に鳥取開拓団計画）

1942/5/5 日本海新聞 希望に輝やく開拓建設友邦満州に二十ケ年百万戸の入植第一期五ヶ年計画完了（三好

1942/5/8 日本海新聞 お別れの郷土入り紅顔の拓士ら渡満の途次倉吉一泊

1942/5/16 日本海新聞 晴れの渡満に勇む鳥取県送出の開拓義勇軍四百二十名（※郷土入りは取りやめと決定）

1942/5/18 日本海新聞 拓士に転向し成功した石工さん”鳥取村”視察帰県の高野技手語る

1942/7/4 日本海新聞 若き拓士への餞聖鍬に差しのべる援助の手開拓戦士の肉親を現地に派遣

1942/7/11 日本海新聞 父は悲しまず子は大陸の人柱として夭折（報国農場隊員足立君現地で病死）

1942/7/13 日本海新聞 空は青いぞ・曠野は花だ打ち振る聖鍬に血潮は踊る鳥取健児の意気示す開拓便り（義勇

1942/7/19 日本海新聞 聖鍬の戦士・声なく帰る（病死の足立君の遺骨帰る）

1942/7/27 日本海新聞 聖鍬の勝利を謳う鳥取班義勇隊（孫梧呉勝武訓練所）の敢闘譜

1942/7/30 日本海新聞 感激の対面に胸おどらせて（十三年送出の）拓士の父兄が現地訪問行鳥取県から父兄母

1942/8/28 日本海新聞 注目をひいた米子・境の出品物満州建国十周年慶祝博視察した坪口君（米子商工会議

1942/8/29 日本海新聞 大陸開拓の精鋭に母代若き拓士への女子指導員を募る

1942/8/30 日本海新聞 いざ転廃業者よ来れ森本開拓団長同志獲得に帰県

1942/9/1 日本海新聞 ”さあ大陸に行くのだ”今明両年度に二百五十戸送出のため県農会と県が大馬力

1942/9/4 日本海新聞 満州開拓民の入植地何故北満を選ばれたか（社会課）

1942/9/6 日本海新聞 日中の労苦も忘れて湯の中で汽車を見る楽しさ満州派遣両奉仕隊の現地座談会（上）

1942/9/6 日本海新聞 満州国新国家制定旧国歌は建国歌と改称

1942/9/7 日本海新聞 鳥取公設運動場で慶祝鳥取県の満州建国記念の行事

1942/9/8 日本海新聞 新しき土を掘る喜び少年義勇軍は慰問文が憧れ満州派遣奉仕隊現地座談会（下）

1942/9/11 日本海新聞 大陸に分村増設東伯郡で関係者が大評定

1942/9/13 日本海新聞 北満開拓地の農作物（社会課）

1942/9/18 日本海新聞 拓殖興亜教育の徹底が急務満蒙開拓青少年義勇軍訓練所視察の教学奉仕隊一行の帰

1942/9/18 日本海新聞 決死敢闘の開墾義勇隊に叩き込む日本精神烈々火を吐く往年の鬼部隊長青年義勇隊幹

1942/9/22 日本海新聞 満州開拓現地報告小島本社特派記者五穀豊稔の秋涙ぐまし若き拓士の増産報国郷土の

1942/9/23 日本海新聞 ねばる因伯健児拓士の初年兵として沃土を開く佐々木隊訪問記小島本社特派記者

1942/9/27 日本海新聞 満州開拓現地報告小島本社記者

1942/10/3 日本海新聞 満州開拓現地報告小島本社特派記者早くも零下三度冬はかけ足国境の町

1942/10/4 日本海新聞 満州開拓現地報告小島本社特派記者新興都市佳木斯綏佳線到るところ山河あり

1942/10/6 日本海新聞 満州開拓現地報告小島本社特派記者若き拓士は純情歯を喰いしばって敢闘

1942/10/7 日本海新聞 満州開拓現地報告本社特派記者小島繁雄

1942/10/7 日本海新聞 拓士をうんと大陸へ明春三月送出の準備協議会を七日県教育会館で開催

1942/10/8 日本海新聞 満州開拓現地報告本社特派記者小島繁雄

1942/10/9 日本海新聞 大陸に行く紅顔の拓士明春鳥取県から五百名送出

1942/10/10 日本海新聞 満州開拓現地報告本社特派記者小島繁雄

1942/10/10 日本海新聞 拓士の半身を募る鳥取の花嫁は評判がよい花嫁候補募集に開拓団長（第六次龍爪開拓

1942/10/11 日本海新聞 大陸に爪跡を残して増産勤労奉仕隊近く帰る

1942/10/13 日本海新聞 先づ六十戸送出開拓国策に西伯農村の協力

1942/10/13 日本海新聞 満州義勇軍応召協議会（日野郡）

1942/10/14 日本海新聞 満州開拓現地報告本社特派記者小島繁雄

1942/10/15 日本海新聞 大陸開拓の意気に燃え若き拓士続々応募明春送出の義勇軍完遂の見込みつく

1942/10/22 日本海新聞 （明春送出の）開拓義勇軍の陣容整備廿六日郷土中隊の幹部銓衡

1942/10/24 日本海新聞 青少年義勇軍短期拓殖訓練講習会鳥取市久松校で開催中

1942/10/28 日本海新聞 角盤校で義勇軍短期講習

1942/11/1 日本海新聞 躍進満州の認識を県下五ヶ所で”映画と講演の夕”開催

1942/11/11 日本海新聞 本県から六氏派遣・・・（大東亜省）教学奉仕隊冬季班

1942/11/17 日本海新聞 ”大陸の花嫁塾”開設県下三ヶ所に最適格者百五十名集め十二月から四泊五日間の予

1942/11/22 日本海新聞 寒波身にしむ北満の涯て”満ソ国境を行く”現地報告（上）

1942/11/25 日本海新聞 明春大陸へ行く拓士の銓衡始る十二月一日から県下六ケ所で

1942/11/26 日本海新聞 （国民学校教職員）拓殖講習会三十日米子市（啓成校）で

1942/12/1 日本海新聞 国民校教職員拓殖講習会米子市啓上校で開催盛況

1942/12/1 日本海新聞 立派な花嫁さんに・・・一日から五日まで日野郡二部村で満蒙開拓女子青年塾開設

1942/12/2 日本海新聞 増産の陣頭に立つ土の精鋭内原へ

1942/12/5 日本海新聞 処女地開拓に”女の手”拓士のよりよき半身目ざして八日から因幡部の花嫁塾開講

1942/12/9 日本海新聞 初冬の山峡に開く塾大陸の花嫁を錬成日野郡二部村に満蒙開拓花嫁塾を訊ねて（一）本

1942/12/10 日本海新聞 大陸に築く新天地地元に深い理解日野郡二部村に満蒙開拓花嫁塾を訊ねて（二）本社特
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1942/12/10 日本海新聞 義勇軍の銓衡鳥取市、岩美郡は終了

1942/12/11 日本海新聞 興亜の娘・頼母しく夜に語る座談会日野郡二部村に満蒙開拓花嫁塾を訊ねて（三）本社特

1942/12/11 日本海新聞 西伯郡の農増推進隊員十七日米子駅発内原へ

1942/12/12 日本海新聞 戦時下の女性には土に生きる自覚日野郡二部村に満蒙開拓花嫁塾を訊ねて（四）本社特

1942/12/13 日本海新聞 満蒙開拓青年義勇隊鳥取中隊の編成着々熱血と意気に燃え立つ若人の感激譜

1942/12/13 日本海新聞 花嫁の養成よりも時局型の女性錬成日野郡二部村に満蒙開拓花嫁塾を訊ねて（五）本社

1942/12/16 日本海新聞 満蒙開拓指導陣幹部に晴れの入所者一名鳥取県から宮城衞君（鳥取農学校）

1942/12/17 日本海新聞 土の精鋭三百名十七日内原へ勇躍進発

1942/12/18 日本海新聞 農業増産報国推進隊勇躍内原へ進発正月も休まず猛訓練に敢闘

1942/12/22 日本海新聞 内原へ進発農業報国推進隊鳥取中隊

1942/12/23 日本海新聞 拓士第二次銓衡会二十八日湖山国民校で開催

1942/12/24 日本海新聞 いざ行かん大陸に東伯郡から百戸移住内原で訓練受け明春を期して

1942/12/26 日本海新聞 大陸建設目指して権威者講師に女子拓殖指導者の講習開く明春一月中旬由良国民校で

1942/12/31 日本海新聞 拓士の指導員決る来月九日内原訓練所へ

1943/1/9 日本海新聞 ”拓士”の精鋭百余名二個中隊の第一次銓衡終る第二次銓衡は十九日から

1943/1/9 日本海新聞 さらば故郷よ！大陸の拓士幹部きょう内原へ進発

1943/1/9 日本海新聞 張切る因伯健児内原の鳥取中隊（農産報国隊）から初便り

1943/1/13 日本海新聞 義勇軍勧説に大童日野郡教育会の活動

1943/1/14 日本海新聞 拓殖教育研究会十五、六日東伯郡ニケ所で開催

1943/1/15 日本海新聞 須く精神的たれ勤労報国隊の慰問激励

1943/1/25 日本海新聞 皇国農民の自覚もて増産戦線へ挺身せん我らの農兵増産報国推進隊帰鳥

1943/1/26 日本海新聞 大陸の拓士を鞭撻米子市に後援会設立

1943/1/30 日本海新聞 大陸に”鳥取郷”本年は百三十戸送出

1943/2/2 日本海新聞 青少年諸君よ招く大陸北満開拓義勇軍だより（哈川訓練所）

1943/2/4 日本海新聞 大陸へよき土産花嫁を娶り拓士かえる

1943/2/5 日本海新聞 拓士募集座談会あすから県下各地で開催

1943/2/13 日本海新聞 膝つき合せて大陸移住を力説県当局の熱意忽ち奏功

1943/2/19 日本海新聞 拓士に渡満前の集団生活訓練実施廿五日から二ヶ月間県立修練農場で

1943/3/4 日本海新聞 開拓中途で病没した亡兄の遺志継いで見事、弟も義勇軍に合格

1943/3/10 日本海新聞 鍬の戦士に綿布を県農会が原棉の加工斡旋

1943/3/13 日本海新聞 満蒙開拓へ！きょう青少年義勇軍鹿島立つ

1943/3/14 日本海新聞 若き拓士の壮行式きのう倉吉成徳校で挙行

1943/3/14 日本海新聞 若き拓士・内原へ進発軈て北方鎮護へ堂々の出郷

1943/3/17 日本海新聞 青少年義勇軍送出に率先垂範宇倍野村（役場書記）河上さんが愛児を送る拓士送出に隠

1943/3/19 日本海新聞 新しい村の建設が隊員の楽しみ季家訓練所入所生は元気だ前田教士帰来談

1943/3/20 日本海新聞 若き拓士・全員溌溂内原に入所の三百名因伯魂を発揮

1943/3/26 日本海新聞 拓士に感謝状（軍関係の）野菜貯蔵援助作業の功績

1943/3/28 日本海新聞 広茫の新天地に郷土送出の若き拓士ら訓練を終えて入植総進軍

1943/3/28 日本海新聞 増産へ援護射撃土の精兵鳥取から四名あす増産報国推進隊出発

1943/3/29 日本海新聞 因伯拓士の誇りを双肩に大陸へ鹿島立つ鍬の精鋭四月一日第十一次七虎林鳥取開拓

1943/5/21 日本海新聞 （東伯郡教育会拓殖部十八年度）義勇軍送出協議会開く

1943/5/26 日本海新聞 義勇軍晴の帰郷六月八日に勇躍渡満

1943/5/28 日本海新聞 義勇軍郷土部隊倉吉成徳校で晴の壮行会

1943/5/29 日本海新聞 学徒（日野農林・米子商校）勤労増産隊北海道へ先遣隊勇躍一日に出発

1943/5/29 日本海新聞 郷土義勇軍に（現金で）修養文庫寄贈

1943/6/7 日本海新聞 希望に燃ゆる双瞳輝やき若き拓士らあす渡満故郷倉吉で明す最後の夜

1943/6/8 日本海新聞 晴れの帰郷土産は見違う堂々の体格義勇軍郷土中隊勇躍渡満の途にのぼる

1943/6/8 日本海新聞 壮途を歓送拓士鹿島立つ

1943/6/9 日本海新聞 郷土義勇軍に光る愛国の豆拓士烈々雄図抱く主は十三歳の三船睦夫君

1943/6/9 日本海新聞 今朝鹿島立つ若き拓士ら勇躍渡満

1943/6/10 日本海新聞 郷土義勇軍に続く感激佳話僕は勇士の弟だ両兄捧げた孤児拓士降り注ぐ激励に勇躍壮

1943/6/16 日本海新聞 押花に匂う乙女心大陸（七虎林）に勤労奉仕の女性から故郷へ寄せる聖鍬の音づれ

1943/6/16 日本海新聞 不成績を回復せん満蒙開拓青少年義勇軍割当確保

1943/6/26 日本海新聞 開拓義勇軍の幹部を募る

1943/7/1 日本海新聞 慰安は郷土の香りだ若き拓士に慰問袋を満州視察を終えて西垣県視学談

1943/7/7 日本海新聞 義勇軍の姉部隊大任果し帰る（鉄麗訓練所で奉仕）

1943/7/9 日本海新聞 花嫁待ちつつ一人で四町歩を耕作開拓義勇隊の敢闘を語る矢澤団長

1943/7/11 日本海新聞 突撃する食糧増産隊粒選りの挺身戦士百十名の陣容決る先づ内原に入所して訓練

1943/7/22 日本海新聞 増産戦士内原へ続々と進発

1943/8/8 日本海新聞 大陸開拓青年に三泊四日の錬成を東伯郡教育会今夏の催し

1943/8/13 日本海新聞 大陸へ雄飛若き拓士の志願熱高まる
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1943/8/17 日本海新聞 日輪兵舎を青校学舎に採用

1943/8/17 日本海新聞 拓士に親身の応援（父兄母姉応援作業隊）鳥取県から両氏が渡満

1943/8/25 日本海新聞 増産報国推進隊手間校で二日間猛訓練

1943/8/25 日本海新聞 増産指導員帰還内原の訓練終わる

1944/2/1 日本海新聞 花嫁送出が最大急務躍進する満蒙開拓座談会（完）

1944/2/1 日本海新聞 来る廿日義勇軍堂々内原へ（※震災関係の援助有り）

1944/2/4 日本海新聞 新鋭拓士送出に佳話

1944/2/5 日本海新聞 満州報国農場七虎林に

1944/2/5 日本海新聞 堂々我等の義勇軍首途飾る次第決まる

1944/2/7 日本海新聞 決戦新家庭大陸へ進発拓士良縁結ぶ

1944/2/9 日本海新聞 満州の報国農場へ栄誉荷う農兵第一線は汗入部から

1944/2/12 日本海新聞 満州に”宇倍野郷”村の両書記を先頭に

1944/2/13 日本海新聞 義勇軍東伯小隊壮行式きょう成徳校に

1944/2/15 日本海新聞 満州に”宇倍野郷”設建の精鋭戦士の顔触れ揃う

1944/2/18 日本海新聞 満蒙開拓義勇軍晴の壮行明後二十日勇躍内原へ

1944/2/20 日本海新聞 義勇軍きょう進発精鋭の二百三十一名

1944/2/20 日本海新聞 親子で満州開拓に”宇倍野郷”建設に起つ川上氏語る

1944/2/21 日本海新聞 訓練の拓士（岩美地方事務所長以下係員）慰問と激励

1944/3/4 日本海新聞 後続隊員内原へ進発

1944/3/4 日本海新聞 ”宇倍野郷”の拓士十一日渡満の壮図へ

1944/3/6 日本海新聞 現地報告拓士に聴く

1944/3/11 日本海新聞 ”宇倍野郷”拓士団きのう進発す

1944/3/24 日本海新聞 先輩拓士晴の帰郷一ヶ月滞在

1944/4/17 日本海新聞 大陸に実る闘魂増産で鳥取班に授賞（吉林省長から）

1944/7/1 日本海新聞 大陸開拓智識に義勇軍読本県で実費頒布（国民学校高等科在学者向け）

1944/7/1 日本海新聞 比率は第一位鳥取義勇軍の送出状況

1944/7/26 日本海新聞 拓殖訓練講習一日から各地で

1944/8/3 日本海新聞 泊込みで開拓講習久松校で義勇軍認識強化

1944/8/11 日本海新聞 大陸の拓野を征く依吉密開拓団の大和一致慣れて苦労なし気高出身の猪口さん

1944/8/15 日本海新聞 拓士の誇を胸一杯に秘めて義勇軍志願者訓練

1944/8/29 日本海新聞 母村計画を検討宇倍野村高岡部落の現況

1944/9/12 日本海新聞 青少年義勇軍残留隊近く出発

1944/9/14 日本海新聞 拓殖推進委員会十八日鳥取市で結成式

1944/9/17 日本海新聞 今年も豊作安来節も弾む（徳勝）鳥取開拓団

1944/9/29 日本海新聞 北門の護りと増産へいざ起て義勇軍選ばれる三百五十名

1944/10/11 日本海新聞 満蒙事情紹介（映画）義勇軍家族招待

1944/11/4 日本海新聞 母を説いて雌伏三年義勇軍に合格兄の遺志継ぐ可憐な少年

1944/11/9 日本海新聞 義勇軍必成へ関係機関挙げて総突撃

1944/11/6 日本海新聞 満蒙に開く活眼女子青年に開拓塾開講

1944/11/24 日本海新聞 開拓の促進に宇倍野村懇談会

1944/12/5 日本海新聞 七虎林開拓団東伯郡移住督励

1944/12/13 日本海新聞 悩む義勇軍編成目標確保に方策再吟味

1944/12/16 日本海新聞 義勇軍の補充銓衡不成績学校を重点に実施

1944/12/25 日本海新聞 開拓の慈父（田中亀雄氏）に感激の病気見舞

1945/5/25 日本海新聞 郷土義勇軍８月渡満

1945/9/2 日本海新聞 満州開拓民らも殆ど引揚げる 近く援護機関を設立

1945/9/3 日本海新聞 満州邦人は生きぬく

1945/9/12 日本海新聞 復員帰農、本格的に 大山原野に主力を注ぐ

1945/9/25 日本海新聞 今春送出の義勇軍二十三日内原訓練所で解散式挙行 二十五日に帰郷予定

1946/4/28 日本海新聞 満州から邦人近く引揚げ開始

1946/5/13 日本海新聞 初の満州引揚げ船 胡盧島から十一日佐世保に入港

1946/5/15 日本海新聞 惨めな開拓義勇軍 引揚者が語る満州事情

1946/5/16 日本海新聞 男子多数行方不明 満州の実情語る引揚邦人

1946/6/23 日本海新聞 引揚者を開拓帰農の水先案内人にすべく各段の準備

1946/7/11 日本海新聞 満蒙開拓民の帰農優先受け入れ 農林当局方針を明示

1946/12/9 日本海新聞 満州の引揚孤児第二陣品川駅に

1947/9/15 日本海新聞 胡蘆島引揚近く終了

1947/9/25 日本海新聞 胡蘆島の邦人近く引揚完了

1947/11/11 日本海新聞 満州から最後の引揚船 邦人二千六百二十五名

1948/12/13 日本海新聞 龍爪鳥取屯開拓団員の孤児 倉吉町因伯保育院に収容
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