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凡 例
１．本目録は、平成30年度に故谷整二氏のご遺族の仲介により、原邦彦氏の奥様から広島大学
文書館へご寄贈いただいた「原邦彦関係文書」の目録である。資料の由来については、松
尾雅嗣・谷整二編「『ゆうかりの友』関連原邦彦資料目録」
（IPSHU 研究報告シリーズ：
研究報告43、平成22年2月）を参照されたい。
２．本目録に採録した資料の中には、国籍・職業・身体・性別等による差別的表現・記述や、
プライバシーを侵害する可能性のある記述がある。しかし、歴史的事実を正確に記録し、
かつ科学的な歴史研究を推進することによって、基本的人権の擁護を図ることを目的とし
て採録した。資料の利用に当たっては、この趣旨を理解された上で調査・研究に役立てる
ことをお願いしたい。
３．本目録では、分類や内容については原則として上記目録を踏襲し、項目については広島大
学文書館の目録形式に改めた。ただし、内容について一部加筆・修正を行った。
４．原則として字体は「常用漢字表」中の字体を用いた。
５．目録の各項目は次のとおりである。
 （１）分類・資料番号
分類は、
「『ゆうかりの友』関連原邦彦資料目録」にしたがって、
「１．一般資料」、
「２．
戦没状況アンケート回答」、
「３．書翰」とした。そのうえで、同目録で「追補」と区
分された資料を、それぞれ上記分類に再編集した。
資料番号は、
「『ゆうかりの友』関連原邦彦資料目録」の「資料番号」をそのまま付し
た。このため「追補」の再編にともない、番号が順番どおりでない箇所がある。
なお、目録データ左欄外の数字は通し番号であり、資料の出納は「資料番号」によっ
て行う。
 （２）件名
    件名は表題、文書名を記し、原文書からそのまま抜き出した場合は「」書きで記した。
 （３）作成（発信→受信）
    資料の作成者・受信者で判明するものを可能な限り採録した。発信者と受信者は矢印
で結んだ。複数名の場合は、中黒を付して並列表記している。採録者が補った部分は
（）書きで記し、疑義があるものについては「ヵ」を付した。
 （４）作成年月日
    和暦で統一した。採録者の推定で付した部分は（）書きで記し、汚れや欠損等で判読
ができない場合は□と記した。また消印で補った箇所は、日付の後ろに「（消印）」と
記した。
 （５）形態
    用紙の大きさ（B4、A4、○×○㎝など）、数量、記述の方法（手書、印刷など）、綴
じ方（ホッチキス、クリップなど）を可能な限り採録した。
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 （６）備考
    書き込みや挟み込みされている資料等、他の項目で採録できなかった事項のうち、資
料の性格を理解するうえで必要と思われるものを採録した。また、プライバシー保護
のため「広島大学文書館学術的資料の利用等に関する内規」に基づき、当面非公開と
判定した資料については「閲覧不可」と記載した。

ii

1．一般資料
資料番号

件 名

1 HK0001 「ゆうかりの友」

作成(発信→受信)
原邦彦

「創立九十周年記念
誌」編集委員会編、
広島県広島国泰寺
高等学校発行
「昭和二十年八月六日原子爆弾
3 HK0003 投下 倒壊校舎脱出手記(元広 数田猛雄編、
私家版
島一中生徒)」
2 HK0002 「鯉城

九十周年記念」

「昭和二十年八月六日原子爆弾
4 HK0004 投下 倒壊校舎脱出手記(元広 (数田猛雄編)
島一中生徒)」
5 HK0005 「鯉城校友のうた」
6 HK0006 「罹災証明書」
7 HK0007 写真台紙

作成年月日

備 考
遊び紙表と奥付裏見開きに手書
「病床詠 原邦彦遺稿」など詩句
昭和49年5月1日発 B6冊子1、印刷、346
の覚書あり、内表紙裏など2か所
行
頁
にセロハンテープ留めの押し葉
あり
昭和42年10月15日 A5冊子1、印刷、304
162～163頁に付箋、目次に書込
発行
頁
昭和37年10月16日
初版、昭和41年6月 A5冊子1、印刷、43頁
20日再版
(昭和37年10月16日
A5冊子1、40頁(後
初版、昭和41年6月
欠)、印刷
20日再版)

鯉城同窓会
広島県(朱角印)→
原邦彦
広島本通 キシダ

B7冊子1、印刷
昭和20年8月13日

10 HK0010 書翰

キシダ写真館
昭和35年3月1日
荒谷文→原守夫・御 昭和35年2月19日
奥様
(消印)

11 HK0011 短歌14首
12 HK0012 書翰

内悧→原邦彦

昭和49年5月27日

13 HK0013 受領書

広島県立図書館長
(館長公印)→原邦
彦

昭和49年6月3日

14 HK0014 受領書

山田節男(市長公
印)→原邦彦

昭和49年6月1日

15 HK0015 アルバム

谷口カメラ

16 HK0016 写真
17 HK0017

名刺「毛糸と洋品 ぬのや 原
邦彦」

HK0008～0010挟込一括

同一のもの2点、宴会の集合写
11.0×15.0㎝モノ
真、前列左から2人目原、1点裏に
クロ2
手書で名前覚書あり
B6変洋紙1
専用紙、1,900円領収
松尾パチンコ店の事お尋ね下さ
葉書1、手書
れたく
8.8×25.6㎝洋紙1、
病床詠
手書
B5罫紙(広島県)1、
『ゆうかりの友』購入希望
封筒、手書
B5洋紙1、封筒、手書『ゆうかりの友』2部
『ゆうかりの友』1部、小松清興
B5洋紙2、印刷、名刺
(広島市平和記念資料館)の名刺
1
あり
A5冊子(ポケット
HK0016～18挟込一括
ブック)1
11.1×7.6㎝モノク 家業の様子や原家家族の集合写
ロ13
真など
名刺1
「NHKスペシャル 永遠の祈り・
ヒロシマ・語り継ぐ一族」、原民
喜・守夫・邦彦について、紙名不
明
B5冊子1、青焼、23頁
1頁目に「奥田用」の書込

18 HK0018 新聞切抜

洋紙1

19 HK0019 放送台本
20 HK0020 「会員名簿(昭和45年)」

11～50のノンブル、ポイント指
定その他の印刷指定など校正の
書込多数、表表紙表に手書「11～
50」、裏表紙表に印字「原邦彦」な
どあり
広島一中、鯉城高校、国泰寺高校
校歌など、昭和24・25年卒贈

B7変用紙1、ビニー
ル袋入
B6台紙1

8 HK0008 写真
9 HK0009 領収書

形 態

鯉城同窓会

表表紙表に手書「46年度」、ほか
書込多数、挟込5点
死没者名簿、死没者氏名、学年、
B5冊子(感熱紙、綴
遺族氏名、連絡先、続柄、職業な
紐)1、印刷
ど記載、書込あり
1頁目に「当時の生存者にて卒業
A4仮綴1(感熱紙、バ 生」とあり、記載事項はHK0021に
インダー )、印刷 同じ、未使用封筒1と原商店用箋
綴込一括
27.3×24.2㎝色紙
1、手書、ビニール袋 14名の署名、同窓会時のものヵ
入
函表に「PHOTO コクヨ/アルバ
B5変冊子1、函入
ム」とあり、HK0025～0043挟込・
貼付一括

昭和45年11月10日 A5冊子1、729頁

21 HK0021 名簿

22 HK0022 名簿

23 HK0023 寄せ書き

24 HK0024 スクラップブック
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資料番号

件 名

作成(発信→受信)

作成年月日

形 態

25 HK0025 新聞切抜

洋紙1

26 HK0026 新聞切抜

洋紙1

27 HK0027 新聞切抜

洋紙1

28 HK0028 新聞切抜

洋紙1

29 HK0029 新聞切抜

洋紙1

30 HK0030 新聞切抜

洋紙1

31 HK0031 新聞切抜

洋紙1

32 HK0032 新聞切抜

洋紙1

33 HK0033 新聞切抜

洋紙1

34 HK0034 新聞切抜

洋紙1

35 HK0035 新聞切抜

洋紙1

36 HK0036 新聞切抜

洋紙1

37 HK0037 新聞切抜

洋紙1

38 HK0038 新聞切抜

洋紙1

39 HK0039 新聞切抜

洋紙1

40 HK0040 原稿写

B4変洋紙1

41 HK0041 新聞切抜

洋紙1

42 HK0042 新聞切抜コピー

B5洋紙1

43 HK0043 新聞切抜コピー

洋紙1

2

備 考
原邦彦「あの日と私 なき友に
すまぬ気持ち」(『中国新聞』昭
和40年8月2日付)「特集 ヒロ
シマ二十年」、邦彦の肖像写真掲
載、表紙と1丁目の間に挟込
「級友の苦しみのあと 旧広島
一中同窓生が記録へ 平和への
誓いをこめて」(『中国新聞』昭
和42年8月6日付)
「わが子に平和を誓う 原爆記
念日前に二つの慰霊祭」(『読
売新聞』昭和43年7月22日付日
刊)
「原爆に負けてはならぬ 被爆
学徒が仲間の記録出版へ あの
日の悲惨を再現 遺族も励まし
の言葉」(『朝日新聞』昭和45年
5月20日付)
「平和願い記念碑建設 被爆廃
校の済美卒業生 幼き命への慰
霊こめ すでに原型塑像も完
成」(『朝日新聞』昭和45年6月
18日付)
「肉親の碑に献花 東友会死没
地点で慰霊」(『中国新聞』昭和
45年7月16日付)
「『原爆被災記』の出版決める
旧広島一中の生存者 来年八月
を目標 死没者の実態や手記集
め」(『中国新聞』昭和45年7月
18日付夕刊)
「“犠牲”が生かされぬ 核兵器
を全廃させたい」(『中国新聞』
昭和48年7月23日付)
「後世に惨状伝えたい 旧制広
島一中生が被爆文集 ぬぐい切
れない傷跡 同級生や遺族が手
記」(『中国新聞』昭和49年5月
26日付)
「今週の家庭ジャーナル “ゆう
かりの友”をめぐる話題 原邦
彦ほか」(『中国新聞』昭和49年
6月2日付)
「核兵器なくす誓い 県立一中
原爆死者慰霊祭」(『読売新聞』
日刊昭和49年7月29日付)
「“ゆうかりの友”出版 生々し
い惨状を再録 旧広島一中生存
者たち 遺族の手記も添え」
(『朝日新聞』昭和49年7月5日付)
「被災記録を自費出版 県立一
中生徒の会 行間、にじむ悲惨
“ゆうかりの友”1000冊配る」
(『読売新聞』昭和49年6月20日
付)
「あの日を前に 遺族ら涙新た
広島一中原爆死没者の慰霊
祭」(『中国新聞』昭和49年7月
29日付)
「しめやかに 旧制広島一中の
原爆死没者慰霊祭」(『朝日新聞』
昭和49年7月28日付)
HK0039の原稿、
「『朝日新聞』昭和
49年7月29日」とあり、HK0040～
43はHK0039の次頁に挟込
「旧県立一中の原爆慰霊祭 広
島の国泰寺高で」、紙名不詳
HK0037の写し
「原民喜の詩が曲に “永遠のみ
どり”」(『朝日新聞』昭和54年8
月22日付)


資料番号

件 名

作成(発信→受信)

44 HK0044 原稿

45 HK0045 原稿

46 HK0046 原稿

47 HK0047 原稿

48 HK0048 原稿

49 HK0049 原稿

50 HK0050 原稿

51 HK0051 原稿

52 HK0052 封筒

(不明)→原みちこ

53 HK0053

コピー「私の被爆体験と平和
への思い」

54 HK0054

コピー「今は亡き級友の脱出
手記」など

55 HK0055 封筒
56 HK0056 「東京鯉城

第2号」

鯉城東京同窓会

57 HK0057 「東京鯉城

第3号」

鯉城東京同窓会

58 HK0058 「東京鯉城

第4号」

鯉城東京同窓会

59 HK0059 「広島通信

60」

「広島通信」の会

60 HK0060 コピー「ゆうかりの友」
61 HK0061 コピー「弔詞」
62 HK0062 封筒
63 HK0063 ホルダー
64 HK0064

日本旅行

「広島一中遺族会 関係箇所電
話番号」

65 HK0065 「御旅行計画表」
66 HK0066 「善光寺参詣者名簿」

広島一中遺族会

67 HK0067 「善光寺参詣者名簿」

広島一中遺族会

作成年月日

備 考
『ゆうかりの友』原稿、各頁ノン
B4冊子(原稿用
ブル、表紙左肩にノンブル2、3、6
紙)1、79頁、手書
～10(ホッチキス止め)、51～
124、右肩に2
『ゆうかりの友』原稿、各頁ノン
B4冊子(原稿用
ブル、表紙左肩にノンブル125～
紙)1、42頁、手書
174、および手書の刷上り頁番
号、右肩に3
『ゆうかりの友』原稿、各頁ノン
B4冊子(原稿用
ブル、表紙左肩にノンブル175～
紙)1、47頁、手書
224、右肩に4
『ゆうかりの友』原稿、各頁ノン
B4冊子(原稿用
ブル、表紙左肩にノンブル225～
紙)1、38頁、手書
259、右肩に5
『ゆうかりの友』原稿、各頁ノン
B4冊子(原稿用
ブル、表紙左肩にノンブル260～
紙)1、46頁、手書
308、および手書の刷上り頁番
号、右肩に6
『ゆうかりの友』原稿、各頁ノン
B4冊子(原稿用
ブル、表紙左肩にノンブル309～
紙)1、43頁、手書
349、および手書の刷上り頁番
号、右肩に7
『ゆうかりの友』原稿、各頁ノン
B4冊子(原稿用
ブル、表紙左肩にノンブル350～
紙)1、52頁、手書
399、および手書の刷上り頁番
号、右肩に8
『ゆうかりの友』原稿、各頁ノン
ブル、表紙左肩にノンブル400～
B4冊子(原稿用
448、および手書の刷上り頁番
紙)1、50頁、B5便箋
号、右肩に9、便箋に手書「ゆうか
1、手書
りの友 原邦彦」ほか詩3行、左
肩に1
封筒(天満屋社用
「青瓷 浦口雅行展 HK0053～54一括
2005」)1
http://ww2.enjoy.ne.
A4洋紙11、印刷
jp/~yorita/sub1.htm、2005年3
月18日ダウンロード
http://ww2.enjoy.ne.
jp/~yorita/sub4.htm 、2005年3
A4洋紙16、印刷
月18日ダウンロード、
「遺族の
方々の証言」、寄田享のプロフィ
ル入り
封筒(中国放送社)1 HK0056～61一括
同一のもの4部、HK0125から1部
昭和49年12月1日発
B5冊子4、各12頁
合一(平和センターの目録作成
行
時、以下同)
昭和50年6月1日発
同一のもの3部、HK0125から1部
B5冊子3、各12頁
行
合一
昭和51年1月1日発
同一のもの3部、HK0125から1部
B5冊子5、各12頁
行
合一
同一のもの4部、HK0125から1部
昭和54年6月
B5冊子4、各16頁
合一
A4洋紙7
原邦彦の手書の詩のコピー
同一のもの8部、原本原邦彦宛八
A4仮綴(ホッチキス
谷丑雄弔辞、昭和50年10月26日
止め)8、各5頁
付
封筒1
HK0063～70一括
B4洋紙(ホルダー、
HK0064～67一括
日本旅行)1
B5変洋紙(日本旅
行)1、手書
B5洋紙(日本旅行専 4月14日～16日京都、奈良、高野
用紙)19、青焼
山旅程
「東急観光添乗員 森末」氏名の
B4洋紙1、印刷
欄外、手書の3桁数字
「東急観光添乗員 森末」氏名の
B4洋紙1、印刷
欄外、手書で○、－、✓の記号あ
り

3

形 態


資料番号

件 名

作成(発信→受信)

作成年月日

形 態
備 考
A5台紙(小路谷写真
68 HK0068 奈良名所観光記念写真挟み
HK0069～70一括
株式会社)1
13.8×18.7㎝モノ 印字「奈良観光記念 於 東大
69 HK0069 集合写真
クロ1
寺南大門鹿」
10.9×15.1㎝モノ
白抜印字「昭和四十四年四月十
70 HK0070 集合写真
昭和44年4月15日
クロ1
五日 高野山参拝記念」
71 HK0071 封筒
伊藤明彦→原邦彦
封筒1
HK0072～73一括
被爆者の声を記録する会への聞
B4洋紙1、謄写版、手
72 HK0072 書翰
伊藤明彦→原邦彦 昭和50年3月
き取り・録音に対する御礼、末尾
書
に伊藤明彦手書の礼文
氏名、職業、被爆前後の状況など
被爆者の声を記録
B4仮綴1、
謄写版、
33
73 HK0073 「
「被ばくを語る」録音名簿」
昭和50年3月
のリスト、表表紙裏に取扱注意
する会
頁
とあり、閲覧不可
嘉戸みどり→原道
平成17年5月23日
封筒(日本歯科技工
74 HK0074 封筒
HK0075～78一括
子
(消印)
士会)1
B5仮綴(ホッチキス 25～51頁と奥付、伊藤明彦著、
75 HK0075 コピー「原子野の
『ヨブ記』」
止め)1、印刷
1993年7月15日発行
8月5日放送「NHKスペシャル 永
NHK広島放送局→松 平成6年7月20日(消
76 HK0076 書翰
官製葉書1、印刷
遠の祈り ～ヒロシマ・語り継
尾みどり
印)
ぐ一族」の案内
山下信久→松尾み
A4洋紙(ルーズリー
NHKスペシャル取材協力への御
77 HK0077 書翰
(平成6年)5月18日
どり
フ)1、手書
礼、写真(HK0078)とテープ送付
12.5×17.7cmモノ
ビニール袋一括、表書「みどり
78 HK0078 写真一括
クロ13、19.5×13.3
様」、原邦彦の家族写真、
㎝モノクロ2
封筒(社団法人表千
79 HK0079 封筒
HK0080～94を一括
家同門会)1
同窓会の出席者一覧、来賓・先
B5罫紙(広島県広島
生、卒業年次別、左上に朱書で番
80 HK0080 名簿
国泰寺高等学
号「来賓・先生～19」あり、13～
校)15、手書
14、16、18欠
鯉城同窓会国泰寺高校卒業生
A4洋紙(レポート用
81 HK0081
の会会則案文
紙)2、手書
B5冊子(商工中金用
82 HK0082 原爆体験の記録原稿
箋9)1、手書
同一のもの4部、学校での被爆者
「広島一中一年生原爆生存者名
83 HK0083
昭和42年9月16日 B4洋紙4、青焼
に〇印、1部は加筆あり、HK0084
簿」
挟込一括
米田節次郎連絡先、他2名の氏名
84 HK0084 メモ
洋紙1、手書
あり
広島一中一年生原
34.4×18.0㎝洋紙 原爆被災状況記録のため、別紙
85 HK0085 依頼状
爆生存者一同・原邦
1、印刷
アンケートへの回答願い
彦→御遺族
HK0085の別紙、未使用、戦没生徒
B4洋紙1(アンケー
86 HK0086 アンケート用紙
氏名、当時の学友名、被爆状況、
ト用紙)、印刷
熱傷・外傷の有無、死亡時期など
高橋茂、原邦彦ら13名の現在の
B5洋紙(信義商会用
職業・家庭状況、被爆時の状況な
87 HK0087 アンケート回答
箋)13、青焼、手書 ど、HK0086のアンケートとは異
なる
B5洋紙(YÛKARI)1、
同期会写真送付の御礼、写真代
88 HK0088 書翰
手書
同封、差出人不明
B5洋紙(YÛKARI)1、 同期会出席の御礼、写真代不要
89 HK0089 書翰案文
(原邦彦)
手書
につき返金
A5洋紙(づつうに
90 HK0090 書翰
井出→原(邦彦)
9月18日
同期会御礼
ノーシン)1、手書
B5洋紙(頼島医
91 HK0091 書翰
頼島富子→原邦彦 9月18日
同期会御礼、アンケート同封
院)1、手書
「昭和二十年四月三日 木 池
92 HK0092 記
B5洋紙1、手書
田和之君宛 抜粋」
「此の度藤田正昭」
「ゆうかりの
B5洋紙(音楽の
93 HK0093 書翰案文
友よ ゆうかりのもとにつどい
友)1、手書
し友よ」などとあり
商品購入の礼状、奧付案、山本康
B5冊子1(15字詰原
94 HK0094 『ゆうかりの友』
出版記念原稿
夫、杉原哲郎、岡野愛子3名原稿
稿用紙47)、手書
浄書、あとがき、資金支援者名簿
封筒(広島県立広島
95 HK0095 封筒
HK0096～115一括
国泰寺高等学校)1
広島市立国泰寺中学校 第27 広島市立国泰寺中
25.3×12.3㎝冊子 昭和50年11月5日開催、手書「原
96 HK0096
回文化祭パンフレット
学校
1、印刷
みどり」
4


資料番号
97 HK0097

件 名

作成(発信→受信)

「二十五回忌 慰霊祭出席者名
広島一中遺族会
簿」

98 HK0098 慰霊祭準備メモ

作成年月日
昭和44年7月27日
昭和47年7月23日

99 HK0099 慰霊祭出席者名簿
100 HK0100

「広島一中遺族会慰霊祭参加名
簿」

101 HK0101

広島一中原爆死没者慰霊祭準
備メモコピー

形 態
B4仮綴1(洋紙3、
ホッチキス止め)、
印刷

会場設営に関するもの、手書・コ
B5洋紙2、手書、印刷 ピー各1、異同はあるが内容は同
一
B4仮綴(洋紙3、ホッ 氏名、住所、電話番号など、原本
チキス止め)1、印刷 手書
B4仮綴(洋紙2、ホッ 同一のもの2部、氏名、住所、電話
チキス止め)2、印刷 番号、原本手書
B4仮綴(B4・B5感熱
原本は広島県立広島国泰寺高等
紙各1、ホッチキス
学校用箋に手書
止め)1、印刷

昭和59年度広島県立第一中学
102 HK0102 校原爆死没者慰霊祭関係者名

103 HK0103

104 HK0104

105 HK0105

106 HK0106

107 HK0107
108 HK0108
109 HK0109
110 HK0110

111 HK0111

簿
昭和61年度広島県立第一中学
校原爆死没者慰霊祭関係者名
簿
昭和62年度広島県立第一中学
校原爆死没者慰霊祭関係者名
簿
「昭和63年度広島県立第一中学
校原爆死没者慰霊祭関係者名
簿」
「平成元年度広島県立第一中学
校原爆死没者慰霊祭関係者名
簿」
「平成2年度広島県立第一中学
校原爆死没者慰霊祭関係者名
簿」
「広島一中記念館の経緯と瓦保
福谷昭二
存について」
「追憶の歌 広島一中慰霊祭に
福谷昭二
捧ぐ－」
「平成3年度広島県立第一中学
校原爆死没者慰霊祭関係者名
簿」
「平成4年度広島県立第一中学
校原爆死没者慰霊祭関係者名
簿」

B5冊子1、印刷

昭和59年7月22日慰霊式式次第、
出席者氏名、住所、電話番号

B5冊子1、印刷

昭和61年7月27日慰霊式式次第、
参加者氏名、住所、電話番号

B5冊子1、印刷

昭和62年7月26日慰霊式式次第、
参加者氏名、住所、電話番号

B5冊子1、印刷

昭和63年7月24日慰霊式式次第、
参加者氏名、住所、電話番号

B5冊子1、印刷

平成元年7月23日慰霊式式次第、
参加者氏名、住所、電話番号

B5冊子1、印刷

平成2年7月22日慰霊式式次第、
参加者氏名、領収書1挟込、
HK0108～109挟込一括

B4洋紙1、印刷

平成2年7月22日慰霊祭

B4洋紙1、印刷

短歌4首、平成2年7月22日慰霊祭

B5冊子1、印刷

平成3年7月28日慰霊祭式次第、
参加者氏名、住所、電話番号

B5冊子1、印刷

平成4年7月26日慰霊祭式次第、
参加者氏名、住所、電話番号

「平成6年度広島県立第一中学
112 HK0112 校原爆死没者慰霊祭関係者名

B5冊子1、印刷

簿」
113 HK0113 「広島の鐘」
歌詞
114 HK0114

B4洋紙2、印刷

「追憶の歌 広島一中慰霊祭に
福谷昭二
捧ぐ－」

B4洋紙1、印刷

115 HK0115 新聞切抜コピー
116 HK0116 封筒

B4洋紙1
鯉城東京同窓会→
原邦彦

119 HK0119 書翰

NHK中国本部「原爆
昭和50年12月
の絵」係一同
田中敬孝、濱本正弘 昭和48年7月10日

120 HK0120 「八月六日を前に」

A4洋紙8

「原爆都によみがえる」原家紹介
の記事コピー8点

B4洋紙2、印刷

「原爆の絵を残そう」運動御礼

B4洋紙1、印刷
B4洋紙3、印刷

学校史編集委員会案内
国泰寺高校百年史の原爆関係抜
粋2部、1部は2頁揃、1部は2頁目
欠、手書の前書に異同あり

B5仮綴(B4洋紙4、二
『ゆうかりの友』334～340頁
つ折)1
封筒(鯉城同窓会)1 HK0123～124一括

121 HK0121 抜刷
122 HK0122 封筒
123 HK0123

平成6年7月24日慰霊祭式次第、
参加者氏名、住所、電話番号、B4
洋紙1(「追憶の歌」、HK0109と同
一)、領収書1挟込
作詞：増田玲助、作曲：木戸全一、
同一のもの2部、1部はHK0107か
ら合一
国泰寺高等学校長 福谷昭二
短歌4首、HK0109と異同あり
福谷昭二「レクイエム」(『中国
新聞』昭和63年8月5日付)

昭和49年12月23日 封筒(フジタ工業)1 HK0117～121一括

117 HK0117 新聞切抜コピー
118 HK0118 書翰

備 考

「広島県立第一中学校原爆死没
者慰霊祭(平成17年度)式次第」

B5洋紙1

124 HK0124 新聞切抜コピー

B5洋紙1
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平成17年7月24日慰霊祭
「爆心地 亡き子偲び手記複刊」
(『読売新聞』平成17年7月23日
付)


資料番号

件 名

125 HK0125 封筒
126 HK0126 「鯉城

第40号」

127 HK0127 封筒

作成(発信→受信)
作成年月日
NHK中国本部→原邦
彦
鯉城同窓会
平成2年8月10日
タビックスジャパ
ン広島支店

128 HK0128 新聞切抜

129 HK0129 新聞切抜
130 HK0130 封筒
131 HK0131 記念写真一括

132 HK0132 同窓会、
慰霊祭集合写真一括
133 HK0133 写真
134 HK0134 封筒
135 HK0135

ネガフィルム「広島一中原爆慰
霊祭」

136 HK0136 写真
137 HK0137 追憶の碑写真

138 HK0138 慰霊祭写真

139 HK0139 追憶の碑写真
140 HK0140 慰霊祭写真
141 HK0141 封筒
142 HK0142 ノート
「観音像

(不明)→ヌノヤ
現金帖」

143 HK0143 書翰

増進堂経理課→原
邦彦

144 HK0144 広告料領収書

中国新聞社→秋田
正之

145 HK0145 封筒

146 HK0146 「生き残った生徒の手記」

森下弘

147 HK0147 アンケート回答および感想文 竹西正志

アンケート回答および感想文
寄宿舎の思 山中哲偉
い出)

148 HK0148 (広島一中一年生

149 HK0149 「アンケート及び感想文」

本田重雄

封筒1

備 考
HK0126封入

同窓会報
表面に手書「原さん預かり写真
封筒1
‘05-5-2」、HK0128～129一括
「広島一中追憶碑」紙名不明(昭
B5台紙1
和36年7月24日付)、台紙(綴じ穴
あり)に貼付
「友の遺族招き追悼会」(『中国
B5台紙1
新聞』昭和42年9月18日付)、台紙
(綴じ穴あり)に貼付
封筒(鯉城同窓会)1 HK0131～133一括
広島一中、国泰寺高校時代の記
昭和22年3月～昭和 11.0×15.0㎝モノ 念写真、各写真裏に手書説明あ
26年3月
クロ7
り、1点目裏に付箋貼付、HK0131
～132はビニール袋一括
11.0×15.0㎝モノ
クロ3、13.6×19.0 1点裏に姓書込
㎝モノクロ1
9.0×12.7㎝カラー
平成17年5月28日
1
表書「山下様 原道子」、HK0135
封筒1
～140一括
表書「広島一中原爆慰霊祭 澤
昭和48年7月22日 5コマ切4、3コマ切2
田」
8.0×11.8㎝モノク
昭和48年7月22日
慰霊祭写真、HK0135ネガに貼付
ロ1
「追憶の碑は旧広島一中校庭(現
8.0×11.8㎝カラー
在国泰寺高校)に建つ」と記した
2
用箋に挟込
「慰霊祭の席上で．．．。右から三
9.0×13.0㎝モノク 人目 秋田正之遺族会長 二人
ロ1
目 浜本国泰寺高校校長」と記
した用箋に挟込
8.0×11.8㎝カラー「追悼(ﾏﾏ)の碑 カラー 10枚 松
10
尾記」と記した用箋に挟込
7.7×11.3㎝モノク
ロ18
封筒1
HK0142～144一括
B5冊子1、手書
HK0143挟込
B6変洋紙2、封筒(株
報証券引換金送致について、領
昭和50年2月21日 式会社増進堂受験
収書同封
研究社)1
7月17日掲載分、広告主「ヌノ
専用紙1、A5洋紙1、
昭和46年8月2日
ヤ」、件名「コクチ」、添え状ク
封筒(中国新聞社)1
リップ一括
封筒(九州凸版印刷 表書「449～498 X」、HK0146～
株式会社)1
152一括
B4原稿は表紙および筆者紹介、
B5綴(B4原稿用紙2、
A4原稿は森下弘「原爆体験とそ
A4原稿用紙10)1、手
の後」、ノンブル449～459、編集
書
あり
原邦彦宛添え状(洋紙2)、ノンブ
B4原稿用紙2、B5洋
ル460～463、編集あり、HK0087の
紙2、手書
回答
B5綴(B5警視庁用箋
1、B4原稿用紙8、 ノンブル464、ノンブル465～
ホッチキス止め)1、472、編集あり、HK0087の回答
手書
B5綴(原稿用紙13、
ノンブル473～484、編集あり、
ホッチキス止め)1、
HK0087の回答
手書
ノンブル485～496、編集あり、
B4原稿用紙12、手書
HK0087の回答
B4洋紙1、手書
教職員15名、ノンブル497

アンケート回答および感想文
原邦彦
原邦彦
151 HK0151 「原爆による死亡者の名簿」
真田安夫(鯉城同窓
会会長)・田中敬孝
152 HK0152 学校史編集関係資料提供依頼 (学校史編集委員
昭和48年7月19日
長)・濱本正弘(広島
国泰寺高等学校長)
150 HK0150

形 態

6

B5冊子1

添付資料として明治7年以降の
B4仮綴(洋紙4、印
校長、
『鯉城』発刊、校舎、学校行
刷、青焼、ホッチキ
事、運動部などを一覧にした年
ス止め)1
表、書込あり


資料番号

件 名

153 HK0153 封筒
154 HK0154

作成(発信→受信)
本田重雄→原邦彦

作成年月日
形 態
昭和45年10月24日
封筒1
(消印)

名簿「在学中原爆による死亡
者」

157 HK0157 名簿

158 HK0158 名簿
159 HK0159 名簿

「鯉城同窓会 国泰寺高校卒業
鯉城同窓会
生の会 整理券」
羽田篤司→鯉城同
161 HK0161 領収証
窓会
160 HK0160

162 HK0456

「(昭和2)6年3月 (国)泰寺高
等学校(卒)業生名簿」

163 HK0457 「森房人命

昭和43年5月12日
（昭和26年3月）

二十年祭記」

164 HK0458 写真
165 HK0459

「済美の友 済美学校之碑建立
済美学校校友会
記念号」

166 HK0460 「会員名簿

昭和44年9月現在」済美学校校友会

167 HK0461 書翰

若林高行→ぬのや
内済美学校同窓会
事務局

172 HK0466 領収証

150,000円

表表紙破損、同書に手書「筆」
「三・四 原邦彦」
「嬉」とあり、書
B6冊子1、印刷、手書
込多数、HK0456～0483は平和セ
ンターが追補資料として収受
表表紙裏に森房人の肖像写真貼
A5冊子1、印刷
付、裏表紙表に書込あり
11.6×8.3㎝カラー
済美学校之碑
1
B5変冊子1、印刷

昭和44年9月28日

A5冊子1、印刷

昭和53年6月1日(消
葉書1、手書
印)

原邦彦による住所の訂正など多
数、HK0461を挟込一括
通信欄に氏名、卒業年、最終卒業
学校、住所の表

済美学校之碑建設にかかる寄付
B5ルーズリーフ1、 者名簿、日付順、卒業年次別、
手書
HK0463～0464、0468を挟込一括、
ほか挟込1点
B5洋紙1、手書
建設記念行事のメモ

169 HK0463 メモ

171 HK0465 書翰

B7洋紙1、印刷

昭和46年6月1日

168 HK0462 寄付者名簿

170 HK0464 書翰

HK0154～161を一括

氏名154名、死亡者8名、勤務先、
A4洋紙1、A3洋紙3、
職名、所在地、住所、電話番号85
手書
名
氏名、生徒192名、職員9名、死亡
B5洋紙11、手書
者8名、勤務先、出身大学、職名、
所在地、住所、電話番号など
『鯉城』173～174頁切取、広島一
中在学中原爆による死亡者学年
A5洋紙1、印刷、手書 別、名簿に4名を手書で追記、生
徒355名、右肩ノンブル498など
印刷指示書込
氏名、男女75名、死亡者6名、出身
B5洋紙5、手書
大学名、勤務先、住所
1頁目世話人原邦彦他6名、2頁目
氏名リスト、ほか名簿7点、氏名、
B5洋紙9、手書
男女116名、出身大学、勤務先、職
名、所在地、住所
B5罫紙3、手書
男女38名
昭和43年5月12日開催、手書「16
B7変洋紙1、印刷
～19 ￥700」

名簿「広島一中(昭和20年入学)
～鯉城高校(昭和24年終了)」

155 HK0155 名簿
「広島一中、鯉城」

156 HK0156

備 考

(奥村務)→ぬのや
内済美学校同窓会
事務局
藤井数子→済美学
校四十期幹事会
済美校友会

昭和46年5月22日
(消印)

葉書1、手書

通信欄に氏名、卒業年、最終卒業
学校、住所の表

昭和45年5月16日
(消印)

葉書1、手書

葉書受取、済美小学校は転校の
ため卒業していない

昭和45年5月30日

173 HK0467 メモ

174 HK0468 メモおよび振込通知書
175 HK0469 写真ネガ
176 HK0470 「済美校友会住所訂正者名簿」

177 HK0471 出納簿

178 HK0472 メモ一括
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A6変洋紙1、印刷、手
済美学校記念碑寄附金
書
手書「寄付金額〆」とあり、
「自店
B6変洋紙1、印刷、手
専用御届け伝票申込書」に裏書
書
き、HK0468とクリップ留一括
長崎屋メモ用紙3、封筒入振込通
B7洋紙3、B7変洋紙
知表(済美校友会宛)2、振込通知
2、A6洋紙2、封筒2
書2点、封筒表手書あり
4.0×3.0㎝ネガ1 原邦彦
9頁2部、1部ルーズリーフ手書、1
B5洋紙18、手書
部コピー、HK0462に挟込
函表に印刷「Fukusuke week
Diary」、
『ゆうかりの友』出版支
A5冊子1、印刷、手
援寄付金出納、前半入金末尾支
書、函入
出、HK0472～0477挟込一括、ほか
に挟込1点
箸袋、婦人物セーター発注票な
洋紙8、手書
どに裏書、8名分、氏名、住所勤務
先、寄付金額など記載


資料番号

件 名

179 HK0473 書翰

作成(発信→受信)
築山尚子

作成年月日
昭和□年9月25日

180 HK0474 封筒
181 HK0475 メモ

182 HK0476 領収証

183 HK0477 「
「ゆうかりの友」寄付者名簿」
184 HK0478 書翰案文
185 HK0479 封筒
186 HK0480 書翰
187 HK0481

秋田正之
高橋富久子→原邦
彦
高橋富久子→原邦
彦

「フタバ 広島県師範学校付属
小学校尋常科第一学年誌」

昭和14年12月

188 HK0482

同志社時代ノート「同志社大学
原邦彦
経済学部1951年度49番」

189 HK0483

同志社時代ノート「法律学B
秋山哲教授」

原邦彦
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形 態

備 考
『ゆうかりの友』感謝、御遺族の
B5洋紙2、手書
心中拝察、書出しに「追伸」とあ
り
表書「御礼(ユーカリの友) 五
封筒1
領田」、HK0475封入
広告の一部切取、氏名住所寄付
16.3×4.5㎝洋紙1
金額記入
広島一中被爆生徒会原邦彦名義
10.5×18.7㎝綴1、“ゆうかりの友”出版資金寄付
印刷、手書
金、裏表紙に「延岡」などと書か
れた手書地図あり
同一のもの2部(日本メラミン株
B5洋紙8、手書、青焼
式会社用箋4)、1部手書、1部青焼
出版資金寄附の謝辞2部、異同あ
B5原稿用紙2、手書
るが内容ほぼ同一
封筒(Nissan Motor
HK0480～0481を一括
Co)1
クラス会の御礼、小学一年時の
B5洋紙3、手書
文集送付
B5変冊子1、謄写版、
2部(1部コピー )
B5冊子1、印刷
表表紙に手書「同志社大学経済
A5冊子1、手書
学部1951年度49番、原邦彦」など
とあり
表表紙に手書「法律学 秋山哲
B5冊子1、手書
教授 同志社大学経済学部 原
邦彦」とあり、挟込4点

2．戦没状況アンケート回答
資料番号

件 名

作成(発信→受信)

作成年月日

190 HK0162 戦没状況回答
191 HK0163 戦没状況回答

磯村テツコ→原邦
彦

昭和44年10月8日
(消印)
昭和43年9月23日
(消印)

192 HK0164 戦没状況回答

石川俊雄→原邦彦

193 HK0165 戦没状況回答

大土省三→原邦彦

昭和43年10月7日

194 HK0166 戦没状況回答

木原朝子→原邦彦

昭和43年9月24日
(消印)

195 HK0167 戦没状況回答

久保原ミエ→原邦
彦

昭和43年9月16日
(消印)

196 HK0168 戦没状況回答

城本勝司→原邦彦

昭和43年9月17日
(消印)

197 HK0169 戦没状況回答

角井千代子→原邦
彦

昭和43年10月23日
(消印)

199 HK0171 戦没状況回答

高石作市→原邦彦

□年□月30日(消
印)

200 HK0172 戦没状況回答

乃美巌→原邦彦

201 HK0173 戦没状況回答

平岡静子→原邦彦

202 HK0174 戦没状況回答

松永繁→原邦彦

昭和43年9月17日
(消印)

203 HK0175 戦没状況回答

山蔭貫之→原邦彦

昭和43年10月25日

204 HK0176 戦没状況回答

横田登→原邦彦

昭和43年9月16日
(消印)

205 HK0177 戦没状況回答

脇本恭一→原邦彦

昭和43年9月18日
(消印)

206 HK0178 戦没状況回答

有田幸弘→原邦彦

昭和43年9月30日
(消印)

207 HK0179 戦没状況回答

芥河二郎→原邦彦

昭和42年9月19日

208 HK0180 戦没状況回答

浅川勇吉→原邦彦

昭和43年9月16日
(消印)

209 HK0181 戦没状況回答

荒木徹男→原邦彦

昭和43年10月16日

210 HK0182 戦没状況回答

青山春→原邦彦

211 HK0183 戦没状況回答

伊藤實雄→原邦彦

212 HK0184 戦没状況回答

伊東秋男→原邦彦

213 HK0185 戦没状況回答

池田定→原邦彦

昭和43年9月15日
(消印)

214 HK0186 戦没状況回答

池田栄蔵→原邦彦

昭和43年9月27日
(消印)

198 HK0170 戦没状況回答

昭和43年9月27日
(消印は26日付)
昭和43年9月21日
(消印)

昭和43年10月31日
(消印)
昭和43年9月13日
(消印)
昭和43年9月16日
(消印)
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形 態

備 考
伊東武治(第3学年、皆実町)の死
B5洋紙1、手書
亡について、12日、永田救護所、
封筒欠
B4洋紙(アンケート 磯村節(第3学年、済美)の死亡に
用紙)1、手書、封筒 ついて、9日、似島救護所
B4洋紙(アンケート 石川祐之(第3学年、尾長)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、15日、矢賀町の自宅
B4洋紙(アンケート
大土茁(第3学年、尾長)の死亡に
用紙)1、B5洋紙3貼
ついて、9日、尾長町の自宅
付、手書、封筒
大屋恵市(第3学年、小倉市堺町)
B4洋紙(アンケート
の死亡について、20日、山本村の
用紙)1、手書、封筒
知人宅
B4洋紙(アンケート 久保原篤三(第3学年、光道)の死
用紙)1、手書、封筒 亡について、7日
城本博司(第3学年、熊野第一)の
B4洋紙(アンケート
死亡について、11月25日、友人宅
用紙)1、手書、封筒
に避難後自宅へ、寄宿舎で死亡
B4洋紙(アンケート 角井利春(第3学年、大手町)の死
用紙)1、手書、封筒 亡について、6日、土橋
田中昭生(第3学年、県師範付属)
B5罫紙2、手書
の死亡について、8日、永田救護
所、封筒欠
高石武信(第3学年、五日市観音)
B4洋紙(アンケート
の死亡について、14日、観音小救
用紙)1、手書、封筒
護所
B4洋紙(アンケート 乃美幸雄(第3学年、安佐狩小川)
用紙)1、手書、封筒 の死亡について、9日、自宅
B4洋紙(アンケート 平岡一幹(第3学年、白島)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、7日、自宅
松永好継(第3学年、奥海田)の死
B4洋紙(アンケート
亡について、8日、自宅、
「別紙」と
用紙)1、手書、封筒
あるが付属資料なし
山蔭達郎(第3学年、県師範付属)
B4洋紙(アンケート
の死亡について、8日、己斐の軍
用紙)1、手書、封筒
需工場
B4洋紙(アンケート 横田勵吾(第3学年、幟町)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、7日、大河小救護所
脇本洸(第3学年、江田島)の死亡
B4洋紙(アンケート
について、鶴見橋、具体的に記載
用紙)1、手書、封筒
なし
B4洋紙(アンケート 有田政弘(第1学年、段原)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、不詳
芥河純(第1学年、千田)の死亡に
ついて、8日、似島救護所、兄俊郎
B4洋紙(アンケート
（千田小卒、第3学年）7日、己斐
用紙)1、手書、封筒
小学校へ逃げ高須の工場にて死
亡の記述あり
B4洋紙(アンケート 浅川正夫(第1学年、白島)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、28日、自宅
B4洋紙(アンケート 荒木済(第1学年、竹屋)の死亡に
用紙)1、手書、封筒、ついて、31日、岩国海軍病院、追
B5罫紙1
記の書翰同封
B4洋紙(アンケート 青山久男(第1学年、大手町)の死
用紙)1、手書、封筒 亡について、不詳
B4洋紙(アンケート 伊藤忠造(第1学年、熊野第一)の
用紙)1、手書、封筒 死亡について、8日、自宅
B4洋紙(アンケート 伊東宏(第1学年、矢野)の死亡に
用紙)1、手書、封筒 ついて、9月1日、自宅
池田安喜(第1学年、西条御園宇)
B4洋紙(アンケート
の死亡について、6日、校舎焼け
用紙)1、手書、封筒
跡で白骨
B4洋紙(アンケート 池田一郎(第1学年、千田)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、7日、似島救護所


資料番号

件 名

215 HK0187 戦没状況回答

作成(発信→受信)
池田ハルヨ→原邦
彦

作成年月日
昭和□年9月19日

井出カナヨ→原邦
彦
岩宮フジコ→原邦
彦

昭和42年9月16日
(消印)

218 HK0190 戦没状況回答

岩田恒男→原邦彦

昭和43年11月2日

219 HK0191 戦没状況回答

岩竹ヨシノ→原邦
彦

昭和42年9月12日

220 HK0192 戦没状況回答

板倉誠吉→原邦彦

昭和43年10月3日

221 HK0193 戦没状況回答

石田守→原邦彦

昭和43年9月17日
(消印)

222 HK0194 戦没状況回答

石本和吉→原邦彦

昭和43年9月18日
(消印)

223 HK0195 戦没状況回答

石丸豊→原邦彦

昭和43年9月18日
(消印)

224 HK0196 戦没状況回答

飯島乙己→原邦彦

昭和43年10月5日
(消印)

225 HK0197 戦没状況回答

猪原千代重→原邦
彦

昭和42年10月1日
(消印)

226 HK0198 戦没状況回答

植田実→原邦彦

昭和42年9月19日

227 HK0199 戦没状況回答

植田盈→原邦彦

昭和42年10月12日
(消印)

228 HK0200 戦没状況回答

浦節雄→原邦彦

昭和43年9月19日
(消印)

229 HK0201 戦没状況回答

宇都信→原邦彦

昭和42年9月20日

230 HK0202 戦没状況回答

宇根ハナ→原邦彦

昭和42年9月19日
(消印)

231 HK0203 戦没状況回答

太田司朗→原邦彦

232 HK0204 戦没状況回答

大熊勇雄→原邦彦

233 HK0205 戦没状況回答

太田ユキ子→原邦
彦

昭和42年9月23日
(消印)
昭和43年9月19日
(消印)
昭和43年10月29日
(消印)

234 HK0206 戦没状況回答

大内剛→原邦彦

昭和43年9月28日

235 HK0207 戦没状況回答

岡田三郎→原邦彦

216 HK0188 戦没状況回答
217 HK0189 戦没状況回答

236 HK0208 戦没状況回答

昭和43年10月22日

昭和43年9月14日
(消印)
昭和42年9月29日
(消印)

237 HK0209 戦没状況回答

岡野愛子→原邦彦

昭和43年10月26日
(消印)

238 HK0210 戦没状況回答

小方相次→原邦彦

昭和43年9月19日
(消印)

239 HK0211 戦没状況回答

奥田左近→原邦彦

昭和42年9月26日

240 HK0212 戦没状況回答

長逸江→原邦彦

昭和43年9月14日

241 HK0213 戦没状況回答

川島要→原邦彦

昭和43年10月22日
(消印)
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形 態
備 考
B4洋紙(アンケート 池田昭夫(第1学年、戸河内)の死
用紙)1、B5変洋紙3、亡について、9日、似島救護所、書
手書、封筒
翰同封
B4洋紙(アンケート 井出聰昭(第1学年、中山)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、28日、自宅
B4洋紙(アンケート 岩宮清人(第1学年、大河)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、9月2日、自宅
岩田邦彦(第1学年、付属東雲)の
B4洋紙(アンケート
死亡について、8日、金輪島救護
用紙)1、手書、封筒
所
岩竹孝(第1学年、不明)の死亡に
B5洋紙7、手書、封筒 ついて、不詳、校舎焼け跡で白
骨、アンケート回答用紙なし
板倉睦人(第1学年、中島)の死亡
B4洋紙(アンケート
について、6日、広島一中6学級教
用紙)1、手書、封筒
室
石田耕三(第1学年、安佐宇賀)の
B4洋紙(アンケート
死亡について、8日、引き取り帰
用紙)1、手書、封筒
宅移送中
B4洋紙(アンケート 石本英彦(第1学年、千田)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、6日、鯛尾救護所
石丸敬(第1学年、札幌―北京
B4洋紙(アンケート
―牛田)の死亡について、6日、竹
用紙)1、手書、封筒
屋町36で死体
飯島利彦(第1学年、荒神町)の死
B4洋紙(アンケート
亡について、6日、一中校外グラ
用紙)1、手書、封筒
ンドで死体
猪原清道(第1学年、加計)の死亡
B4洋紙(アンケート
について、7日、柳橋、1年後に同
用紙)1、手書、封筒
級生の父親と兄から知らされる
B4洋紙(アンケート 植田孝(第1学年、嚶鳴)の死亡に
用紙)1、手書、封筒 ついて、8日、似島救護所
B4洋紙(アンケート 植田寛治(第1学年、東京 府中
用紙)1、A4原稿用紙 ―船越)の死亡について、不詳、
2、手書、封筒
書翰同封
浦郁雄(第1学年、杉並第4小―都
B4洋紙(アンケート
立第4中)の死亡について、7日、
用紙)1、手書、封筒
下宿
B4洋紙(アンケート 宇都桂三(第1学年、済美)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、6日
宇根弘哲(第1学年、大竹)の死亡
B4洋紙(アンケート について、行方不明、アンケート
用紙)1、手書、封筒 には学生の名前なし、
『ゆうかり
の友』118頁参照
B4洋紙(アンケート 太田圭治(第1学年、白島)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、6～7日、似島救護所
B4洋紙(アンケート 大熊寛(第1学年、東京 赤城)の
用紙)1、手書、封筒 死亡について、校庭
B4洋紙(アンケート 太田博之(第1学年、荒神)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、6日、不詳
大内晧嗣(第1学年、東京 赤羽
B4洋紙(アンケート
―大芝)の死亡について、6日、国
用紙)1、手書、封筒
泰寺町
B4洋紙(アンケート 岡田達志(第1学年、玖波)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、7日、金輪島救護所
B4洋紙(アンケート 岡田宏二(第1学年、三高)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、6日、不詳
B4洋紙(アンケート
岡野博昌(第1学年、奥海田)の死
用紙)1、B5変洋紙2、
亡について、不詳、書翰同封
手書、封筒
B4洋紙(アンケート 小方健(第1学年、皆実)の死亡に
用紙)1、洋紙1、手 ついて、23日、山崎病院救護所、
書、封筒
メモ同封
B4洋紙(アンケート 奥田博通(第1学年、中島)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、7日、金輪島救護所
B4洋紙(アンケート 長博幸(第1学年、観音)の死亡に
用紙)1、手書、封筒 ついて、不詳
B4洋紙(アンケート 川島隆(第1学年、千田)の死亡に
用紙)1、B5洋紙1、手 ついて、6日(父の推定)、書翰同
書、封筒
封


資料番号

件 名

作成(発信→受信)

作成年月日

242 HK0214 戦没状況回答

川手富子→原邦彦

昭和43年10月7日
(消印)

243 HK0215 戦没状況回答

河野リウ→原邦彦

昭和42年9月19日
(消印)

244 HK0216 戦没状況回答

金川長松→原邦彦

昭和43年9月13日

245 HK0217 戦没状況回答

金子安男→原邦彦

246 HK0218 戦没状況回答

梶山忠次→原邦彦

247 HK0219 戦没状況回答

梶原一貫→原邦彦

昭和42年9月20日

248 HK0220 戦没状況回答

梶井季雄→原邦彦

昭和42年9月26日
(消印)

249 HK0221 戦没状況回答

加藤堯雄→原邦彦

昭和43年9月20日

250 HK0222 戦没状況回答

鎌田正男→原邦彦

251 HK0223 戦没状況回答

黒田芳夫→原邦彦

昭和42年9月19日
(消印)

252 HK0224 戦没状況回答

久保綾子→原邦彦

昭和43年10月20日

253 HK0225 戦没状況回答

栗栖寛→原邦彦

昭和42年9月19日
(消印)

254 HK0226 戦没状況回答

佐々木綾子→原邦
彦

昭和42年10月5日

255 HK0227 戦没状況回答

佐々木乃文右(貞
子)→原邦彦

昭和43年9月14日
(消印)

256 HK0228 戦没状況回答

佐々木文與→原邦
彦

昭和43年9月27日
(消印)

257 HK0229 戦没状況回答

佐々木大五郎→原
邦彦

昭和43年10月3日
(消印)

258 HK0230 戦没状況回答

坂本弘美→原邦彦

259 HK0231 戦没状況回答

沢村敏衛→原邦彦

260 HK0232 戦没状況回答

瓜原寿美子→原邦
彦

昭和43年9月15日

261 HK0233 戦没状況回答

新久昭俊→原邦彦

昭和42年10月2日
(消印)

262 HK0234 戦没状況回答

新庄花子→原邦彦

昭和42年9月19日

263 HK0235 戦没状況回答

白川健三→原邦彦

昭和43年9月12日

264 HK0236 戦没状況回答

清水年児→原邦彦

昭和43年9月29日
(消印)

265 HK0237 戦没状況回答

食堂緑→原邦彦

266 HK0238 戦没状況回答

庄賀雄平→原邦彦

267 HK0239 戦没状況回答

芝田壽→原邦彦

268 HK0240 戦没状況回答

菅野キヨ子→原邦
彦

269 HK0241 戦没状況回答

杉原哲郎→原邦彦

昭和43年10月5日
(消印)
昭和43年9月13日
(消印)

昭和43年9月28日
(消印)
昭和43年10月26日
(消印)

昭和43年10月21日
(消印)
昭和43年10月30日
(消印)
昭和42年9月18日
(消印)
昭和43年10月8日
(消印)
昭和42年9月18日
(消印)
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形 態
備 考
B4洋紙(アンケート 川手明(第1学年、沖村)の死亡に
用紙)1、B5変洋紙2、ついて、6日(家族推定)、8日遺体
手書、封筒
発見、書翰同封
B4洋紙(アンケート 河野章一(第1学年、竹屋)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、不詳
金川利博(第1学年、呉東本通)の
B4洋紙(アンケート
死亡について、22日、自宅、回答
用紙)2、手書、封筒
用紙2通、記述部分異なる
B4洋紙(アンケート 金子四郎(第1学年、千田)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、不詳
B4洋紙(アンケート 梶山祐宏(第1学年、宇品)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、7日、鯛尾救護所
B4洋紙(アンケート 梶原和昭(第1学年、瀬野)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、6日、鯛尾救護所
梶井公明(第1学年、地御前)の死
B4洋紙(アンケート
亡について、6日、学校の南運動
用紙)1、手書、封筒
場
B4洋紙(アンケート 加藤文靖(第1学年、佐世保光苑)
用紙)1、手書、封筒 の死亡について、不詳
鎌田崇(第1学年、浦刈 向)の死
B4洋紙(アンケート
亡について、不詳、回答者鎌田正
用紙)1、手書、名刺
男の自宅・勤務先の名刺各1点同
2、封筒
封
B4洋紙(アンケート 黒田芳久(第1学年、四谷第2)の
用紙)1、手書、封筒 死亡について、28日、自宅
B4洋紙(アンケート 久保正彦(第1学年、祇園 山本)
用紙)1、手書、封筒 の死亡について、7日、鶴見橋
B4洋紙(アンケート 栗栖慎一郎(第1学年、殿賀)の死
用紙)1、手書、封筒 亡について、不詳
佐々木一彦(第1学年、大手町)の
B4洋紙(アンケート
死亡について、不詳、プール横に
用紙)1、手書、封筒
死体安置
B4洋紙(アンケート 佐々木研冶(第1学年、白島)の死
用紙)1、手書、封筒 亡について、不詳
佐々木英世(第1学年、東志和)の
B4洋紙(アンケート
死亡について、不詳、似島救護所
用紙)1、手書、封筒
と推定
B4洋紙(アンケート 佐々木和成(第1学年、西条 寺
用紙)1、手書、写真 西)の死亡について、不詳、本人
1、封筒
の写真1同封
B4洋紙(アンケート 坂本達雄(第1学年、厳島)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、7日、日赤病院庭
B4洋紙(アンケート 澤村定(第1学年、安芸府中)の死
用紙)1、手書、封筒 亡について、不詳
B4洋紙(アンケート 酒井康温(第1学年、能美 中町)
用紙)1、B5変洋紙1、の死亡について、9月2日、自宅、
手書、封筒
書翰同封
B4洋紙(アンケート 新久和俊(第1学年、県師付属)の
用紙)1、手書、封筒 死亡について、6日、自宅
B4洋紙(アンケート 新庄義平(第1学年、比治山)の死
用紙)1、手書、封筒 亡について、不詳
白川義成(第1学年、[広瀬北町])
B4洋紙(アンケート
の死亡について、8日、宇品船舶
用紙)1、手書、封筒
練習部
清水信雄(第1学年、八本松吉川)
B4洋紙(アンケート の死亡について、9日、似島、アン
用紙)1、手書、封筒 ケートには学生の名前なし、
『ゆ
うかりの友』158頁参照
B4洋紙(アンケート 食堂純治(第1学年、安芸府中)の
用紙)1、手書、封筒 死亡について、6日、プール脇
B4洋紙(アンケート 庄賀隆義(第1学年、熊野第一)の
用紙)1、手書、封筒 死亡について、不詳
B4洋紙(アンケート 芝田孝治(第1学年、牛田)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、不詳
B4洋紙(アンケート 菅野幹雄(第1学年、幟町)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、9月1日、自宅
B4洋紙(アンケート 杉原啓(第1学年、袋町)の死亡に
用紙)1、手書、封筒 ついて、27日、母疎開先


資料番号

件 名

作成(発信→受信)

270 HK0242 戦没状況回答
271 HK0243 戦没状況回答

住田トシコ→原邦
彦

272 HK0244 戦没状況回答

瀬越鉄蔵→原邦彦

273 HK0245 戦没状況回答

相馬すゑ→原邦彦

274 HK0246 戦没状況回答

田村御園→原邦彦

275 HK0247 戦没状況回答

田村菊子→原邦彦

276 HK0248 戦没状況回答
277 HK0249 戦没状況回答

大奈良早苗→原邦
彦
田川千ヱ子→原邦
彦

278 HK0250 戦没状況回答

田川サカヱ(サカ
エ)→原邦彦

279 HK0251 戦没状況回答

田中まさよ→原邦
彦

280 HK0252 戦没状況回答

田中英子→原邦彦

281 HK0253 戦没状況回答

田原チヒロ→原邦
彦

282 HK0254 戦没状況回答

高橋房子→原邦彦

283 HK0255 戦没状況回答

高橋敏雄→原邦彦

284 HK0256 戦没状況回答

谷本幸子→原邦彦

285 HK0257 戦没状況回答

立川トシコ→原邦
彦

286 HK0258 戦没状況回答

地後寿彦→原邦彦

287 HK0259 戦没状況回答

対馬郡三→原邦彦

288 HK0260 戦没状況回答

佃栄五郎→原邦彦

289 HK0261 戦没状況回答

塚脇邦吉→原邦彦

290 HK0262 戦没状況回答

手島悟→原邦彦

291 HK0263 戦没状況回答

寺尾カツヨ→原邦
彦

292 HK0264 戦没状況回答

徳永芳人→原邦彦

293 HK0265 戦没状況回答

富田実作→原邦彦

294 HK0266 戦没状況回答

土井千代都→原邦
彦

295 HK0267 戦没状況回答

中野大→原邦彦

296 HK0268 戦没状況回答

中村明子→原邦彦

297 HK0269 戦没状況回答

中津トモヨ→原邦
彦

298 HK0270 戦没状況回答

中野初代→原邦彦

作成年月日

形 態
備 考
B4洋紙(アンケート 諏訪本祐造(第1学年、安芸 横
用紙)1、A4原稿用紙 浜)の死亡について、不詳、原稿
10、手書、封筒
同封
昭和43年9月21日 B4洋紙(アンケート 住田隆明(第1学年、東志和)の死
(消印)
用紙)1、手書、封筒 亡について、7日、叔父の家
B4洋紙(アンケート 瀬越哲(第1学年、荒神)の死亡に
昭和42年9月19日
用紙)1、手書、封筒 ついて、不詳
昭和43年10月25日 B4洋紙(アンケート 相馬幸夫(第1学年、舟入)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、30日、自宅
B4洋紙(アンケート 田村汀児(第1学年、草津)の死亡
昭和43年9月18日
用紙)1、手書、封筒 について、26日、自宅
昭和43年9月21日 B4洋紙(アンケート 田村尤史郎(第1学年、県師付属)
(消印)
用紙)1、手書、封筒 の死亡について、26日、自宅
昭和43年8月25日 B4洋紙(アンケート 田村亨(第1学年、中島)の死亡に
(消印)
用紙)1、手書、封筒 ついて、7日、似島救護所
昭和44年7月8日(消 B4洋紙(アンケート 田川正登(第1学年、緑井)の死亡
印)
用紙)1、手書、封筒 について、不詳
B4洋紙(アンケート
田川利夫(第1学年、天満)の死亡
昭和43年10月24日 用紙)1、B5変洋紙7、
について、記載なし、書翰同封
手書、封筒
昭和43年10月12日 B4洋紙(アンケート 田中冨士雄(第1学年、大野)の死
(消印)
用紙)1、手書、封筒 亡について、不詳
昭和43年10月25日 B4洋紙(アンケート 田中伸作(第1学年、皆実)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、6日、一中校舎付近
田原晃二(第1学年、舟入)の死亡
昭和42年10月2日 B4洋紙(アンケート について、12日、似島救護所、ア
(消印)
用紙)1、手書、封筒 ンケートには学生の名前なし、
『ゆうかりの友』182頁参照
昭和42年9月26日 B4洋紙(アンケート 高橋浄二(第1学年、狩小川)の死
(消印)
用紙)1、手書、封筒 亡について、7日、似島救護所
高橋清恒(第1学年、済美)の死亡
昭和42年9月20日 B4洋紙(アンケート
について、9日、学校の生存者連
(消印)
用紙)1、手書、封筒
絡の中にあり、日赤
B4洋紙(アンケート
谷本吉朗(第1学年、嚶鳴)の死亡
昭和43年10月29日 用紙)1、手書、B5変
について、6日、書翰同封
洋紙2、封筒
B4洋紙(アンケート 立川整吾(第1学年、八重東)の死
昭和43年10月26日
用紙)1、手書、封筒 亡について、不詳
昭和42年9月18日 B4洋紙(アンケート 地後雅章(第1学年、幟町)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、7日、似島救護所
昭和42年9月19日 B4洋紙(アンケート 対馬義矩(第1学年、荒神)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、不詳
昭和42年9月28日 B4洋紙(アンケート 佃實(第1学年、廿日市)の死亡に
(消印)
用紙)1、手書、封筒 ついて、不詳
塚脇敬亮(第1学年、光道)の死亡
昭和43年9月24日 B4洋紙(アンケート
について、17日、似島から石内の
(消印)
用紙)1、手書、封筒
寺院
昭和43年9月18日 B4洋紙(アンケート 手島敏明(第1学年、海田)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、12日、金輪島から自宅
B4洋紙(アンケート 寺尾正士(第1学年、安佐山本)の
昭和43年10月31日
用紙)1、手書、B5変 死亡について、7日、宇品学園、便
(消印)
洋紙2、封筒
箋2同封
昭和42年9月19日 B4洋紙(アンケート 徳永等(第1学年、高田)の死亡に
(消印)
用紙)1、手書、封筒 ついて、29日、自宅
昭和43年9月18日 B4洋紙(アンケート 富田基司(第1学年、長束)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、6日、不詳
昭和43年9月21日 B4洋紙(アンケート 土井隆義(第1学年、戸坂)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、不詳
昭和43年10月5日 B4洋紙(アンケート 中野道夫(第1学年、口田)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、7日ヵ
昭和42年9月22日 B4洋紙(アンケート 中村高城(第1学年、鎌倉第一)の
(消印)
用紙)1、手書、封筒 死亡について、9月1日、自宅
中津勲(第1学年、広瀬)の死亡に
ついて、8日、暁部隊で死亡診断
昭和43年10月15日 B4洋紙(アンケート
書、アンケートには学生の名前
(消印)
用紙)1、手書、封筒
なし、
『ゆうかりの友』202頁参
照
昭和43年9月21日 B4洋紙(アンケート 中野正記(第1学年、可部)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、不詳
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資料番号

件 名

作成(発信→受信)

299 HK0271 戦没状況回答
300 HK0272 戦没状況回答

仲岡肇→原邦彦

301 HK0273 戦没状況回答

堀田春子→原邦彦

302 HK0274 戦没状況回答

西名一郎→原邦彦

303 HK0275 戦没状況回答

西迫ミスヨ→原邦
彦

304 HK0276 戦没状況回答

西村武則→原邦彦

305 HK0277 戦没状況回答

西土井敏人→原邦
彦

306 HK0278 戦没状況回答

西尾早吉→原邦彦

307 HK0279 戦没状況回答

森下秋二→原邦彦

308 HK0280 戦没状況回答

新田滋子→原邦彦

309 HK0281 戦没状況回答

二宮三郎→原邦彦

310 HK0282 戦没状況回答

野北昇→原邦彦

311 HK0283 戦没状況回答

野間美津→原邦彦

312 HK0284 戦没状況回答

前山芳江→原邦彦

313 HK0285 戦没状況回答

原いつみ→原邦彦

314 HK0286 戦没状況回答

長谷川トク→原邦
彦

315 HK0287 戦没状況回答

浜田操→原邦彦

316 HK0288 戦没状況回答

半田美子→原邦彦

317 HK0289 戦没状況回答

畠山暁→原邦彦

318 HK0290 戦没状況回答

花谷本六→原邦彦

319 HK0291 戦没状況回答

畑谷泟→原邦彦

320 HK0292 戦没状況回答

浜西マスヱ→原邦
彦

321 HK0293 戦没状況回答

林ハワヨ→原邦彦

322 HK0294 戦没状況回答

平井雪枝→原邦彦

323 HK0295 戦没状況回答
324 HK0296 戦没状況回答
325 HK0297 戦没状況回答

326 HK0298 戦没状況回答

平口八三郎→原邦
彦
広保アヤコ→原邦
彦
広中ミヤノ→原邦
彦
弘重卓→原邦彦

作成年月日

備 考
南口修(第1学年、宇品)の死亡に
昭和42年9月22日 B4洋紙(アンケート
ついて、6日午後3時ごろ、自宅か
(消印)
用紙)1、手書、封筒
ら通院の途中に
昭和43年10月30日 B4洋紙(アンケート 仲岡繁樹(第1学年、東海田)の死
(消印)
用紙)1、手書、封筒 亡について、29日、自宅
B4洋紙(アンケート 内藤直夫(第1学年、済美)の死亡
昭和42年9月25日
用紙)1、手書、封筒 について、6日、不詳
昭和43年9月17日 B4洋紙(アンケート 西名晟(第1学年、比治山)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、6日、不詳
昭和42年9月19日 B4洋紙(アンケート 西迫盛人(第1学年、温品)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、不詳
B4洋紙(アンケート 西村昌次郎(第1学年、千田)の死
用紙)1、手書、名刺 亡について、7日、自宅、武則名刺
1、封筒
1同封
B4洋紙(アンケート 西土井孝憲(第1学年、祇園)の死
昭和43年9月22日
用紙)1、手書、封筒 亡について、30日、自宅
昭和43年10月30日 B4洋紙(アンケート 西尾清(第1学年、千田)の死亡に
(消印)
用紙)1、手書、封筒 ついて、6日、不詳
西田進(第1学年、幟町)の死亡に
昭和45年7月27日 B5変洋紙3、手書、封
ついて、不詳、挨拶（便箋1）、回答
(消印)
筒
（便箋2）
昭和42年9月20日 B4洋紙(アンケート 新田宏(第1学年、古田)の死亡に
(消印)
用紙)1、手書、封筒 ついて、28日、自宅
B4洋紙(アンケート
二宮正憲(第1学年、尾長)の死亡
昭和42年9月18日 用紙)1、B5変洋紙1、
について、6日、不詳、書翰同封
手書、封筒
昭和43年9月19日 B4洋紙(アンケート 野北保(第1学年、祇園 …原（ﾏ
(消印)
用紙)1、手書、封筒 ﾏ）)の死亡について、不詳
B4洋紙(アンケート 野間達彦(第1学年、白島)の死亡
昭和43年9月25日
用紙)1、手書、封筒 について、24日、自宅
B4洋紙(アンケート 野上幹雄(第1学年、荒神)の死亡
昭和43年10月31日
用紙)1、手書、封筒 について、不詳
昭和42年9月19日 B4洋紙(アンケート 原敬(第1学年、仁保)の死亡につ
(消印)
用紙)1、手書、封筒 いて、9日、自宅
昭和43年10月13日 B4洋紙(アンケート 長谷川良知(第1学年、己斐)の死
(消印)
用紙)1、手書、封筒 亡について、9日、鯛尾救護所
浜田博(第1学年、渋谷富ヶ谷)の
B4洋紙(アンケート 死亡について、不詳、アンケート
昭和43年10月1日
用紙)1、手書、封筒 には学生の名前なし、
『ゆうかり
の友』224頁参照
昭和□年9月□日 B4洋紙(アンケート 半田寿一(第1学年、西条)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、9月4日、自宅
B4洋紙(アンケート 畠山隼人(第1学年、矢野)の死亡
昭和42年9月18日
用紙)1、手書、封筒 について、8日、似島救護所
花谷一良(第1学年、宇品)の死亡
昭和42年10月4日 B4洋紙(アンケート について、不詳、アンケートには
(消印)
用紙)1、手書、封筒 学生の名前なし、
『ゆうかりの
友』226頁参照
昭和43年10月28日 B4洋紙(アンケート 畑谷武(第1学年、光道)の死亡に
(消印)
用紙)1、手書、封筒 ついて、不詳、教室
B4洋紙(アンケート 浜西雄三(第1学年、大河)の死亡
昭和42年9月19日
用紙)1、手書、封筒 について、7日、自宅
昭和43年9月14日 B4洋紙(アンケート 林茂樹(第1学年、瀬野)の死亡に
(消印)
用紙)1、手書、封筒 ついて、6日、不詳
B4洋紙(アンケート 平井亀久朗(第1学年、大手町)の
昭和42年9月25日
用紙)1、手書、封筒 死亡について、不詳
B4洋紙(アンケート 平口一郎(第1学年、大古)の死亡
(昭和43年9月18日)
用紙)1、手書、封筒 について、21日、自宅、消印なし
昭和42年9月20日 B4洋紙(アンケート 広保環(第1学年、観音)の死亡に
(消印)
用紙)1、手書、封筒 ついて、12日、伴村の兄宅
昭和43年10月22日 B4洋紙(アンケート 広中貞人(第1学年、荒神)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、7日、不詳
弘重卓康(第1学年、大竹)の死亡
B4洋紙(アンケート について、7日、金輪島、書翰同
昭和42年9月19日 用紙)1、B5変洋紙2、封、アンケートには学生の名前
手書、封筒
なし、
『ゆうかりの友』236頁参
照

13

形 態


資料番号

件 名

作成(発信→受信)

作成年月日

327 HK0299 戦没状況回答

藤野守一(タカ)→
原邦彦

昭和43年10月4日
(消印)

328 HK0300 戦没状況回答

藤野としえ→原邦
彦

昭和43年10月5日

329 HK0301 戦没状況回答

藤川巌→原邦彦

昭和43年10月4日
(消印)

330 HK0302 戦没状況回答

藤沢イチノ→原邦
彦

昭和43年9月18日
(消印)

331 HK0303 戦没状況回答

明岳トヨ→原邦彦

昭和43年9月15日

332 HK0304 戦没状況回答

藤尾静子→原邦彦

昭和43年9月24日
(消印)

333 HK0305 戦没状況回答

福島信義→原邦彦

昭和42年9月17日

334 HK0306 戦没状況回答

堀輝人→原邦彦

335 HK0307 戦没状況回答

松井幸子→原邦彦

336 HK0308 戦没状況回答

松島正良→原邦彦

昭和43年10月7日
(消印)

337 HK0309 戦没状況回答

正木生虎→原邦彦

昭和43年12月28日
(消印)

338 HK0310 戦没状況回答

升川貴志栄→原邦
彦

昭和43年10月29日
(消印)

339 HK0311 戦没状況回答

三重野松代→原邦
彦

昭和45年8月6日

三保綱太郎→原邦
彦
三村スヱヨ→原邦
彦

昭和43年10月10日
(消印)
昭和43年9月22日
(消印)

342 HK0314 戦没状況回答

三島淳三→原邦彦

昭和43年9月25日

343 HK0315 戦没状況回答

宮地泉→原邦彦

昭和43年10月11日
(消印)

344 HK0316 戦没状況回答

宮野薫→原邦彦

昭和43年9月19日
(消印)

345 HK0317 戦没状況回答

辻おふみ→原邦彦

昭和43年10月1日
(消印)

346 HK0318 戦没状況回答

村田実計→原邦彦

昭和43年9月27日
(消印)

347 HK0319 戦没状況回答

河村三子→原邦彦

昭和42年9月25日

348 HK0320 戦没状況回答

邑岡栄之→原邦彦

昭和43年11月7日
(消印)

349 HK0321 戦没状況回答

毛利武→原邦彦

昭和43年9月17日
(消印)

350 HK0322 書翰

毛利武→原邦彦

昭和43年9月18日
(消印)

351 HK0323 戦没状況回答

森川和郎→原邦彦

昭和43年11月4日
(消印)

352 HK0324 戦没状況回答

森岡数三→原邦彦

昭和43年10月22日
(消印)

340 HK0312 戦没状況回答
341 HK0313 戦没状況回答

昭和42年9月20日
(消印)
昭和42年9月25日
(消印)

14

形 態

備 考
藤野昌誠(第1学年、兵庫御影第
B4洋紙(アンケート 2)の死亡について、6日、校舎、書
用紙)1、B4原稿用紙 翰同封、アンケートには学生の
2、手書、封筒
名前なし、
『ゆうかりの友』238
頁参照
藤野博久(第1学年、和歌山雑賀)
B4洋紙(アンケート
の死亡について、不詳、消印は4
用紙)1、手書、封筒
日付
藤川馨(第1学年、段原)の死亡に
B4洋紙(アンケート
ついて、6日、昭和43年平和記念
用紙)1、手書、封筒
館で判明
B4洋紙(アンケート 藤沢瀁(第1学年、光道)の死亡に
用紙)1、手書、封筒 ついて、6日、校舎
B4洋紙(アンケート 藤本宏司(第1学年、皆実)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、6日ヵ
B4洋紙(アンケート
藤尾博(第1学年、己斐)の死亡に
用紙)1、B5変洋紙1、
ついて、6日ヵ、書翰(便箋1)同封
手書、封筒
B4洋紙(アンケート 福島英生(第1学年、江田島)の死
用紙)1、手書、封筒 亡について、6日ヵ
B4洋紙(アンケート 堀弘明(第1学年、草津)の死亡に
用紙)1、手書、封筒 ついて、10日、似島救護所
B4洋紙(アンケート 松井敬三(第1学年、幟町)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、不詳
松島一夫(第1学年、奥海田)の死
B4洋紙(アンケート
亡について、6日、学校プールに
用紙)1、手書、封筒
死体
B4洋紙(アンケート 正木義虎(第1学年、県師付属)の
用紙)1、洋紙1、手 死亡について、29日、自宅、メモ
書、封筒
書、クリップ同封
升川宗利(第1学年、尾長)の死亡
B4洋紙(アンケート
について、不詳、焼け跡にベルト
用紙)1、手書、封筒
金具
B4洋紙(アンケート 三重野杜夫(第1学年、鎌倉第2)
用紙)1、B5変洋紙9、の死亡について、7日、堤医院に
手書、封筒
いたとの消息、書翰3
B4洋紙(アンケート 三保一心(第1学年、東雲付属)の
用紙)1、手書、封筒 死亡について、不詳
B4洋紙(アンケート 三村寛(第1学年、皆実)の死亡に
用紙)1、手書、封筒 ついて、27日、忠海の自宅
B4洋紙(アンケート 三島淳一郎(第1学年、草津)の死
用紙)1、手書、封筒 亡について、24日、自宅
B4洋紙(アンケート 宮地洋三(第1学年、尾長)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、不詳
宮野幸弘(第1学年、白島)の死亡
B4洋紙(アンケート
について、6日、校舎廊下(友人の
用紙)1、手書、封筒
話)
B4洋紙(アンケート 見上博司(第1学年、江田島鷲部)
用紙)1、手書、封筒 の死亡について、7日、大洲
村田潤(第1学年、安佐嚶鳴)の死
亡について、南観音町、被爆3日
B4洋紙(アンケート
後に南観音に辿り着くとの記載
用紙)1、手書、封筒
あるも死亡日時は7日となって
いる
B4洋紙(アンケート 村上邦雄(第1学年、袋町)の死亡
用紙)1、手書、封筒 について、8～9日、似島救護所
邑岡一之(第1学年、西条下三永)
B4洋紙(アンケート
の死亡について、7日、翠町寄宿
用紙)1、手書、封筒
舎
毛利学(第1学年、大阪南寿)の死
B4洋紙(アンケート
亡について、7日、日赤救護所、
用紙)1、手書、封筒
HK0322を一括
戦没学生への在学証書を求める
B5罫紙1、手書、封筒
活動について
B4洋紙(アンケート 森川博郎(第1学年、中島)の死亡
用紙)1、B5変洋紙1、について、6日、校内（知人の話）、
手書、封筒
書翰同封(11月2日付)
B4洋紙(アンケート 森岡博(第1学年、祇園 原)の死
用紙)1、B5変洋紙4、亡について、不詳、
「入学から被
手書、封筒
爆までの思い出」、書翰同封


資料番号

件 名

作成(発信→受信)

353 HK0325 戦没状況回答

森田誉富→原邦彦

354 HK0326 戦没状況回答

木村富子→原邦彦

355 HK0327 戦没状況回答

山本康夫→原邦彦

356 HK0328 戦没状況回答

山本一三→原邦彦

357 HK0329 戦没状況回答

柳生澄子→原邦彦

358 HK0330 戦没状況回答

柳武→原邦彦

359 HK0331 戦没状況回答

湯川力夫→原邦彦

360 HK0332 戦没状況回答

新本春代→原邦彦

361 HK0333 戦没状況回答

吉山梅志→原邦彦

362 HK0334 戦没状況回答

吉竹カチヨ→原邦
彦

363 HK0335 戦没状況回答

吉武貞男→原邦彦

364 HK0336 戦没状況回答

吉田正之→原邦彦

365 HK0337 戦没状況回答

吉田盛人→原邦彦

366 HK0338 戦没状況回答

頼島富子→原邦彦

367 HK0339 戦没状況回答

渡辺綱一→原邦彦

368 HK0340 戦没状況回答

渡辺綱一→原邦彦

369 HK0341 戦没状況回答

和久野寿美子→原
邦彦

370 HK0342 戦没状況回答

三谷太郎→原邦彦

371 HK0343 戦没状況回答

長谷川精作→原邦
彦

372 HK0344 戦没状況回答

川本百合子→原邦
彦

373 HK0345 戦没状況回答

河内貞子→原邦彦

374 HK0346 戦没状況回答

年宗勘兵衛→原邦
彦

375 HK0347 戦没状況回答

森登久子→原邦彦

376 HK0348 戦没状況回答

坂本カヨ子→原邦
彦

377 HK0349 戦没状況回答

中島清秀→原邦彦

378 HK0350 戦没状況回答

江川きよみ→原邦
彦

作成年月日
形 態
備 考
昭和43年10月21日 B4洋紙(アンケート 森田文雄(第1学年、白島)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、6日ヵ、不詳
B4洋紙(アンケート 山本照夫(第1学年、袋町)の死亡
昭和42年10月2日 用紙)1、B5変洋紙2、について、20日、第一国民学校、
手書、封筒
書翰同封(10月2日付)
昭和42年9月29日 B4洋紙(アンケート 山本真澄(第1学年、比治山)の死
(消印)
用紙)1、手書、封筒 亡について、6日、自宅
昭和42年9月24日 B4洋紙(アンケート 山本達雄(第1学年、矢賀)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、6～7日、似島救護所
柳生基興(第1学年、三篠)の死亡
B4洋紙(アンケート
昭和42年9月27日
について、不詳、書翰同封、手書
用紙)1、B5変洋紙3、
(消印)
で通番号2～4あり、1欠、HK0330
手書、封筒
と内容関係
柳信男(第1学年、白島)の死亡に
B5変洋紙8、手書、封
昭和43年9月26日
ついて、28日、西高屋村、便箋に
筒
回答
昭和43年10月19日 B4洋紙(アンケート 湯川日出夫(第1学年、宇品)の死
(消印)
用紙)1、手書、封筒 亡について、不詳
昭和42年9月23日 B4洋紙(アンケート 吉川辰巳(第1学年、古田)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、7日、金輪島救護所
吉山魏(第1学年、段原)の死亡に
昭和43年11月10日 B4洋紙(アンケート ついて、7日、大河国民学校、アン
(消印)
用紙)1、手書、封筒 ケートには学生の名前なし、
『ゆ
うかりの友」291頁参照
昭和□年10月11日 B4洋紙(アンケート 吉竹寛(第1学年、牛田)の死亡に
(消印)
用紙)1、手書、封筒 ついて、不詳
昭和43年10月11日 B4洋紙(アンケート 吉武幹夫(第1学年、尾長)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、6日、教室の瓦の下
吉田亨(第1学年、済美)の死亡に
B4洋紙(アンケート
昭和43年10月30日
ついて、不詳、教室にて即死か、
用紙)1、葉書1、手
(消印)
焼け跡にナイフ、遺族会出欠回
書、封筒
答葉書同封
吉田昌弘(第1学年、三篠)の死亡
昭和43年9月30日 B4洋紙(アンケート
について、不詳、一中グランドで
(消印)
用紙)1、手書、封筒
茶毘
昭和42年9月18日 B4洋紙(アンケート 頼島令(第1学年、祇園)の死亡に
(消印)
用紙)1、手書、封筒 ついて、8日、似島救護所
渡辺隆道(第1学年、宇品)の死亡
B4洋紙(アンケート
について、12日、南段原自宅、
用紙)1、手書、封筒
HK0340同封
B4洋紙(アンケート
渡辺幸周(第3学年、門司大里上)
用紙)1、手書、封筒
の死亡について、7日
なし
和田富行(第1学年、牛田)の死亡
B4洋紙(アンケート
昭和42年9月21日
について、不詳、回答用紙裏に礼
用紙)1、手書、封筒
文
昭和43年9月18日 B4洋紙(アンケート 三谷浩正(第1学年、西条)の死亡
(消印)
用紙)1、手書、封筒 について、昭和30年1月23日
B4洋紙(アンケート 長谷川迪雄(第1学年、白島)の死
昭和42年9月17日
用紙)1、手書、封筒 亡について、7日、宇品暁部隊内
川本久夫(教員)の死亡につい
B4洋紙(アンケート て、8日、書翰、封筒表に「みどり
昭和45年8月15日
用紙)1、B5変洋紙1、さんの担中（ﾏﾏ） 久夫先生をな
(消印)
手書、封筒
くしている」と記した付箋紙貼
付
昭和45年8月13日 B4洋紙(アンケート 河内厳(教員)の死亡について、
(消印)
用紙)1、手書、封筒 17日、自宅
昭和43年10月15日 B4洋紙(アンケート 年宗智(教員)の死亡について、6
(消印)
用紙)1、手書、封筒 日、校舎焼け跡に白骨
森房人(教員)の死亡について、7
B4洋紙(アンケート
日、日赤救護所、書翰(9月18日
昭和43年9月18日 用紙)1、B5変洋紙2、
付)、封筒表に「先生」を記した付
手書、封筒
箋紙貼付
昭和42年9月20日 B4洋紙(アンケート 達川和鎮(第1学年、山県 安野)
(消印)
用紙)1、手書、封筒 の死亡について、不詳
B4洋紙(アンケート 中島清吾(第1学年、呉 岩方)の
昭和42年9月26日
用紙)1、手書、封筒 死亡について、昭和42年2月12日
江川隆(第4学年、幟町)の死亡に
昭和43年10月2日 B4洋紙(アンケート
ついて、日時記入なし、西練兵場
(消印)
用紙)1、手書、封筒
付近
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資料番号

件 名

作成(発信→受信)

作成年月日

379 HK0484 出欠票・戦没状況回答

芥河俊子→原邦彦

昭和42年9月11日
(消印)

380 HK0485 出欠票・戦没状況回答

大浜照馬→原邦彦

昭和42年9月12日
(消印)

381 HK0486 出欠票・戦没状況回答

木下千代員→原邦
彦

昭和42年9月12日
(消印)

382 HK0487 出欠票・戦没状況回答

佐々木一夫→原邦
彦

昭和42年9月12日
(消印)

383 HK0488 出欠票・戦没状況回答

佐々木綾子→原邦
彦

昭和42年9月13日
(消印)

384 HK0489 出欠票・戦没状況回答

佐々木初吾・スギヨ 昭和42年9月16日
→原邦彦
(消印)

385 HK0490 出欠票・戦没状況回答

坂井コイシ→原邦
彦

386 HK0491 出欠票・戦没状況回答

伊達克簡→原邦彦

387 HK0492 出欠票・戦没状況回答

竹内治郎→原邦彦

388 HK0493 出欠票・戦没状況回答

中村正彦→原邦彦

389 HK0494 出欠票・戦没状況回答
390 HK0495 出欠票・戦没状況回答

名島ハツミ→原邦
彦
西野光次郎→原邦
彦

391 HK0496 出欠票・戦没状況回答

新見五一→原邦彦

392 HK0497 出欠票・戦没状況回答

平井忠彦→原邦彦

393 HK0498 出欠票・戦没状況回答

村田繁男→原邦彦

394 HK0499 出欠票・戦没状況回答

和田徳雄→原邦彦

395 HK0500 出欠票・戦没状況回答

和田野正三→原邦
彦

昭和42年9月13日
(消印)
昭和42年9月12日
(消印)
昭和42年9月12日
(消印)
昭和42年9月14日
(消印)
昭和42年9月11日
(消印)
昭和42年9月13日
(消印)
昭和42年9月19日
(消印)
昭和42年9月12日
(消印)
昭和42年9月14日
(消印)
昭和42年9月13日
(消印)
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形 態

備 考
芥河純(第一学年)の死亡につい
往復葉書(返信
て、8日、似島収容所、HK0484～
用)1、手書
0500は平和センターが追補資料
として収受
往復葉書(返信
大浜芳徳(第一学年)の死亡につ
用)1、手書
いて、6日、本通、学校焼跡捜索
木下敞(第一学年)の死亡につい
往復葉書(返信
て、11日、金輪島から移送途中、
用)1、手書
大竹で死体確認
往復葉書(返信
佐々木浩一(第一学年)の死亡に
用)1、手書
ついて、教室で死亡と推定
佐々木一彦(第一学年)の死亡に
往復葉書(返信
ついて、6日ヵ、一中プール横に
用)1、手書
遺体
佐々木亨(第一学年)の死亡につ
往復葉書(返信
いて、昭和21年（ﾏﾏ）8月8日、似
用)1、手書
島
往復葉書(返信
坂井喜照(第一学年)の死亡につ
用)1、手書
いて、不詳
往復葉書(返信
伊達行雄(第一学年)の死亡につ
用)1、手書
いて、7日、金輪島、遺体
15.4×10.7洋紙1、 竹内正司(第一学年)の死亡につ
手書
いて、一中まで帰るが以後不明
往復葉書(返信
中村克己(第一学年)の死亡につ
用)1、手書
いて、一家6名全員死亡
往復葉書(返信
名島正幸(第一学年)の死亡につ
用)1、手書
いて、当日(6日)、帰る途中
往復葉書(返信
西野哲夫(第一学年)の死亡につ
用)1、手書
いて、8日、日本製鋼所病院
往復葉書(返信
新見良三(第一学年)の死亡につ
用)1、手書
いて、8月7日、金輪島
往復葉書(返信
平井成彦(第一学年)の死亡につ
用)1、手書
いて、不詳、両親死亡、消印擦れ
往復葉書(返信
村田進(第一学年)の死亡につい
用)1、手書
て、大河国民学校
往復葉書(返信
和田芳徳(第一学年か)の死亡に
用)1、手書
ついて、8月28日
往復葉書(返信
和多野博(第一学年)の死亡につ
用)1、手書
いて、日赤救護所、遺体

3．書翰
資料番号

件 名

作成(発信→受信)

作成年月日

396 HK0351 書翰

原井郁雄→原邦彦

昭和42年9月11日

397 HK0352 書翰

色川英夫→原邦彦

昭和43年6月20日
(消印)

398 HK0353 書翰

中津トモヨ→原邦
彦

昭和42年9月15日

399 HK0354 書翰

本田重雄→原邦彦

400 HK0355 書翰

西川亮→原邦彦

401 HK0356 送本礼状

広中ミヤノ→原邦
彦

402 HK0357 書翰

戸田篤→原邦彦

403 HK0358 寄贈依頼

原爆資料保存会横
田工→原邦彦

昭和49年5月26日

404 HK0359 送金通知

寺尾英雄→原邦彦

昭和49年5月30日

405 HK0360 送本礼状

横田工→原邦彦
兼本金次郎→原邦
彦

406 HK0361 送本礼状
407 HK0362 送本礼状
408 HK0363 送本礼状
409 HK0364 送本礼状
410 HK0365 送本礼状
411 HK0366 送本礼状
412 HK0367 送本礼状
413 HK0368 送本礼状
414 HK0369 送本礼状
415 HK0370 送本礼状
416 HK0371 送本礼状
417 HK0372 送本礼状
418 HK0373 送本礼状
419 HK0374 送本礼状
420 HK0375 送本礼状
421 HK0376 送本礼状
422 HK0377 送本礼状
423 HK0378 送本礼状
424 HK0379 送本礼状
425 HK0380 送本礼状
426 HK0381 送本礼状
427 HK0382 送本礼状
428 HK0383 送本礼状
429 HK0384 送本礼状
430 HK0385 送本礼状
431 HK0386 送本礼状
432 HK0387 送本礼状

形 態
備 考
B5変洋紙1、手書、封
集会欠席通知
筒
葉書1、手書

住所連絡

B5変洋紙2、手書、封
近況、出席未定
筒
昭和45年10月25日 B5変洋紙1、手書、封
原稿修正依頼
(消印)
筒
B5洋紙1、手書、B4洋 崎浜秀栄の消息、同氏の昭和47
昭和47年8月11日
紙2、印刷、封筒
年7月4日付書翰コピー2同封
昭和49年6月20日
葉書1、手書
(消印)
昭和49年5月23日
葉書1、手書
『ゆうかりの友』購入申込
(消印)
葉書1、手書
B5変洋紙1、手書、封
筒
葉書1、印刷、手書

昭和49年6月2日
昭和49年6月8日(消
葉書1、手書
印)
昭和49年6月13日
現金書留封筒、送本の御礼と送
太田司朗→原邦彦
B5洋紙1、手書、封筒
(消印)
金
数田麗子・伸雄→原
B5変洋紙5、手書、封
昭和49年6月4日
邦彦
筒
B5変洋紙2、手書、封
中島秀継→原邦彦 昭和49年6月5日
筒
亀川良夫→原邦彦 昭和49年6月8日
葉書1、手書
B5変洋紙2、手書、封
芥河俊子→原邦彦 昭和49年6月9日
筒
関佐知子→原邦彦 昭和49年6月11日 葉書1、手書
久保原シヱ→原邦 昭和49年6月11日
葉書1、手書
彦
(消印)
坂井喜作→原邦彦 昭和49年6月11日 B5洋紙2、手書、封筒 未使用1点
太田スキ子→原邦 昭和49年6月11日
葉書1、手書
彦
(消印)
瓜原寿美子→原邦
昭和49年6月12日 葉書1、手書
彦
鎌田正男→原邦彦 昭和49年6月12日 葉書1、手書
佐々木文与→原邦
昭和49年6月12日 葉書1、手書
彦
石本和吉→原邦彦 昭和49年6月12日 B5洋紙2、手書、封筒
梶原一貫→原邦彦 昭和49年6月13日 葉書1、手書
佐々木大五郎→原
昭和49年6月13日 葉書1、手書
邦彦
板倉誠吉→原邦彦 昭和49年6月12日 葉書1、手書
父の病後の状況などの連絡
矢野良子→秋田正 昭和49年6月13日
葉書1、手書
之
(消印)
B5変洋紙2、手書、封
川手富子→原邦彦 昭和49年6月14日
筒
昭和49年6月14日
黒田千代→原邦彦
B5洋紙2、手書、封筒
(消印)
昭和49年6月15日
有田幸弘→原邦彦
葉書1、手書
(消印)
吉竹カチヨ→原邦
B5変洋紙2、手書、封
昭和49年6月16日
現金書留封筒、送本御礼と送金
彦
筒
昭和49年6月15日
杉原哲郎→原邦彦
B5洋紙3、手書、封筒
(消印)
石丸豊→原邦彦
昭和49年6月16日 B5洋紙4、手書、封筒 誤植の指摘
川島要→原邦彦
昭和49年6月16日 B5洋紙1、手書、封筒
岩竹よしの→原邦 昭和49年6月17日
葉書1、手書
彦
(消印)
B5洋紙(医療法人
佐々木乃文江→原
昭和49年6月17日 佐々木病院用箋)3、旅行と送本の御礼
邦彦
手書、封筒
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資料番号

件 名

作成(発信→受信)

作成年月日

433 HK0388 送本礼状

田中英子→原邦彦

昭和49年6月17日

434 HK0389 送本礼状

荒木キク→原邦彦

昭和49年6月16日

435 HK0390 送本礼状

大奈良早苗→原邦
彦
田川サカヱ→原邦
彦

437 HK0392 送本礼状

田村薗ヵ→原邦彦

438 HK0393 送本礼状

徳永芳人→原邦彦

439 HK0394 送本礼状

畠山暁→原邦彦

昭和49年6月20日

440 HK0395 送本礼状

中村あき子→原邦
彦

昭和49年6月20日

441 HK0396 送本礼状

藤野守一・孝子→原 (昭和49年)6月20
邦彦
日、21日

442 HK0397 送本礼状

大浜照馬→原邦彦

昭和49年6月21日
(消印)

443 HK0398 送本礼状

弘重保子→原邦彦

(昭和49年)6月21日

444 HK0399 送本礼状

三谷喜久子→原邦
彦

昭和49年6月22日

445 HK0400 書翰

寺尾英雄→原邦彦

昭和49年5月26日

446 HK0401 送本礼状

松井生駒→原邦彦

447 HK0402 送本礼状

明岳トヨ→原邦彦

448 HK0403 送本礼状

花谷本六→原邦彦

昭和49年6月23日
昭和49年6月23日
(消印)
昭和49年6月24日
(消印)

449 HK0404 送本礼状

相馬すゑ→秋山正
之

450 HK0405 送本礼状

長逸江→原邦彦

451 HK0406 送本礼状
452 HK0407 送本礼状
453 HK0408 送本礼状
454 HK0409 送本礼状
455 HK0410 送本礼状
456 HK0411 送本礼状
457 HK0412 送本礼状
458 HK0413 送本礼状
459 HK0414 送本礼状
460 HK0415 送本礼状
461 HK0416 送本礼状
462 HK0417 送本礼状
463 HK0418 送本礼状
464 HK0419 送本礼状
465 HK0420 送本礼状
466 HK0421 送本礼状
467 HK0422 送本礼状

備 考

(昭和49年)6月18日 B5洋紙3、手書、封筒
昭和49年6月19日
(消印)
昭和49年6月20日
(消印)
昭和49年6月20日

436 HK0391 送本礼状

形 態
B5変洋紙2、手書、封
筒
B5変洋紙2、手書、封
筒

昭和49年6月24日
(消印)

葉書1、手書
B5変洋紙2、手書、封
筒
B5洋紙2、手書、封筒
B5変洋紙2、手書、封
筒
葉書1、手書
切手切取につき消印不明、守一
B5変洋紙5、手書、封
書翰(6月20日付)1、孝子書翰(6
筒
月21日付)1
葉書1、筆書
B5変洋紙2、手書、封
筒
B5変洋紙2、手書、封
筒
B5変洋紙2、手書、封
『ゆうかりの友』購入申込
筒
葉書1、手書
葉書1、手書
葉書1、手書
送本御礼と送金、現金書留封筒、
B5変洋紙3、手書、封
封筒裏に手書「ぬのや、原邦彦
筒
様」
葉書1、手書
消印は6月23日

昭和49年6月24日
昭和49年6月24日
藤尾静子→原邦彦
葉書1、手書
(消印)
昭和49年6月25日
森田静子→原邦彦
葉書1、手書
(消印)
(昭和49年)6月26日 B5変洋紙1、手書、封
森下弘→原邦彦
送本の御礼と送金
(消印)
筒
頼島富子→原邦彦 昭和49年6月27日 葉書1、手書
B5変洋紙2、手書、封
吉富秀子→原邦彦 昭和49年6月29日
筒
昭和49年6月29日
中桶貞子→原邦彦
葉書1、手書
(消印)
対馬郡三・チトミ→ 昭和49年6月20日
葉書1、手書
善光寺参りのこと
原邦彦
(消印)
昭和49年6月23日
米川嘉吉→原邦彦
葉書1、手書
(消印)
大東和徳雄→原邦
昭和49年6月30日 葉書1、手書
彦
西迫みす代→原邦
昭和49年7月1日
B5洋紙2、手書、封筒
彦
三重野松代→原邦
昭和49年7月2日
葉書1、手書
彦
昭和49年7月2日(消
毛利武→原邦彦
葉書1、手書
印)
広島市立浅野図書
寄贈御礼、手書「一、ゆうかりの
昭和49年7月4日
葉書1、印刷、手書
館→原邦彦
友(2冊)」
B5洋紙(東洋研磨剤
大内剛→原邦彦
(昭和49年)7月5日 工業株式会社用
箋)1、手書、封筒
猪原千代重→原邦 昭和49年7月5日(消
葉書1、手書
絵葉書
彦
印)
宇都信・乙女→原邦
B5変洋紙1、手書、封
(昭和49年)7月7日
彦
筒
B5変洋紙2、手書、封
瀬越鉄蔵→原邦彦 昭和49年7月7日
筒
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資料番号

件 名

作成(発信→受信)

作成年月日

形 態
備 考
B5変洋紙2、手書、封
送本御礼と送金、現金書留封筒
筒

468 HK0423 送本礼状

村田実計→原邦彦

昭和49年7月7日

469 HK0424 送本礼状

佐々木基一→原邦
彦

昭和49年7月7日

470 HK0425 送本礼状

中村三郎→原邦彦

昭和49年7月9日(消
葉書1、手書
印)

471 HK0426 送本礼状

田原健二・チヒロ→
昭和49年7月9日
原邦彦

472 HK0427 送本礼状

栗原貞子→原邦彦

(昭和49年)7月11日 B5変洋紙4、手書

473 HK0428 送本礼状

広島工業大学付属
図書館→原邦彦

昭和49年7月16日

葉書1、印刷、手書

474 HK0429 送本礼状

沢村敏子→原邦彦

昭和49年7月17日
(消印)

475 HK0430 送本礼状

柄脇順子→原邦彦

昭和49年7月18日

B5変洋紙2、手書、封
筒
B5変洋紙3、手書、封 問い合わせへの回答、洋紙1(未
筒
使用)

476 HK0431 送本礼状
477 HK0432 送本礼状

高山恒太郎→原邦
彦
藤野としえ→原邦
彦

478 HK0433 送本礼状

鳥越昭→原邦彦

479 HK0434 送本礼状

豊田清史→原邦彦

480 HK0435 送本礼状
481 HK0436 書翰
482 HK0437 送本礼状
483 HK0438 書翰
484 HK0439 書翰
485 HK0440 書翰
486 HK0441 送本礼状
487 HK0442 送本礼状
488 HK0443 送本礼状
489 HK0444 送本礼状
490 HK0445 送本礼状
491 HK0446 書翰
492 HK0447 送本礼状
493 HK0448 書翰
494 HK0449 書翰
495 HK0450 書翰
496 HK0451 書翰
497 HK0452 送本礼状
498 HK0453 送本礼状
499 HK0454 送本礼状
500 HK0455 送本礼状

501 HK0501 葉書一括

葉書1、手書

葉書1、手書

昭和49年7月19日

葉書1、手書

昭和49年7月21日

B5洋紙2、手書、封筒

昭和49年7月28日

葉書1、印刷

送本御礼とカンパ、自著の送付、
洋紙1(未使用)、封筒欠
寄贈御礼、手書「ゆうかりの友
2冊」

消印は7月28日、学習研究社暑中
見舞

昭和49年7月14日
B4洋紙1、手書、封筒
(消印)
江川きみよ→原邦 昭和49年7月11日
葉書1、手書
彦
(消印)
川崎真彦→原邦彦・ 昭和50年8月14日
葉書1、印刷、手書 暑中および邦彦病気見舞
道子
(消印)
正木生虎→秋田正
B5変洋紙4、手書、封
昭和49年8月15日
善光寺参詣と送本の御礼
之
筒
藤野としえ→原邦
B5変洋紙3、手書、封
昭和49年8月15日
近況・所感
彦
筒
岩竹ヨシノ→原邦
昭和49年8月17日 B5洋紙1、手書、封筒 千光寺参詣写真送付の御礼
彦
昭和49年8月30日 B5変洋紙3、手書、封
服部操→原邦彦
手紙と写真の御礼
(消印)
筒
飯田博国→原邦彦 昭和49年8月31日 B5洋紙1、手書、封筒 送本御礼と送金、現金書留封筒
桂芳久→原邦彦
昭和49年9月5日
B4洋紙1、手書、封筒
昭和49年9月5日(消
中山士朗→原邦彦
葉書1、手書
印)
坂本カヨ子→原邦
(昭和49年)9月20日 B5洋紙2、手書
懇談会御礼、封筒欠
彦
広島女子大学付属
寄贈御礼、手書「広島県立一中被
昭和49年10月3日 葉書1、印刷、手書
図書館→原良子
爆生徒の会著 ゆうかりの友」
昭和49年10月7日
毛利川端→原邦彦
葉書1、手書
本配布と送金連絡
(消印)
広島大学付属図書
寄贈御礼、手書「ゆうかりの友
昭和50年2月28日 葉書1、印刷、手書
館→原邦彦
冊」
昭和50年6月24日
数田麗子→原邦彦
葉書1、手書
夫葬儀の御礼
(消印)
B5変洋紙3、手書、封
正木生虎→原邦彦 昭和50年8月1日
退職願、現金書留封筒
筒
昭和50年8月27日
久保松枝→原邦彦
葉書1、手書
絵葉書、残暑見舞
(消印)
東京済々会→原邦 昭和50年9月26日
東京済々会(済美学校同窓会)案
往復葉書1、印刷
彦
(消印)
内
B5変洋紙2、手書、封
岡野愛子→原邦彦
切手切取につき消印不明
筒
昭和46年□月□日 B5変洋紙5、手書、封
高島貞子→原邦彦
(消印)
筒
大久保房男→原邦 昭和48年7月18日
葉書1、筆書
彦
(消印)
昭和49年6月12日
天野良子→原邦彦
葉書1、手書
(消印)
返信葉書中状況の記載のないも
昭和42年9月10日起
の、輪ゴム一括1点(79葉)、ク
昭和42年9月19日迄 葉書95、手書
リップ一括2点(各2葉、14葉)、
(消印)
HK0501～0505は平和センターが
追補資料として収受
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資料番号

件 名

作成(発信→受信)

502 HK0502 葉書一括
503 HK0503 葉書一括

作成年月日
形 態
昭和42年9月10日起
昭和42年10月5日迄 葉書68、手書
(消印)
昭和42年9月9日(消
葉書4、手書
印)

504 HK0504 (欠番)
505 HK0505 書翰

米川嘉吉→原邦彦

昭和42年9月11日
(消印)
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葉書1、手書

備 考
状況の記述はあるが同様の内容
がアンケート回答にも記入され
ているもの
宛先不明の返送
平和センターによる資料整理の
段階から現物なし
米川賢太郎の死亡について、名
古屋大学病院8月26日

広島大学文書館蔵

原邦彦関係文書目録

発行

令和 2 年 3 月 31 日

編集

広島大学文書館
（責任編集

伊東かおり）

〒739-8524
広島県東広島市鏡山一丁目 1-1
電話
印刷

082-424-6050

FAX

082-424-6049

株式会社ユニバーサルポスト
〒733-0833
広島県広島市西区商工センター7 丁目 5-52

