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凡 例 

 

1 本目録には，広島県呉市本庄村 臼井家文書を掲載した。 

2 目録の各項目は次のとおり。 

請求記号 本文書群の群番号は（201101）と，この項目の記号を組み合わせたものが請求記

号になる。 

【例】 １→ 201101／1 

表 題 資料に原表題のあるものはそのまま採り，ないものは適宜付与し〔  〕書きで

表記した。内容について補記が必要な場合は，（   ）書きで補った。頭にｏ を付

したのは，集合形態等をした文書の内訳であることを示す。 

年 代 資料に記された作成年月日を採り，推測した場合は（  ）で記した。 

作 成 資料の作成者・編著者名を記した。補足した場合は（  ）で表記した。 

形 態 資料の形態を記した。 

数 量 資料の点数を記した。 

備 考 資料の状態等，特に留意すべき点があれば適宜記した。 

3 文書の配列は請求記号順とした。 

4 利用の参考のため，本文書群の概要を冒頭に記した。 

 

広島県立文書館ホームページhttp://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/



【文書群概要】 

 

広島県呉
くれ

市本
ほん

庄
じょう

村 臼
うす

井
い

家文書（請求記号 201101） 

小学校教員の日記や教育ノート，農業関係資料など。 

出 所  臼井家 

出所地名  広島県安芸郡本庄村／広島県安芸郡昭和村押込／呉市押込［現在地名］ 

役職等  小学校教員など 

分 量  21点（17冊，2綴，2ファイル）／目録データ数 76件 

収蔵までの経緯  平成 21年 5月，県立図書館へ寄贈された図書の中に文書が含まれていたため，

図書とは別に，改めて所蔵者から当館へ寄贈していただくことになった。 

年 代  明治 42年（1909）～昭和 37年（1962） 

歴 史  臼井清企は音戸小学校・熊野小学校・婦徳女学校の教員で，昭和 18年に 59歳で死去し

た。その娘の臼井式子も向小学校・熊野小学校の教員（臨講）を務めたが，昭和 20年に死去した。

なお，臼井家は安芸郡本庄村の農家であったが，大正 7年（1918）に旧呉鎮守府水道の貯水池と

して本庄水源地が築造されることになり，数百メートル北側へ移転している。 

内 容  臼井静企の明治 42年と昭和 14年の日記，臼井式子が使用した講義用ノート，戦後の農

業関係資料など。 

検索手段  「広島県立文書館収蔵文書仮目録」 

 

（2018.2.9記述／西村 晃） 

 



201101　広島県呉市本庄村　臼井家文書仮目録

昭和37. 8. 5～10.26

鉛筆書

ノート・ 1冊

201101／1
NOTE BOOK（昭和37年度出荷果菜表）

昭和14. （臼井静企），財団法人修養団
(東京)著・発行

ペン書，断片的な記述

日記帳・ 1冊

201101／2
向上日記（昭和）十四年

昭和10年度～ 臼井義典

謄写版，ペン書，3-1～10は頁間に挿入された資料

竪冊・ 1冊

201101／3
主要農作物栽培表

昭和30年度

表裏，鉛筆書

罫紙・(1枚)

201101／3／ 1
o 畠栽培年間計画表

製造元朝鮮窒素肥料株式会社・
一手販売元三菱商事株式会社
肥料部

表裏，2色，活版

一紙・(1枚)

201101／3／ 2
o 硫燐安ニュース（広告ちらし）

全国一手販売三菱商事株式会
社，特約販売店熊野町池本肥
料店

表裏，赤青2色，活版

一紙・(1枚)

201101／3／ 3
o 硫化燐安・理想的化成肥料（広告ちらし）

全国一手販売三菱商事株式会
社

表のみ，活版，-3と同内容（表の特約販売店名と裏広告なし）

一紙・(1枚)

201101／3／ 4
o 硫化燐安・理想的化成肥料（広告ちらし）

黄色紙に青文字，活版

一紙・(1枚)

201101／3／ 5
o 害虫駆除効力絶大 煙草粉末（広告ちらし）

製造元大日本人造肥料株式会
社，池本商会本店

茶文字，活版，「池本商会本店」は印判

一紙・(1枚)

201101／3／ 6
o つかさ化成肥料（広告ちらし）

表裏，活版，多色刷

一紙・(1枚)

201101／3／ 7
o チッカリン化成肥料（広告ちらし）

昭和産業株式会社，特約店熊
野町池本肥料部

表裏，活版，多色刷

一紙・(1枚)

201101／3／ 8
o 稲にチッカリン化成肥料（広告ちらし）

田中常七

活版

一紙・(1枚)

201101／3／ 9
o 三重県飯南郡伊勢寺村大字野村　農事実行組合

試験田実収成績

昭和28. 3.10 広島県安芸郡昭和村広報委員
会

活版,表裏2頁

新聞・(1枚)

201101／3／10
o 安芸郡昭和村民広報　第4号

臨講臼井式子

鉛筆書，表紙はペン書

ノート・ 1冊

201101／4
各科指導　漢文・図画

(明治41.11.25七版発
行)

（臼井静企），博文館(東京)発兌

ペン書

日記帳・ 1冊

201101／5
明治四十二年懐中日記

(明治41. 9. 5発行) （臼井静企），積善館本店(大阪)
発行

ペン・鉛筆書，呉線汽車時刻表，メモ紙片9枚，牛乳代金請求書1通を挿入

日記帳・ 1冊

201101／6
明治四十二年懐中日記

(大正 7. 9.20発行) 広島県教育会著・発行

未使用，奥付部分に「本庄北青年団」㊞あり

手帳・ 1冊

201101／7
青年団手牒
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201101　広島県呉市本庄村　臼井家文書仮目録

昭和30.10.20発行 （臼井博邦），全国農林統計協
会協議会(東京)発行

ペン書

日記帳・ 1冊

201101／8
昭和三十一年農業日誌

(明治45.～大正 5.)

戦前の中国膠州湾付近地図を台紙に，｢大正五年営業案内　東京麻布学農社｣(表)，｢農芸案内　東京麻布東京農芸株式会
社｣(裏)を貼り付けて作成した手製のバインダー

バインダー・ 1ファ
イル

201101／9
〔文学・精神修養抜粋外入りバインダー〕

明治45. 1.～ 安芸本庄静翠

墨書，部分的に罫紙（安芸郡熊野尋常高等小学校）使用，頁間に漢詩と墨絵（半紙）1枚と「琵琶歌　静翠（明治43.12.25）」1冊
を挿入

竪冊・(1冊)

201101／9／1
o 文学・精神修養抜粋

大正 4. 4. 安芸郡本庄村大字押込臼井久
松外6名

呉海軍経理部宛て臼井瀬一の領収証2通（同内容）を合綴

綴・(1綴)

201101／9／2
o 委任状（臼井瀬一ヲ代人トシテ海軍用地貸地料領

収方ノ件ヲ委任ス）

罫紙使用，ペン書

竪冊・(2冊)

201101／9／3
o 〔昆虫学・肥料学・普通作物・土壌学・養蚕学・果樹

学・畜産学など学科ごとの問題と解答，メモなど〕

大正 5.12.11

ペン書

罫紙・(6枚)

201101／9／4
o 県立西条農学校別科生入学ニ付雑録

大正 6. 4. 1 内外教育資料調査会編輯，南
光社(東京)発行

活版，多色

一紙・(1枚)

201101／9／5
o 独逸ニ於ケル戦時野生野菜ノ食用奨励（救荒植物

資料）　最新変動教材集録第六巻第四号附録

昭和 5年度 熊野校臼井訓導（静企）

謄写版・鉛筆・ペン書，「安芸郡熊野村尋常高等小学校」罫紙など使用，児童出席簿，学級役員選挙結果，指導案，教授案，
算術考査，慶弔内規の案，夏季休業中住居地，夏季休業中予定表など

綴・ 1綴

201101／10
雑綴込

臨教臼井式子用

謄写版，鉛筆・ペン書，教育の歌，小雨の丘，花占ひ，踊れほからかに，青い花，さうだその意気，海の進軍，大東亜決戦の
歌，女馬子唄，ハワイ海戦の歌，大日本青少年団歌，ローレライ，乙女の首途など

竪冊・ 1冊

201101／11
MUSIC BOOK（音楽理論と歌唱曲歌詞・楽譜など）

謄写版，落葉，大寒小寒，うぐひす，梅に鶯，雁，港，雲雀，天長節など

竪冊・ 1冊

201101／12
〔謄写版の歌唱曲の歌詞・楽譜集〕

臼井義典

「Berta NOTE」バインダーに「臼井」㊞あり

バインダー・ 1ファ
イル

201101／13
〔肥料などの広告チラシ，農業技術改良講演会，新
生農村建設計画，農業講習会などのノート・倉橋小
唄ほか入りバインダー〕

石原産業(大阪)

表裏，3色，活版

一紙・(1枚)

201101／13／ 1
o 真珠化成（肥料広告ちらし）

日本肥料株式会社

3色，活版

一紙・(1枚)

201101／13／ 2
o 稲にチッカリン化成肥料（広告ちらし）

日東化学

表裏，2色，活版

一紙・(1枚)

201101／13／ 3
o 稲・麦・野菜・果樹にダイヤエヌ化成（肥料広告ちら

し）

石原産業株式会社(大阪)

活版

一紙・(1枚)

201101／13／ 4
o 冬作物の草ころし　ウィードン クロロ ＩＰＣ「石原」

（除草剤広告ちらし）

石原産業株式会社(大阪)

表裏，3色，活版

一紙・(1枚)

201101／13／ 5
o 良いトマトが早くとれる　石原トマトトーン（肥料広

告ちらし）

日東化学

活版

一紙・(1枚)

201101／13／ 6
o さかえ化成（肥料広告ちらし）
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201101　広島県呉市本庄村　臼井家文書仮目録

博友社(東京)

表裏，2色，活版

一紙・(1枚)

201101／13／ 7
o 農業世界別冊 園芸日本（雑誌発刊広告ちらし）

昭和29. 9.24～25 広島県庁・農業世界（博友社）共
催，農林省後援

活版，15頁，鉛筆書きメモあり，会場は24日が西条町農業高等学校，25日が神辺町小学校

竪冊・(1冊)

201101／13／ 8
o 農業技術改良講演会（講演会次第ほか）

（昭和29. 1. 1～. 6.30） 株式会社播磨造船所

活版，15頁

竪冊・(1冊)

201101／13／ 9
o 第四十六期営業報告書　昭和29年上期

（昭和25年度指定）

活版，33頁

竪冊・(1冊)

201101／13／10
o 新生農村建設計画　広島県安芸郡倉橋島村

(昭和29. 2.)

鉛筆書

ノート・(1冊)

201101／13／11
o 〔材木数量・単価等メモなど〕

臼井博邦

旗「NOTEBOOK」に鉛筆書

ノート・(1冊)

201101／13／12
o 農業講習会　倉橋小学校

広島県安芸郡昭和村大字押込
H.Usui（臼井博邦）

鉛筆書，ペン書

ノート・(1冊)

201101／13／13
o 研究日誌

謄写版，同内容3枚

一紙・(3枚)

201101／13／14
o 倉橋小唄（楽譜）

昭和29. 4. 1 外垣

謄写版，同内容3枚

一紙・(3枚)

201101／13／15
o 倉橋町小唄地名分布図

昭和29. 2.28 （老医外垣秀重）

謄写版，同内容3枚

一紙・(3枚)

201101／13／16
o 倉橋小唄(増訂)（名菓「万葉真砂」ニ添付）（一）

謄写版，同内容3枚

一紙・(3枚)

201101／13／17
o 倉橋小唄増補（銘菓「万葉真砂」ニ添付）（二）

昭和29.

謄写版，同内容3枚

一紙・(3枚)

201101／13／18
o 倉橋小唄（作詞・作曲藤井清水(昭和十年八月十

七日　倉橋銘菓万葉真砂ニ添付配布）

昭和29. 2.28 倉橋町本浦ニテ老医外垣

謄写版，同内容3枚

一紙・(3枚)

201101／13／19
o 倉橋町紹介用名物菓子ノ味

昭和29. 2. 倉橋町本浦重田松月堂

謄写版，同内容3枚

一紙・(3枚)

201101／13／20
o 倉橋町紹介用名物菓子調製

(昭和28.) 広島県

表裏，活版

一紙・(1枚)

201101／13／21
o 町村合併を正しく理解してこれを実現いたしましょ

う！！

謄写版

一紙・(1枚)

201101／13／22
o 中早生金時人参栽培法

熊野地区農業普及事務所

謄写版

一紙・(1枚)

201101／13／23
o 技術速報　第八号（農家のみなさん　農業経営の

安定のために「広かんらん」を作りませう！！）

謄写版

一紙・(1枚)

201101／13／24
o 西瓜直播栽培月別作業略図

昭和29. 6. 5 昭和村農業相談所技師前田達
郎→臼井博邦殿

謄写版

一紙・(1枚)

201101／13／25
o 折衷苗代普及効果調査について
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201101　広島県呉市本庄村　臼井家文書仮目録

謄写版

一紙・(1枚)

201101／13／26
o 講習科目並に日程

（昭和西小学校宮本良平）→臼
井博邦殿

謄写版

一紙・(1枚)

201101／13／27
o 〔同窓会案内状〕

昭和29.12. 5 受賞者代表

墨書

切継紙・(1通)

201101／13／28
o 答辞（品評会に於いて受賞につき答辞）

表裏，活版

一紙・(1枚)

201101／13／29
o 麦増産技術改善の手引　昭和村

福山市山陽農園

活版，未使用

一紙・(1枚)

201101／13／30
o 秋蒔種子共同購入申込書（農協専用種）

活版，未使用

払込用紙・(1枚)

201101／13／31
o 〔郵便振替払込用紙〕（山陽農園）

活版，未使用，用紙に秋蒔カタログ送状を挿入

払込用紙・(1枚)

201101／13／32
o 〔郵便振替払込用紙〕（高山種苗株式会社共購部）

　　　. 4. 7～. 6.10 安芸郡昭和村昭和西地区農業
共同組合

一紙・(1枚)

201101／13／33
o 〔B.H.Cとボウシカバーなど代金請求書〕

「安芸郡昭和村役場」罫紙使用

束・(1束)

201101／13／34
o 〔白菜栽培管理・広甘藍栽培管理表・広甘藍栽培

法・農村中堅青年農業技術講習会などのメモ書〕

束・(1束)

201101／13／35
o 〔ノート断簡・未使用罫紙など〕

臨講臼井式子

方眼用紙を使用した講義ノートを，スケッチブックの表紙で挟み込んだもの，鉛筆書・ペン書

スケッチブック・ 1
冊

201101／14
被服（家政科被服講義用ノート）

臨講（松）臼井式子

紐綴じ，鉛筆書・ペン書

ノート・ 1冊

201101／15
修身・国語（講義用ノート）

臨講臼井式子

鉛筆書・ペン書

ノート・ 1冊

201101／16
教育学（教育学・家政科農芸講義用ノート）

臨講臼井式子

鉛筆書・ペン書，頁間に「広島県三原女子師範学校入学志願者心得　昭和13年度」の断簡とメモあり

ノート・ 1冊

201101／17
数学・修身（講義用ノート）

臨講臼井式子

鉛筆・ペン書

ノート・ 1冊

201101／18
理科・国語（講義用ノート）

(昭和 3.) 熊野小学校

謄写版，巻頭に「安芸郡熊野尋常高等小学校」罫紙あり，19-1～3は頁間に挿入

綴・ 1綴

201101／19
本校教育統一案并ニ研究

昭和 2.10.13

活版

一紙・(1枚)

201101／19／1
o 熊野尋常高等小学校第二十回秋季体育大会番組

活版，同内容6枚

一紙・(6枚)

201101／19／2
o 御大典奉祝歌（歌詞）

広島放送局

表裏，活版，裏は「大礼奉祝歌」歌詞

一紙・(1枚)

201101／19／3
o ＪＯＦＫ 中継連絡完成近し 時は今申込の好機（ラ

ヂオ申込案内）
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201101　広島県呉市本庄村　臼井家文書仮目録
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罫紙使用，ペン書，20-1～2は冊子の間に挿入，表紙左上端に「314」とペン書した紙片を貼付

竪冊・ 1冊

201101／20
児童中心主義カラ見タ今後ノ理科設備ト其経営案

ペン書

一紙・(2枚)

201101／20／1
o 〔咽頭部・鼻孔・喉頭・気管・気管支・肺ノ構造〕

分譲元富農協会(東京)

表裏，活版

一紙・(1枚)

201101／20／2
o 真に五百粒！！（新水稲種「大八洲」分譲の広告

ちらし）

鉛筆・ペン書

ノート・ 1冊

201101／21
〔衣類整理年中計画・家政科講義用ノート〕
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