
平成24年 7月20日
平成26年 8月 5日修正

広島県立文書館が所蔵する原爆関係資料について

当館が所蔵する原爆関係資料は，

1#複製資料 広島県総務部県史編さん室等が収集し当館が引き継いだ文書の写真やコピー

2#寄贈・寄託文書 当館に個人・団体から寄贈・寄託された資料

3#行政文書 広島県が作成した行政文書（保存年限が満了して選別保存されたもの）

4#図書・行政刊行物
に大別できます。

1#複製資料 県史編さん室は，昭和47年 3月に『広島県史　原爆資料編』を刊行しましたが，

その過程で資料の所在を調査するとともに，一部は複製（フィルム，ハードコピー，筆写）により収集

しました。その全体像は，『広島県史　原爆資料編』の「採訪　原爆資料所在目録」に記されてい

ます。

『広島県史　原爆資料編』刊行後，『原爆三十年』（県史編さん室，昭和51年 3月），『広島県戦災史』

（広島県総務部総務課，昭和63年 3月）が刊行されましたが，その過程で収集した資料もあわせ，収集

された複製資料は，当館に引き継がれ，原本所蔵者から公開の許諾が得られたものについて目録を

作成し閲覧・利用に供しています。なお，そのほか編纂・刊行のために収集された写真（複製）を

所蔵しています（目録未作成）。

2#寄贈・寄託文書 当館では，個人・団体から寄贈・寄託された資料（古文書）を保存・公開し

ていますが，それらの中にも原爆に関連した資料が含まれている文書群があります。

3#行政文書 広島県は，原爆に関連した様々な行政課題に取り組んできましたが，その過程で作

成された行政文書のうち，保存年限が満了して選別保存されたものが当館で保存・公開されていま

す。また，常用文書や長期保存文書，最近作成され保存年限が満了していない文書は各主務課が保

管しているもののほかは，総務課が集中管理しています。

当館で保存・公開されている行政文書は「広島県行政文書簿冊目録」で必要な資料を探すことが

できます。

4#図書・行政刊行物 原爆に関連した図書は，「B08 軍事・戦争」「B08.1 原爆」という項目に

分類していますが，蔵書数が少なく，ほとんどが他の図書館等でも閲覧できるものです。

行政刊行物は，「4050 被爆者」という分類が直接該当しますが，たとえば議会に上程された原爆

問題関連の議案は，「0060 議会」に分類されます。

図書は「広島県立文書館　収蔵図書目録」，行政刊行物は「行政資料目録（広島県発行分）」で必要

な資料を探すことができます（いずれも閲覧室に開架）。

以上のうち， 1#， 2#について一覧にしたものが，次頁に掲げる「広島県立文書館所蔵原爆関係文
書群一覧」です。

また， 1#の全部および 2#の一部（198805 亘春市文書，198834 山岡彦人文書，198835 渡辺史郎氏収集

文書）について，原爆関係資料を抽出したものが後掲の「原爆関係資料目録」（4頁）です。
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広島県立文書館所蔵原爆関係文書群一覧

I 寄贈・寄託文書
★印の文書群については，「原爆関係資料目録」（後掲）に原爆関係資料のリストが掲載されて
います。それ以外の文書群については，それぞれの目録を参照するか，カウンターにお問い合
わせください。

文書群番号 文書群名 原爆との関係

198805 亘春市文書 ★ 行政関係者－警察
198834 山岡彦人文書★ 行政関係者－警察
198835 渡辺史郎氏収集文書 ★ 自衛隊（調査団資料）
198911 芸北町役場文書 戦災対応
199505 天野卓郎文書 平和運動，原爆被爆者調査票（日本原水協調査）
199507 広島県青年連合会文書 平和運動
199607 山野村役場文書 戦災対応
199608 今堀誠二文書 平和運動
200203 高山等資料 被爆者診療録，平和運動
200526 田中嗣三資料 広島県の写真集『Living Hiroshima』出版
200701 日本社会党広島県連合会関係資料 平和運動
200702 劇団月曜会関係資料 演劇（平和運動）
― 大下応旧蔵資料 米国の新聞のスクラップブック（原爆投下等の記事）

II 複製資料

下記文書群に含まれる原爆関係資料は，後掲の「原爆関係資料目録」にリストが掲載されてい
ます。各文書群についての全資料リストは『広島県立文書館複製資料目録』（第 1集・第 2集），
閲覧室備えつきの「県立文書館複製資料仮目録」を参照してください。

原爆との関係 所蔵先または文書群名

行政機関 厚生省援護局所蔵資料（P92-7）
外務省外交史料館所蔵文書（P92-2）
防衛庁防衛研究所戦史部所蔵資料（P92-34）
広島地方気象台所蔵文書（P01-32）
旧温品村役場文書（P01-105）
安芸郡坂町役場所蔵文書（P16-1）
廿日市市役所所蔵文書（廿日市町役場文書）（P22-1-1）
廿日市市役所所蔵文書（地御前村役場文書）（P22-1-2）
廿日市市役所所蔵文書（平良村役場文書）（P22-1-4）
廿日市市役所所蔵文書（宮内村役場文書）（P22-1-5）
広島市公文書館所蔵文書（大林村役場文書）（P01-23-3）
市町村役場戦災者名簿類（広島県戦災史収集資料）（M86001～）
国立国会図書館所蔵小川資料（P9705）

行政関係者 広島原爆障害対策協議会保管川田兼三郎文書（P01-19）
竹内喜三郎文書（P03-4）
横田健一氏旧蔵資料（鈴木正道）（P200901）
小川家文書（P01-45）

学校 似島学園所蔵文書（P01-8）
広島市立舟入高等学校所蔵文書（P01-29）
修道高等学校所蔵文書（P01-3）
安田学園所蔵文書（P01-35）
比治山女子高等学校所蔵文書（P01-9）
坂町立横浜小学校所蔵文書（P16-2）
広島市立五日市小学校所蔵文書（P01-27）

調査団関係者 山科清文書 （陸軍）（P01-91）
新妻清一文書 （陸軍）（P92-46）
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原爆との関係 所蔵先または文書群名

大橋成一文書 （陸軍）（P92-40）
神津幸直文書 （呉鎮守府）（P02-9）
田島英三文書 （理研）（P91-12）
玉木英彦文書 （理研）（P91-13）
中山弘美文書 （理研）（P92-45）
山崎文男文書 （理研）（P01-106）
菊池武彦文書 （京大）（P95-13）
脇坂行一文書 （京大）（P95-15）
清水栄文書 （京大）（P95-14）
浅田常三郎文書 （阪大）（P94-9）
篠原健一文書 （九大）（P92-43）
石川数男資料 （九大）（P92-38）
加納竜一文書 （日本映画社）（P92-41）
渡辺史郎氏収集文書（198835）

個人 井西家文書（P86-2）

原爆報道欧米
新聞資料

米国議会図書館（M近現323～）
ユニバーシティ・マイクロフィルム社（ミシガン）（M近現328～）
ベイ・マイクロフィルム社（カリフォルニア）（M近現330）
ニューヨーク・タイムズ社（ニューヨーク）（M近現331～）
シカゴ大学（シカゴ）（M近現333）

戦略爆撃調査
団

米国国立公文書館（M86012～，M近現553～）
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原爆関係資料目録

この目録は，「広島県立文書館所蔵原爆関係文書群一覧」のうち，複製資料及び寄贈・寄託
文書の亘春市文書（198805），山岡彦人文書（198834），渡辺史郎氏収集文書（198835）から原
爆関係資料を抽出したものである。

厚生省援護局所蔵資料

P92-7-B1 原爆資料〔抄〕 引揚援護局中国駐在事務所

（P92-7-B1） ◦戦災患者取扱ニ関スル件通牒 昭和20.8 広島第一陸軍病院長→各分院
長

（P92-7-B1） ◦衛生速報　写 昭和20.9.1 中国軍管区司令部→各隊高級
医官・各病院長

（P92-7-B1） ◦原子爆弾ノ治療法ニ関スル件通牒 昭和20.9.6 広島第一陸軍病院長→櫛ケ浜
分院長

P92-7-B2 原爆に関する書類綴〔抄〕 昭和22.7.24～昭和32
頃

引揚援護局中国駐在事務所
（のち厚生省中部復員連絡局
広島支部）

外務省外交史料館所蔵文書

P92-2-D80 終戦連絡調整地方委員会一件〔抄〕 昭和23～24 外務省

P92-2-D80 連合軍の本土進駐並びに軍政関係一件
（第 2巻）〔抄〕

昭和20～21 外務省

P92-2-D81 連合軍の本土進駐並びに軍政関係一件
　連絡調整地方事務局執務報告書綴　
第 32巻　中国一

昭和22～23 中国連絡調整事務局→外務省

P92-2-D82 連合軍の本土進駐並びに軍政関係一件
　連絡調整地方事務局執務報告書綴　
第 33巻　中国二

昭和24 中国連絡調整事務局→外務省

P92-2-D83 連合軍の本土進駐並びに軍政関係一件
　連絡調整地方事務局執務報告書綴　
第 34巻　中国三

昭和25 中国連絡調整事務局→外務省

P92-2-D84 連合軍の本土進駐並びに軍政関係一件
　連絡調整地方事務局執務報告書綴　
第 35巻　中国四

昭和26 中国連絡調整事務局→外務省

防衛庁防衛研究所戦史部所蔵資料

P92-34-
C132

第二総軍隷下部隊主要職員表 昭和20.5 〔第二総軍司令部〕

P92-34-
A106

昭和二〇・八・一五現在　陸軍部隊（主
として内地）調査表〔抄〕

昭和43.7.20 厚生省援護局業務第一課

P92-34-
C135

第二総軍命令等 昭和20.8.9～
昭和20.10.10

第二総軍司令部

P92-34-
C136・137

大本営・第二総軍命令綴 昭和20.8.17～
昭和20.10.12

P92-34-
A108

第二総軍　第二復員司令部　復員報告
綴

昭和20.10.17以後 第二総軍・第二復員司令部

P92-34-
C124

本土作戦記録　第三巻　第二総軍 昭和21.10 第一復員局

P92-34-
C133

第二総軍作戦準備概史（第一案）

P92-34-
C134

第二総軍終戦記 昭和29.10 畑俊六
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P92-34-
A107

昭和二四・一・一現在　岡山農地事務
局管轄　中国地方旧軍用地の実態調査

農林省開拓局用地課

P92-34-
A128

昭和 20年 8月有末調査団の広島特殊
爆弾調査資料　※新妻清一文書　特殊
爆弾調査資料を見よ。

P92-34-
A127

広島市戦災処理の概要 昭和30.3 佐伯文郎

P92-34-
C123

全国主要都市戦災概況図〔抄〕
※広島市・呉市・福山市

昭和20.12 第一復員省資料課

P92-34-
C125

太平洋戦争による我国の被害総合報告
書（戦争被害調査資料四）

昭和24.4.7 経済安定本部総裁官房企画部
調査課

P92-34-
A117

日本の電力工業（米国戦略爆撃調査団
報告）

昭和35.5 米国戦略爆撃調査団（航空自
衛隊幹部学校発行）

P92-34-
A126

原子核分裂を兵器に利用する批判（原
子力工業　 1巻 3号所収）

昭和30.6 長岡半太郎

広島地方気象台所蔵文書

P01-32-D1 当番日誌〔抄〕 昭和20 広島地方気象台

旧温品村役場文書

P01-105-B1 警防防空関係書類綴〔抄〕 昭和19～20 温品村役場

安芸郡坂町役場所蔵文書

P16-1-B1 昭和二十年八月　罹災患者名簿　収容
所小屋浦

昭和20

P16-1-B1 昭和二十年八月十二日調　罹災患者名
簿収容場所坂国民学校〔2冊〕

昭和20

P16-1-B3 八月十一日　収容患者名簿 昭和20

P16-1-B4 八月十一日　収容患者名簿　横浜ノ部 昭和20

P16-1-B5 昭和二十年　罹災者名簿 昭和20 坂村役場

P16-1-B6 戦災給与金関係綴〔抄〕 昭和20.11～ 坂村役場

P16-1-B7 原爆関係戦没者調査表〔抄〕 昭和27.1

P16-1-B8 原爆関係死亡者関係簿 昭和27.7 坂町役場

廿日市市役所所蔵文書（廿日市町役場文書）

P22-1-1-B1 庶務一件〔抄〕 昭和20 廿日市町役場

P22-1-1-C1 戦没者遺族名簿〔抄〕 昭和26.3 廿日市遺族会

廿日市市役所所蔵文書（平良村役場文書）

P22-1-4-B9 死亡報告書纏〔抄〕 昭和20.4 平良村役場

P22-1-4-B10 疎開関係書綴〔抄〕 昭和20 平良村役場

P22-1-4-B11 庶務一件〔抄〕 昭和20 平良村役場
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廿日市市役所所蔵文書（宮内村役場文書）

P22-1-5-B25 昭和十九年大東亜戦争戦傷病死者一件
〔抄〕

昭和19 宮内村

P22-1-5-B26 日誌〔抄〕 昭和20.6 宮内村

P22-1-5-B28 戦災一件〔抄〕 宮内村

P22-1-5-B27 宮内村国民義勇隊 昭和20.5

P22-1-5-B29 隊員名簿 昭和20.5 宮内村国民義勇隊

P22-1-5-B30 義勇隊出動名簿 昭和20.8.6～
昭和20.9.2

宮内村国民義勇隊

P22-1-5-B31 罹災者収容給食調 昭和20.8.6～
昭和20.9.3

宮内村役場

P22-1-5-B32 罹災者食糧特別配給帳 昭和20.8.11～
昭和20.9.3

宮内村役場

P22-1-5-B33 罹災者収容諸件 昭和20.8.6～
昭和20.9.3

宮内村

P22-1-5-B34 罹災者収容名簿 昭和20 宮内村役場

P22-1-5-B35 戦災者弔慰金見舞金支給報告 昭和20.10.6～
昭和21.1.14

宮内村

廿日市市役所所蔵文書（地御前村役場文書）

P22-1-2-B2 戦時災害ニ関スル書類綴〔抄〕 昭和20.4 地御前村役場

P22-1-2-B3 戦時災害第二十二条第二十三条申請者
名簿〔抄〕

昭和20.10.23 地御前村役場

P22-1-2-B4 戦時災害関係来翰発翰書類綴〔抄〕 昭和21 地御前村

広島市公文書館所蔵文書（大林村役場文書）

P01-23-3-B1 戦時災害保護法一件〔抄〕 昭和20 大林村役場

P01-23-3-B1 戦時災害保護法一件〔抄〕 昭和20 大林村役場

市町村役場戦災者名簿類（広島県戦災史収集資料）

M86001 応召軍人台帳・復員台帳 昭和 7.

M86001 復員台帳　援護係 昭和21.

M86001 引揚者名簿　久井町役場

M86001 戦没者調査票　久井町役場

M86001 戦没者並外地引揚者一件　向島西村役
場

昭和21.

M86002 戦没者並外地引揚者一件　向島西村役
場

昭和21.

M86002 戦災者並外地引揚者名簿　向島西村役
場

M86002 （海軍関係）戦没者名簿　向島西村役
場

M86002 外地引揚者台帳　向島西村役場

M86003 死没者関係書綴　豊松村役場 昭和19～20

M86003 戦災者給與金書類綴　豊浜村役場 昭和20. 8.

M86003 皇后陛下御下賜品・戦死病没者調・軍
人遺族記章授与願・報告一件

昭和17. 1.
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M86004 罹災者名簿 廿日市町役場

M86004 引揚者生活調査票 廿日市町役場

M86004 戦没者遺族調査票 廿日市町役場

M86004 戦没者名簿 宮内村役場

M86004 戦没（軍人・軍属・公務員）名簿 宮内村役場

M86004 戦死者名簿 宮内村銃後奉公会

M86004 復員者・戦災者名簿 宮内村役場

M86004～5 埋火送葬届綴 宮内村役場

M86005 罹災者名簿 地御前村役場

M86005～6 戦災罹災者台帳 地御前村役場

M86006 引揚民名簿及配給台帳一覧表 加計町役場

M86006～7 戦死・戦没者名簿 加計町役場

M86007 戦死病歿公報綴 加計町役場

M86007 戦没者遺族台帳 安野村役場

M86007 給与台帳 安野村役場

M86007 未帰還者名簿 安野村役場

M86007～8 広島戦災者名簿 安野村役場

M86008 傷痍軍人台帳 殿賀村役場

M86008 疎開復員引揚者名簿　帰郷軍人健康診
断要綴

殿賀国保組合

M86009 引揚証明書綴（内地） 市村役場

M86009 引揚証明書綴（外地） 市村役場

M86009 引揚民援護台帳 神田村役場

M86009 戦災引揚者援護台帳　下徳良・蔵宗之
部

神田村役場

M86009 戦災引揚者援護台帳　萩原・福田之部 神田村役場

M86009 部落常会・組別常会記録 平良村

M86009 部落常会報告綴 平良村

M86010 戦災者調査票 昭和22 戸坂村役場

M86010 引揚者名簿 昭和21 戸坂村役場

M86010 戦没者名簿 昭和30 大林村役場

M86010 戦災者名簿 昭和20 大林村役場

M86010 疎開者戦災者名簿 昭和20 大林村役場

M86010 罹災者名簿 昭和20 大林村役場

M86010 戦災者名簿 昭和20 川内村役場

M86010 復員軍人・戦災者・外地引揚者名簿綴 昭和21 瀬野村役場

M86010 遺族名簿 瀬野村役場

M86010 陸軍海軍復員者調査表 昭和10～20 鈴張村役場

M86010 戦死者戦病者名簿 鈴張村役場

M86010 引揚者調 鈴張村役場

M86010 復員者名簿 大正8～昭和20 久地村役場

M86010 復員軍人軍属名簿 昭和21 飯室村役場

M86010 復員者並引揚者名簿 昭和22 河内村

M86010 引揚者生活調査票 昭和22 河内村

国立国会図書館所蔵小川資料

P9705-D95 調査方針 1947

P9705-D96
～98

調査資料原簿 1947

P9705-D99 今時戦争よる国富被害算定方法 1947
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P9705-D100
～103

戦争被害調査資料集 1947-1949

P9705-D104 戦争被害調査資料（未定稿） 1947

P9705-D105
～106

広島長崎に於ける原子爆弾に依る物的
被害算定方法（原稿）

1948 小川

P9705-D107 原子爆弾被害調査基礎資料 1948

広島原爆障害対策協議会保管 川田兼三郎文書

P01-19-B1 広島原子爆弾投下による傷病者の教護
について

川田兼三郎

P01-19-B1 応援救護班員活動日調

P01-19-B1 〔応援救護班旅費日当調表〕

P01-19-B1 応援救護班旅費日当調

P01-19-B1 〔外来患者数日別調〕 昭和20.8.15～10.5

P01-19-B1 〔収容・外来・死亡者数日別調〕 昭和20.8.6～10.10

P01-19-B1 〔爆死・火傷・外傷・圧死者数日別調〕 昭和20.8.6～9.30

P01-19-B1 救護所及救護人員表 昭和20.8.6～10.5

P01-19-B1 〔応援救護班派遣状況職別日別調〕 昭和20.8.6～10.3

竹内喜三郎文書

P03-4-B1・2 五ヶ年日記 昭和19.1.7～23.12.31 竹内喜三郎

P03-4-B3 〔メモ〕 昭和20.3.1～21.6.15 竹内喜三郎

横田健一氏旧蔵資料（鈴木正道）

P200901-1 戦災記録　第一号 昭和20年8月6日 広島県

P200901-2 戦災記録　第二号 昭和20年8月13日 広島県

亘春市文書

198805-1 〔広島市空襲に対する広島県知事〕告
諭

昭和20年8月7日 広島県知事高野源進

198805-2 〔終戦〕詔書 昭和20年8月14日 昭和天皇

198805-3 〔終戦に際しての広島県知事告諭〕 昭和20年8月15日 広島県知事高野源進

198805-4 八月六日広島市空襲被害並ニ対策措置
ニ関スル件（詳報）

昭和20年8月21日 広島県知事→内務省防空総本
部長ほか

198805-5 中国新聞　昭和 20年 9月 4日 昭和20年9月4日 中国新聞社

山岡彦人文書

198834-1 警防団ノ教養ニ関スル件 昭和20年7月10日 広島県警察部長→各警察署
長・各消防署長

198834-2 〔西條警察署往復文書綴〕 昭和20年5月 西條警察署
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198834-2-1 ◦〔四月三十日広島市〕空襲被害情報 昭和20年5月5日 広島県知事（警察部長）→防
空総本部次長ほか，管下各警
察署長

198834-2-2 ◦貨物船爆発ニ因ル火災発生概況ニ関
スル件

昭和20年5月5日 警察部長→各警察消防署長

198834-2-3 ◦警備隊活動状況ニ関スル件〔五月五
日呉市広町空襲関係〕

昭和20年5月6日 広島県警察部長→内務省警保
局警備課長・県下各警察（消
防）署長ほか

198834-2-4 ◦電話用紙〔警察部長からの電話受信
要旨および西条署長の警察部長への
発信要旨〕

昭和20年5月6日
～9日

198834-2-5 ◦防空体制整備強化ニ関スル件 昭和20年5月7日 原駐在所巡査→西条警察署長

198834-3 〔七月二日呉市〕空襲被害対策ニ関ス
ル件

昭和20年7月27日 広島県知事→防空総本部次
長・中国地方総監（県下各警
察消防署長）

198834-4 〔八月六日広島市〕空襲被害状況等ニ
関スル件（第三報）

昭和20年8月8日 広島県知事→内務省防空総本
部長ほか，各警察消防署長

198834-5 家庭用米穀購入通帳（購入者　伊藤彦
人）

上下町役場

198834-6 衣料切符（伊藤彦人） 昭和17年2月1日 商工省（上下町役場）

198834-7 家庭用砂糖購入券（伊藤彦人） 上下町役場

198834-8 聯合軍進駐地附近住民ノ心得 昭和20年9月ヵ 広島県警察部

小川家文書

P01-45-B11 大隊日誌　昭和二十年八月六日戦災 広島市草津大隊

P01-45-B11 物資受入覚〔抄〕 昭和20.8.6～

P01-45-B11 物資調達〔抄〕 昭和20.8.6～ 広島市義勇隊草津大隊

P01-45-B11 給与日誌〔抄〕 昭和20.8 大隊本部

P01-45-B11 戦災者統計　昭和二十年八月六日 広島市義勇隊草津大隊

P01-45-B11 戦災調査簿　昭和二十年八月十日調 広島市義勇隊草津大隊

P01-45-B11 金銭出納簿〔抄〕 昭和20.8 草津大隊経理掛

P01-45-B11 草津救護所関係書類 昭和20.8

似島学園所蔵文書

P01-8-A1 学園日誌 昭和21.8.26～22.3.31 似島学園

P01-8-A2,3 学園日誌 昭和22.4.1～12.31 似島学園

広島市立舟入高等学校所蔵文書

P01-29-B1 昭和二十年八月六日罹災関係　経過日
誌

昭和20 広島市立高等女学校

修道高等学校所蔵文書

P01-3-B1 職員動静　昭和 20．8．6 昭和20 修道中学校

P01-3-B2 生徒情報記録 昭和20.8.6 修道学園

P01-3-B3 原爆被災記録参考書類 昭和20.8～9
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安田学園所蔵文書

P01-35-B1 戦災処理仮事務所取扱事項　記録 昭和20.8.6～11.9 安田高女

P01-35-B2 受付記録 昭和20.8.9～19 災害対策本部仮事務所

P01-35-B2 受付記録 昭和20.8.20～20.9.6 災害対策本部仮事務所

P01-35-B3 昭和二十年八月六日原子爆弾罹災状況
報告書控　附学徒名簿・死亡者記録

P01-35-B4 弔慰金関係書類 昭和21～26 安田高等女学校（のち安田女
子高等学校）

比治山女子高等学校所蔵文書

P01-9-B1 教務日誌〔抄〕 昭和20 比治山高等女学校

坂町立横浜小学校所蔵文書

P16-2-B1 学校日誌〔抄〕 昭和20 横浜国民学校

広島市立五日市小学校所蔵文書

P01-27-B1 日誌〔抄〕 昭和20 五日市国民学校

山科清文書

P01-91-B1・2 原子爆弾ニ依ル広島戦災医学的調査報
告

昭和20.11.30 陸軍軍医学校・臨時東京第一
陸軍病院

P01-91-B3・4 速報綴 広島災害調査班

新妻清一文書

P92-46-B1 特殊爆弾調査資料 大本営調査団

大橋成一文書

P92-40-B1・2 原子爆弾ニ依ル広島戦災医学的調査報
告〔抄〕

昭和13.11.30 陸軍軍医学校・臨時東京第一
陸軍病院

神津幸直文書

P02-9-B2 広島市ニ於ケル原子爆弾ニ関スル調査
（一般的調査）（附録　被害地写真帳）

昭和20.9 呉鎮守府

P02-9-B1 〔メモ　土壌β線放射能測定図　電路
系統図ほか〕
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P02-9-B1 八月六日広島市付近ニ敵機ノ投下セル
落下傘付無線装置調査報告

P02-9-B1 中野探照灯台広島爆撃目撃状況 呉海軍警備隊

P02-9-B1 広島市爆撃ニ関スル報告 〔広島文理科〕大学教授三村
剛昂・同助教授佐久間澄・同
上野義夫

P02-9-B1 八月六日広島市空襲戦訓（第四報） 呉鎮守府衛生部

P02-9-B1 八月六日広島市空襲戦訓（第三報） 呉鎮守府衛生部

P02-9-B1 長崎市空襲被害概況調査報告 昭和20.8.14 呉廠砲実部西田亀久夫・板巻
喬

P02-9-B1 八、六広島市被害状況 昭和20.8.13 中国軍管区司令部

P02-9-B1 広島市戦災地区土壌放射性物質ノ有無
調査成績（其ノ一）

P02-9-B1 八月六日広島市空襲被害状況竝ニ対策 呉鎮守府衛生部

P02-9-B1 陸海軍合同特殊爆弾研究会決定事項 昭和20.8.10 呉鎮守府衛生部

P02-9-B1 八月六日広島空襲ニ対スル研究会議事
概要

昭和20.8.10 呉工廠

P02-9-B1 八月六日広島空襲被害状況調査報告概
要

昭和20.8.8 呉鎮守府司令部

P02-9-B1 敵新爆弾調査ニ関スル意見ノ件具申 昭和20.8.7 電気実験部長→工廠長

田島英三文書

P91-12-B1 〔仁科芳雄連絡メモ〕 仁科芳雄→田島英三

玉木英彦文書

P91-13-B1 仁科芳雄書簡
※原爆投下のトルーマン声明につき

昭和20.8.7 仁科芳雄→玉木英彦

中山弘美文書

P92-45-B4 〔中山弘美日記〕〔抄〕 中山弘美

P92-45-B3 木村健二郎書簡　※広島試料放射能検
出報告

昭和20.8.20 木村健二郎→中山弘美

P92-45-B2 原子爆弾の植物に与へた影響〔抄〕 理化学研究所仁科研究室

P92-45-B1 原爆被害調査日誌 昭和20.9～10 中山弘美

P92-45-D1 〔中山弘美メモ〕〔抄〕 昭和20 中山弘美

山崎文男文書

P01-106-B1 〔山崎文男ノート〕〔抄〕 昭和20.9.3～5

菊池武彦文書

P95-13-B1 広島原子爆弾被害調査第三回旅行 昭和20.10.9～20 菊池武彦
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P95-13-B2 〔旧京大原爆災害総合調査班員回想記
集〕

昭和41

脇坂行一文書

P95-15-B1 広島市原子爆弾災害調査書 昭和20.9.5～17

P95-15-B1 班員出欠簿　中国軍管区原子爆弾災害
調査班

昭和20.9

清水栄文書

P95-14-B1 〔清水栄日記〕 昭和20.7.8～9.9 清水栄

P95-14-C2 〔清水栄日記〕 昭和20.9.19～12.31 清水栄

浅田常三郎文書

P94-9-D1 〔浅田常三郎メモ〕〔抄〕 昭和20 浅田常三郎

P94-9-D1 広島原子爆弾災害報告 昭和20.11.15 大阪調査団々員　阪大教授浅
田常三郎他

篠原健一文書

P92-43-D1 〔篠原健一メモ〕〔抄〕 昭和20 篠原健一

石川数男資料

P92-38-B1 第四回福岡医学会総会（原子爆弾によ
る人体傷害に関する講演会）次第

昭和20.11.11 福岡医学会

P92-38-B1 放射線ノ生物学的作用ト原子爆弾ニヨ
ル障害

昭和20.11.11 石川数男

P92-38-B1 ラヂウム療法の配量問題に関する二三
の基礎的研究（第十回日本医学会誌所
収）

昭和13.12.15 井上数雄

加納竜一文書

P92-41-B1 〔広島長崎ロケ日記〕 昭和20 加納竜一

渡辺史郎氏収集文書

198835-1 広島空襲被害調査報告 昭和20年8月13日 調査隊長陸軍軍医大佐戸田古
一郎

198835-2 広島戦災（放射能ニ関スル）調査報告 昭和20年8月15日

198835-3 広島戦災再調査報告　第三号 昭和20年9月8日
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198835-4 広島戦災再調査班報告　第五号 昭和20年9月9日

198835-5 広島戦災再調査班報告　第六号 昭和20年9月10日

198835-6 渡辺史郎氏収集文書受入時の手紙 昭和62年8月～9月 読売新聞大坂本社社会部藤原
博文

井西家文書

P86-2-C1 〔井西隆人メモ　従軍日記〕 昭和20 井西隆人

米国議会図書館

M近現 323 The CHRISTIAN CENTURY 1945.8.29

M近現 324
〃 325

The Evening Star 1945.7.22～8.31

M近現 326
〃 327

DAILY EXPRESS 1945.9.1～9.10

M近現 327 News Chronicle（LATE LONDON
EDITION）

1945.8.8～8.10

ユニバーシティ・マイクロフィルム社（ミシガン）

M近現 328
〃 329

The Chritian Science Monitor 1945.8～1945.9

ベイ・マイクロフィルム社（カリフォルニア）

M近現 330 San Francisco Chronicle 1945.8.1～8.31

ニューヨーク・タイムズ社（ニューヨーク）

M近現 331
〃 332

The New York Times 1945.8.1～8.31

シカゴ大学（シカゴ）

M近現 333 Le Monde 1945.7.27～8.31

米国国立公文書館

M86012～
86019

（NATIONAL ARCHIVES MICROFILM
PUBLICATIONS（Microfilm Publication
M1013））FINAL REPORTS OF THE
UNITED STATES STRATEGIC BOMB-
ING SURVEY 1945-1947（Roll 18-25）

1975 THE NATIONAL ARCHIVES
OF THE UNITED STATES

M近現 553
～555

〔戦意インタヴュー調査票〕 1945.12 米国戦略爆撃調査団
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