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(161)萩原 三圭 (HAGIWARA,Sankei) (a)高知 1840-94.(b)医学.(C)精得館

(長崎).(d)学生.(a)宮内省 ･侍医.(f)私費 1868-73;文部省 1884-86.(g)1884-

86.(h)Rauck1994,p.82;日本人名 (5),p.95;明治過去帳 1971,p.392;漢
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辺 1977,pp,233,260,343,353;富田 1985,pp.4661467((a),(e)) ;手塚

1992(2),p.199((C)).

(162)林 昭 (HAYASHI,Akira) (a)京都 1931-.(b)経析学.(C)大阪市立大 ･経

済 1954.(d)院生.(e)龍谷大 ･経営 ･教授.(f)ドイツ民主共和国 196卜63.(g)

196ト63.(h)犬飼鉄也教授教示 ;大学職員録 1996(2),p.1152;本人回答.

(163)林 博太郎 (HAYASHI,Hirotarou) (a)東京 187411968.(b)文学.(C)東

大 ･文 1899.(a)-.(e)東大 ･文 ･教授 ;南満州鉄道㈱給裁.(∫)私費 1899-

1903.(g)1899-1900.(也)Rauck1994,p.97;日本人名 (7),p.634;秦 1981,

pp.187-188((a),(e),(∫)) ;手塚 1992(2),p.2301,華族 1996(2),p.374.

(164)林 陸実 (HAYASHI,Mutsumi) (a)大阪 1934-.(b)文学.(C)大阪外語大

1958.(d)大阪商業大 ･講師.(e)早稲田大 ･文 ･教授.(f)ドイツ民主共和国 1965-

72.(g)1968-72.(A)大択メモ ;大学職員録 1996(2),p.822;本人回答.

(165)原口 竹次郎 (HARAGUCHI,TakeziTOu) (a)長崎 1882-1951.(ら)文学.(C)

早稲田大 ･文 1905.(d)早稲田大 ･講師,(e)台湾総督府 ･統計官.(f)私費 1907-

13.(g)1912-13.(h)Rauck1994,p.87;人事興信録 12,-,p.133((e)) ;辛

塚 1992(2),p.236.

(166)春山 作樹 (HARUYAMA,Sakuki) (a)大阪 1876-1935.(b)文学.(C)東

大 ･文 1900.(d)広島高師 ･教授.(e)東大 ･文 ･教授.(∫)文部省 1911-15.(g)

1912-13.(h)Rauck1994,p.88;日本人名 (5),p.205;帝国大学 1932,-,p.

56;渡辺 1978,p.1152;手塚 1992(2),p.241.

(167)半沢 拘 (HANZAWA,Makoto) (a)北海道 1879-1972.(b)農学.(C)札幌農

学校 1901.(d)東北大 ･農 ･助教授.(e)北大 ･農 ･教授.(f)文部省 1911-14.(g)

191314.(h)Rauck1994,p.85;日本人名 (7),p.641;渡辺 1978.p.1144;北

大 1980,pp.919,922,925;手塚 1992(2),p.242.

(168)秀島 雄次郎 (HIDESHIMA,Yuuzirou) (a)佐賀 1872-1943年以後 .(b)法

学.(C)東大 ･法 1899.(d)弁護士.(e)長崎控訴院 ･検事 ;公証人 (東京).(∫)経費不

明 1900101.(g)1900-01.(h)Rauck1994,p.101;帝国大学 1932,ヒ,p.12;人

事興信長 14,ヒ,p.22((e))_

(169)ひらしま こうへい (HIRASHIMA,Kouhei) (a)熊本 1866- ?.(b)法学.

(C)?.(d)?.(e)?.(∫)経費不明 1887(?汁?.(g)1888.(也)Rauck1994,p.106.

(170)平田 東助 (HIRATA,Tousuke) (a)山形 1849-1925.(b)法学.(C)大学南

校 1870(?).(d)大学大舎長.(e)農商務 :内務大臣 ;内大臣.(f)太政官 1871-76;外

務省 1882-83(伊藤博文の憲法調査団).(g)1874-75.(h)Rauck1994,p.107;日

本人名 (5),p,276;大正過去帳 1973,pp.318-319;渡辺 1977,pp.287-289;

秦 1981,pp.194,289((C),(d),(e)) ,'富田 1985,pp.496-497;手塚 1992(2),

pp.256-257;華族 1996(2),p.416.

(171)平山 信 (HIRAYAMA,Makoto[Shin]) (a)東京 1867-1945.(b)理学.(C)

東大 ･理 1888.(a)-.(e)東大 ･理 ･教授.(∫)文部省 1890-94;1912.(g)1894-

95.(h)Rauck1994,pp.107-108;日本人名 (7),p.657;渡辺 1978,p.603;富
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田 1985,p.498((e)) ;手塚 1992(2),p.260((a)) :Hartmann1997,S.28(名

の読みは Shin).

(172)深田 康算 (FUKADA,Yasukazu[Kousan]) (a)福島 1878-1928.(b)文

学.(C)東大 ･文 1902.(d)一高 ･教授.(e)京大 ･文 ･教授.(∫)文部省 1907-10.(g)

1907-08.(h)Rauck1994,p.70:日本人名 (5),p.304;渡辺 1978,p.1032

((d)) ;手塚 1992(2),p.266.

(173)福沢 三八 (FUKUZAWA,Sanpachi[Mihachi]) (a)東京 1881-1962.(b)堤

学.(ど)慶応義塾 ･高等科 1899.(a)?.(e)慶応大 ･予科 ･教授.(∫)経費不明 1904

(?)-06.(ど)1904-06.(h)Rauck1994,p.75;昭和物故 1983,p.422;慶応義塾 ･福

沢研究センター回答 ((C),(e),(∫)).

(174)福田 徳三 (FUKUDA,Tokuzou) (a)東京 1874-1930.(b)経済学.(C)東京高

商 1894.(a)東京高商 ･講師.(e)慶応大 ･理財科 ;東京商大 ･教授 .(f)文部省

1897-1901;経費不明 1925-26.(g)1897.(h)Rauck1994,p.72;日本人名 (5),

pp.315-316:渡辺 1978,p.704;秦 1981,p.198((d)) ;手塚 1992(2),p

273.,慶応義塾 ･福沢研究センター回答 ((e)).

(175)福山 伯麟 (FUKUYAMA,Hakurin) (a)愛知 1862-1925.(b)文学.(C)豊川

閣妙厳寺 ･僧堂 (愛知) ;慶魔義塾聴講生?.(d)妙厳寺 ･副住職.(e)妙厳寺 ･住

職.(∫)経費不明 1906-10.(g)1908-10.(h)Rauck1994,pp.74-75;遺族回答

((a),(C),(a),(e)).

(176)藤岡 勝二 (FUZIOKA,Katsuzi) (a)広島 1872-1935.(b)文学.(C)東大 ･

文 1897.(d)東京高師 ･講師.(e)東大 ･文 ･教授.(∫)文部省 1901-05.(g)1902-

04.(h)Rauck1994,p.68;日本人名 (5),p.331;帝国大学 1932,7,p.20;人

事興信録 9,7,p,51:渡辺 1978,pp.858-859((d)) ;手塚 1992(2),pp.280-

281.

(177)藤岡 由雄 (FUZIOKA,Yoshio) (a)東京 1903-76.(b)理学.(C)東大 ･理

1925,(d)理研 ･所員.(e)東京教育大 ･理 ･教授 :埼玉大 :山梨大 ･学長.(f)経費

不明 1929-32.(g)1929-32.(h)Kleint1993,S137;日本人名 (7),p.671;戟

日･現代人物 1977,p.1154.

(178)藤代 禎助 (FUZISHIRO,Teisuke) (a)千葉 1868-1927.(b)文学.(C)東

大 ･文 1891.(d)一高 ･教授.(e)京大 ･文 ･教授.(I)文部省 1900-02;経費不明

1923.(g)1901-02.(h)Rauck1994,p.69;日本人名 (5),p.340;渡辺 1978,p.

804;上村 1991(b),pp.101-103,107,110-112((a),(f)) ;上村 1991(C),p.

14;手塚 1992(2),pp.282-283((a)).

(179)保科 孝一 (HOSHINA,Kouichi) (a)山形 1872-1955.(b)文学.(C)東大 ･

文 1897.(d)東京高師 ･教授.(e)東京文理大 ･教授.(∫)文部省 1911-13.(g)

1912.(h)Rauck1994,pp,114-115;日本人名 (7),pp.690-691;渡辺 1978,p.

1150((d),(e)) ;手塚 1992(2),p.299.

(180)星野 勉三 (もと半六)(HOSHINO,Benzou[Hanroku]) (a)栃木 1882-

1939年以後.(b)法学.(C)慶応大 ･理財科 1903.(d)-.(e)慶応大 ･理財科 ･教授 ;
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星野産業銀行 ･頭取.(∫)経費不明 1903(?)-08.(ど)1903-05.(h)Rauck1994,p.

115;人事興信録 12,ホ,p.12((e)) ;慶応義塾 ･福沢研究センター回答 ((C),

(∫)).

(181)細野 長良 (HOSONO,Nagayoshi[Chouryou]) (a)富山 1883-1950.(b)汰

学.(C)京大 ･法 1908.(d)大阪地裁 ･判事.(e)大審院 ･院長 .(∫)司法省 1912-

13.(g)1912.(h)Rauck1994,p.116;日本人名 (7),p.693;帝国大学 1932,ホ,

p.13;秦 1981,p,206((e)) ;昭和物故 1983,p.440;手塚 1992(2),p.302.

(182)堀 光亀 (HORI,Kouki[Mitsukj]) (a)長崎 1876-1940.(b)経跨学.(C)東京

高商 1899.(d)-.(e)東京商大 ･教授.(f)文部省 1903-07.(g)大学 ? 1907一

1904.(h)Rauck1994,p.113;人事興信鐘 9,ホ,p.20;渡辺 1978,p.914;昭

和物故 1983,p.441;手塚 1992(2),p.305;Hartmann1997,S.29(名の読みは

Mitsuki).

(183)前田 圭太郎 (MAEDA,Keitarou) (a)鹿児島 1861-1918.(b)医学 .(C)東

大 ･医 1889,(d)?.(e)前田病院 (東京)院長 .(∫)経費不明 1885-?.(ど)1890-

92.(h)Rauck1994,p.217:小閑恒雄博士教示 (姓名の漢字,(a),(C),(e)).

(184)まえだ さんじ (MAEDA,Sanzi) (a)鹿児島 1867-1???.(b)医学 .(C)?.

(a)?.(e)?.(∫)経費不明 1888(?)-?.(g)1888-92.(h)Rauck1994,p.218.

(185)鳥越 徳太郎 (MAKOSHI,Tokutarou) (a)大阪 1869-1914(ドイツ)(岡山

県木之子村 [現 井原市]出身の大日本麦酒㈱社長 ･鳥越恭平の長男).(b)医学.

(C)?.(d)?.(伝)死亡.(f)経費不明 1889(?ト1914.(g)1903-14.(血)Rauck1994,

p.221:大塚 1935,p.266(姓名の漢字,(a)).

(186)松方 巌 (MATSUKAT冬,Iwao) (a)鹿児島 1862-1942.(b)経済界 .(C)東

大 ･予備門.(d)学生.(e)十五銀行 ･頭取 .(f)私費 1883-93.(g)1887-88.(h)

Rauck1994,p.227;日本人名 (7),p.720;富田 1985,p.542((e)) ;手塚

1992(2),pp.335-336;華族 1996(2),p.576.

(187)松本 需一郎 (MATSUMOTO,Zyuichirou) (a)兵庫 1862-1913年以後.(b)

医学.(C)東大 ･医.(d)松本泌尿器科 (大阪)院長.(e)松本泌尿器科 (大阪)院長.

(f)私費 1908-09.(g)1908-09.(h)Rauck1994,p.228;手塚 1992(2),p.349

((a)).

(188)松本 亦太郎 (MATSUMOTO,Matatarou) (a)群馬 1865-1943.(b)文学.

(C)東大 ･文 1893.(d)学生.(e)京大 ;東大 ･文 ･教授.(f)私費 1896-98;文部省

1898-1900.(g)1898-99.(h)Rauck1994,p.229;日本人名 (7),p.730;渡辺

1978,pp.745-746;手塚 1992(2),p.352.

(189)丸野 勝菩 (MARUNO,Katsuki) (a)熊本 187211921年以後 .(b)法学 (陸

軍).(C)陸軍士官学校 1894.(d)少佐.(e)少将.(∫)私費 1907-ll.(g)1909-10.(h)

Rauck1994,p.222(MARUNO,Matsuki) :外山 1981,p.117(姓名,(a),(C),

(e)) ;弐大日記,明治40年 1月,坤,教 9 ((∫)の経費).

(190)三浦 新七 (MIURA,Shinshichi) (a)山形 1877-1947.(b)経済学.(C)東衷高

商 1899.(d)東京高商 ･講師.(e)東京商大 ･教授 :学長 ;両羽銀行 ･頭取.(∫)文部
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省 1903-12.(g)1903-05;1907-12(1909-11年には12.ライブツィヒ① (111)新見

善治とともにカルル ･ランブレヒト教授の比較文化史演習の協力者).(h)Rauck

1994,p.241;日本人名 (7),pp.734-735:新見 1969,p.214;渡辺 1978,pp.

9041905((d),(e)) ;手塚 1992(2),pp.358-359.

(191)三浦 守治 (MrURA,Moriharu [Morizi]) (a)福島 1857-1916.(b)医学.(C)

東大 ･医 1881.(d)東大 ･御用掛.(e)東大 ･医 ･教授.(f)文部省 1882-87.(g)

1882-83.(h)Rauck1994,pp.240-241;日本人名 (6),pp.21-22;人事興信録

4,ミ,p.18((也)) ;大正過去帳 1973,p.86;渡辺 1977,p.468;富田 1985,

p.558;手塚 1992(2),pp.359-360;Hartmann1997,S.43(名の読みは Mori-

ji).

(192)三浦 義道 (MIURA,Yoshimichi) (a)東京 188311940.(b)法学.(C)東大 ･

法 1908.(d)日本教育生命保険㈱社員.(e)中央大 ･法 ･教授 :学長.(∫)私費

1911-15.(ど)1912-13.(h)Rauck1994,p.241;帝国大学 1932,ミ,p.6 ((d),

(忠)) ;昭和物故 1983,p.467;手塚 1992(2),p.360.

(193)水島 三一郎 (MIZUSHIMA,Sam-ichirou) (a)東京 189911983.(b)理学.(C)

東大 ･理 1923.(d)東大 ･理 ･助教授,(8)東大 ･理 ･教授.(∫)経費不明 1929(?)-

32(?).(g)1929-32.(b)Kleint1993,p.137;朝日･人物 1990,p.1541.

(194)帯淵 進馬 (MIZOBUCHI,Shimma) (a)高知 1870-1935.(b)文学.(C)東

大 ･文 1895.(d)二高 ･教授.(e)三高 ･校長.(f)文部省 1899-1903.(g)1901-02.(h)

Rauck1994,p.247;日本人名 (6),p.54;渡辺 1978,p.775((a),(e)) ;手塚

1992(2),p.367.

(195)三宅 寛二 (MIYAKE,Kanzi) (a)奈良 1883-1943年以後.(b)法学.(C)慕

大 ･法 1906.(d)扶桑海上保険㈱社員.(e)住友海上保険㈱重役.(∫)経費不明

1913-14.(g)191314.(h)Rauck1994,p.243;帝国大学 1932,ミ,pp.18-19

((d)) ;人事興信録 14,ミ,p.30((e)).

(196)宮崎 政吉 (MIYAZAKI,Masakichi) (a)佐賀 186411934年以後.(b)文学.

(C)東大 ･法 1888.(d)日本勧業銀行 ･行員.(e)佐久間製菓㈱重役.(∫)経費不明

1889(?ド?.(g)1890-91.(h)Rauck1994,p.246;帝国大学 1922,p.1496;人事興

信録 10,ミ,p,87((a),(e)).

(197)宮崎 道三郎 (MIYAZAKI,Michisaburou) (a)三重 1855-1928.(b)法学.(C)

東大 ･法 1880.(a)東大 ･法 ･助教授.(e)東大 ･法 ･教授.(i)文部省 1884-88.(g)

1885-86;1887-88.(h)Rauck1994,p.246;日本人名 (6),p.132;渡辺 1978,

p.501;富田 1985,p.568;手塚 1992(2),p.381.

(198)宮田 栄 (MIYATA,Sakae) (a)石川 1904-55.(b)医学.(C)金沢医大

1927.(d)金沢医大 ･助教授.(e)金沢大 ･医 ･教授.(f)経費不明 1937-39.(g)

1937-39.(h)朝永日記,pp.221172;岡田 1980,p.195:金沢大 1972,p.491.

(199)三好 学 (MIYOSHI,Manabu) (a)東京 1862-1939.(b)理学.(C)東大 ･理

1890.(d)-,(e)東大 ･理 ･教授.(∫)文部省 189卜95; 1912-17.(g)1891-95;

1912(?ト14.(h)Rauck1994,pp.246-247;日本人名 (7),pp.762-763:渡辺
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1978,p.615;富田 1985,p.569((e),(C)) ;手塚 1992(2),pp.386-387.

(200)村川 堅固 (MURAKAWA,Ker唱0) (a)熊本 1875-1946.(b)文学,(C)東

大 ･文 1898.(d)?.(e)東大 ･文 ,教授.(i)文部省 1902-06,(g)1904.(h)Rauck

1994,p.257:日本人名 (7),p.769;渡辺 1978,p.893;手塚 1992(2),p.396.

(201)村瀬 春男 (MURASE,Haruo) (a)福井 1871-1924.(b)経済学.(C)東衷高

商 ･中退 1889.(d)学生.(e)東京高商 ･教授 :帝国海上保険㈱副社長.(∫)私費

1889-93.(蛋)1892-93(?).(b)Rauck1994,p.258;渡辺 1978,p.596;富田

･1985,p.576((C),(e),(g)) ;手塚 1992(2),p.397((a･)).

(202)元田 伝 (MOTODA,Tsutou) (a)東京 1867-1939年以後.(b)理学.(C)東

大 ･理 1889.(a)海軍士官学校 ･教授.(e)東京高師 ･教授.(∫)文部省 1901-06.(g)

1902104.(h)Rauck1994,p.254;帝国大学 1932,千,p.4;人事興信録 12,

モ,p.10;渡辺 1978,p.866;手塚 1992(2),pp,406-407((f)) ;筑波大学回答

((a),(d)).

(203)森 広正 (MORI,Hiromasa) (a)東京 1943-.(b)経済学.(C)法政大 ･経済

1966.(d)院生.(e)法政大 ･経済 ･教授.(f)ドイツ民主共和国 1970-71.(g)1970-

71.(h)大択メモ ;大学職員録 1996(2),p.741;本人回答,

(204)森 林太郎 ･鴎外 (MORI,Rintarou[Ougai]) (g)1884-85.- ll.ドレ一

スデソ①C2》森 林太郎 .鴎外 (MORI,Rintarou[Ougai])を見よ.- ただし,

彼は正規の学生 ･聴講生ではなかった.松尾 1998(a),p.92,注(3)を参照.

(205)森岡 常蔵 (MORIOKA,Tsunezou) (a)福井 187111944.(b)文学.(C)東京高

師 1897.(d)東京高師 ･助教授.(e)東京高師 ･教授 ;東京文理大 ･学長.(∫)文部

省 189911902.(g)1901102.(i)Rauck1994,p.252,'日本人名 (7),p.778;渡辺

1978,p.768((e)) ;手塚 1992(2),p.412((d)).

(206)森島 庫太 (MORISHIMA,Kurata) (a)岐阜 1868-1943.(b)医学.(C)東

大 ･医 1894.(a)東大 ･医 ･研究員.(e)京大 ･医 ･教授.(∫)文部省 1896-1900;醍

費不明 191311?.(g)1897(?)-77.(h)Rauck1994,p.252;日本人名 (7),p.780;渡

辺 1978,p.703;富田 1985,p.587((a)) ;手塚 1992(2),p.414.

(207)守屋 源次郎 (MORIYA,Genzirou) (a)京都 1877-1939.(b)経済学.(C)東

大 ･法 1902.(d)大蔵省 ･官吏.(e)長崎高商 ･教授 ,'茨城県 ･知事.(f)文部省

1903-06.,(g)1903-04.(h)Rauck1994,p.253;帝国大学 1922,p1534;人事興信

録 12,モ,p.19;長崎大 1975,p.339;渡辺 1978,p.913;山口 1991,p.

246;手塚 1992(2),p,418.

(208)山岡 万之助 (YAMAOKA,Mannosuke) (a)長野 1876-1968.(b)法学.(C)

日本法律学校 1899.(d)東京地裁 ･判事.(e)関東庁 ･長官 ;日本大 ･総長.(∫)敬

費 1906-09.(g)1908-09.(b)Rauck1994,p.460;日本人名 (7),p.798;渡辺

1978,p.1020;秦 1981,p.242((a),(C),(d),(f)) ;手塚 1992(2),p.431.

(209)山口 弘一 (YAMAGUCHI,Kouichi) (a)東京 1866-1943年以後.(b)法学.

(C)独協 ･専修科 1888.(d)学習院 ･教授.(e)東京商大 ･教授.(∫)宮内省 1900-

03.(g)1901.(h)Rauck1994,p.453;独協 1933(b),p.1 ((C)) ;人事興信録
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14,ヤ,p.68((a),(d)) ;渡辺 1978,p.818;手塚 1992(2),p.437.

(210)山口 小太郎 (YAMAGUCHI,Kotarou) (a)東京 1867-1917.(b)文学.(C)東

京外語 1884.(d)東京外語 ･教授.(e)東京外語 ･教授.(f)文部省 1900-03.(ど)

190ト02.(h)Rauck1994,p.453;日本人名 (6),p.327;渡辺 1978,p.804;上

村 1992,pp.105-108,116,123;手塚 1992(2),p.437.

(211)山崎 覚次郎 (YAMAZAKI,Kakuzirou) (a)静岡 1868-1945.(b)経析学.(C)

東大 ･法 1889.(d)-.(e)東大 ･法のち経済 ･教授.(f)私費 1891-95;文部省

1908-??.(ど)1894-95.(h)Rauck1994,p.462;日本人名 (7),pp.803-804:渡辺

1978,p.620;秦 1981,p.245;富田 1985,p.605;手塚 1992(2),p.441.

(212)山中 (名は不明)(YAMANAKA) (a)出身地不明 1977-19??.(b)?.(C)?.

(d)?.(e)?.(I)経費不明 1937-39.(g)大学 ? 1937-39.(i)松井 1980(a),p.viの

ライブツィヒ日一独学生-イムの集合写真の一員.

(213)山本 恒夫 (YAMAMOTO,Tsuneo) (a)東京 1949-.(b)文学.(C)都立巣鴨

高校 1968.(d)-.(e)会社員.(f)ドイツ民主共和国 1968-69.(g)1968169.(h)酒井農

史教授教示 ;大沢覚講師教示 ;家族回答.

(214)山本 悌二郎 (YAMAMOTO,Teizirou) (g)1892-93.- 7.バウツェソ(2)

山本 悌二郎 (YAMAMOTO,Teizirou)を見よ.

(215)山脇 玄 (YAMAWAKI,Gen) (a)福井 1849-1925.(b)法学.(C)大学東校.

(d)?.(e)行政裁判所 ･長官.(f)文部省 1870-77;司法省 1880-81.(g)1874-75.(h)

Rauck1994,p.461;日本人名 (6),p.412:大正過去帳 1973,p.326;渡辺

1977,p.238;秦 1981,p.250;富田 1985,p.620;手塚 1992(2),p.463((f)) ;

森川 1994,pp.69-70((g)).

(216)横手 千代之助 (YOKOTE,Chiyonosuke) (a)東京 1871-1941.(b)医学.(C)

東大 ･医 1895.(a)東大 ･医 ･助教授.(e)東大 ･医 ･教授.(f)文部省 1901-04.(g)

1901-02.(h)Rauck1994,p.468;日本人名 (7),p.828;渡辺 1978,p.800;辛

塚 1992(2),p.473.

(217)吉田 熊次 (YOSHIDA,Kumazi) (a)山形 1874-1964.(b)文学.(C)東大 .

文 1900.(d)東京高師 ･教授.(e)東大 ･文 ･教授.(∫)文部省 1903-07;経費不明

1913-14.(g)1906.(h)Rauck1994,p.470;日本人名 (7),p.836;渡辺 1978,

p.915;手塚 1992(2),p.481.

(218)吉村 楯夫 (YOSHIMURA,Tateo) (g)1966-67.- ll.ドレースデン@(19)
書村 楯夫 (YOSHIMURA,Tateo)を見よ.

(219)若守 義孝 (WAKAMORI,Gikou) (a)埼玉 1876-1941(?).(b)文学.(C)東

大 ･文 1905.(d)曹洞宗中学 ･主任教諭.(e)駒沢大 ･教授.(f)経費不明 191卜

13.(g)1911-12.(h)Rauck1994,pp.440-441;帝国大学 1922,p.1686((a)の出身

地) ;駒沢大学回答 ((a)の年,(d),(ど)).

(220)和田 好也 (WADA,Kouya) (a)東京 1880-1918年以後.(b)医学.(C)仙台医

専 1904.(d)?.(e)染料会社 (東京)幹部.(f)経費不明 1907(?ド?.(g)1907-08.(h)

Rauck1994,p.439;東北大学記念資料室回答 ((a),(e)).
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(221)渡辺 慧 (WATANABE,Satoshi) (a)東京あるいは京都 1910-93.(b)理

学.(C)東大 ･理 1933.(d)学生.(e)立教大 .理 ;ノ＼ワイ大 .教授.(f)フ ラ ンス政

府 1933-36(?);経費不明 1937-39.(冒)1937-39.(h)朝永日記,pp.8-170;朝日･人

物 1990,p.1793;現代物故者 1994,p666.

(222)渡辺 滞 (WATANABE,Hiroshi) (a)北海道 1865-1977.(b)医学.(C)東

大 ･医 1889.(a)｢E.た しろ｣の個人助手.(e)渡辺内科 (東京)院長.(∫)私費

1899-1902.(g)1900-02.(h)Rauck1994,pp.442-443;手塚 1992(2),p.505.

② メタルグスベルク鋳物工場建設

(1) 伊崎 博 (IZAKI,Hiroshi) (a)福岡 1946-.(b)工学.(C)九州工大 .工

1969.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(f)久保田 1984-88.(ど)1984-88.(A)

本人回答.

(2) 梅田 徹 (UMEDA,Tooru) (a)兵庫 1957-.(b)工学.(C)立命館大 ･理工

1980.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(f)久保田 1985-87.(g)1985-87.(A)

本人回答.

(3) 大賀 利穂 (00GA,Toshiho) (a)山口 1952-.(b)工学.(C)下関工業高校

1971.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(f)久保田 1985-87.(a)1985-87.(i)

本人回答.

(4) 笠井 文男 (KASAI,Fumio) (a)大阪 1940- .(b)工学.(C)大阪工大 ･工

1964.(d)久保田鉄工㈱社負.(e)㈱クボタ幹部.(∫)久保田 1981-87.(g)1981-87.(也)

本人回答.

(5) 日下部 隆夫 (KUSAKABE,Takao) (a)東京 1944-.(b)工学.(C)東京工

大 ･工 1968.(a)久保田鉄工㈱社員.(a)㈱クボタ幹部,(I)久保田 1985-87.(g)

1985-87.(h)本人回答.

(6) 中藤 正 (KOTOU,Tadashi) (aL)大阪 1952-.(b)工学.(C)京都工芸織維

大 ･工芸学部 1974.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(∫)久保田 1986-

87.(g)1986-87.(b)本人回答.

(7) 木挽 謙治 (KOBIKI,Kenzi) (a)大阪 1957-.(b)工学.(C)鉄鋼短大 1982.

(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(f)久保田 1985-86.(g)1985-86.(h)本人回

答.

(8) 桜井 允夫 (SAKURAI,Nobuo) (a)兵庫 1947-.(b)工学.(C)神戸大 .工

1972.(也)久保田鉄工㈱社員.I(e)㈱クボタ幹部.(∫)久保田 1985-87.(ど)1985-87.(h)

本人回答.

(9) 佐藤 宏志 (SATOU,Hiroshi) (a)東京 19411.(b)工学.(C)東洋大 ･工

1966.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部,(∫)久保田 1984-88.(g)1984-88.(h)

本人回答.

(10) 杉田 善造 (SUGITA,Yoshizou) (a)兵庫 1944- .(b)工学.(C)関西学院

大 ･理 1968.(d)久保田鉄工㈱社員.(ら)㈱クボタ幹部.(f)久保田 1983-87.(g)

1983-87.(h)本人回答.
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(ll) 竹岡 勲 (TAKEOKA,Isao) (a)大阪 1938-.(b)工学.(C)大阪府立大 ･工

1961.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(f)久保田 1985-87.(g)1985-87.(h)

本人回答.

(12) 永井 正信 (NAGAI,Masanobu) (a)大阪 1953-.(b)工学.(C)大阪大 ･法

1977.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(ど)久保田 1984-87.(g)1984-87.(h)

本人回答.

(13) 中野 敏彦 (NAKANO,Toshihiko) (a)北海道 1938-.(b)工学.(C)北大 .

工 1962.(也)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部 .(I)久保田 1985187.(g)1985-

87.(h)本人回答.

(14) 中村 徹也 (NAKAMURA,Tetsuya) (a)福岡 1941-.(b)工学.(C)鹿児島

大 ･工 1965.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(f)久保田 1984-86.(g)

1984-86.(h)本人回答.

(15) 野中 隆一 (NONAKA,Ryuuichi) (a)東京 1942-.(b)工学.(C)早稲田大 ･第

一理工学部 1966.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(∫)久保田 1980-88.(g)

1980-88.(也)本人回答.

(16) 原 克孝 (HARA,Katsutaka) (a)静岡 1942-.(b)工学.(C)神戸大 ･経済

1965.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(f)久保田 1984-88.(g)1984-88.(h)

本人回答.

(17) 春名 康博 (HARUNA,Yasuhiro) (a)広島 1957-.(b)工学.(C)広島大 ･工

1980,(a)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(f)久保田 1984-88.(g)1984-88.(h)

本人回答.

(18) 藤原 整 (FUZIWARA,Hitoshi) (a)愛媛 1947-.(b)工学.(C)近畿大 ･理

工 1971.(a)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(f)久保田 1984-87.(g)1984-

87.(h)本人回答.

(19) 本田 俊朗 (HONDA,Shunrou) (a)鹿児島 1949-.(b)工学.(C)九大 ･法

1971.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(I)久保田 1986-88.(g)1986-88.(i)

本人回答.

(20) 松浦 謙治 (MATSUURA,Kenzi) (a)大阪 1956-.(b)工学.(C)大阪府立

大 ･工 1981.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(f)久保田 1986-88.(g)

1986-88.(h)本人回答.

(21) 南 陸義 (MINAMI,Mutsuyoshi) (a)大阪 1943-.(b)工学.(C)鉄鋼短大

1967.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部,(∫)久保田 1985-87.(g)1985-87.(h)

本人回答.

(22) 官垣 守之 (MIYAGAKI,Moriyuki) (a)岡山 1940-.(b)工学.(C)岡山工業高

校 1958.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(∫)久保田 1984-88.(g)1984-

88.(b)本人回答.

(23) 官本 賢祐 (MIYAMOTO,Ken-yuu) (a)広島 1947-.(b)工学 .(C)山口

大 ･工 1970.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(I)久保田 1982-88.(g)

1982-88.(也)本人回答.
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(24) 村上 充 (MURAKAMI,Mitsuru) (a)兵庫 1944-.(b)工学.(C)尼崎工業高

校 1963.(a)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(∫)久保田 1984-87.(g)1984-

87.(h)本人回答.

(25) 堺田 好弘 (YOKOTA,Yoshihiro) (a)埼玉 1957-.(b)工学.(C)上智大 ･理

工 1981.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(f)久保田 198ト88.(g)1981-

88.(i)本人回答.

(26) 吉岡 栄司 (YOSHIOKA,Eizi) (a)大阪 1958-.(b)工学.(C)大阪大 ･基礎工

学部 1981.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹乱 (∫)久保田 1982-86.(g)1982-

86.(h)本人回答.

(27) 和田 勝治 (WADA,Katsuzi) (a)大阪 1938-.(b)工学.(C)大阪工大 ･工

1962.(d)久保田鉄工㈱社員.(e)㈱クボタ幹部.(f)久保田 1984-87.(g)1984-87.(h)

本人回答.

③ 青果大学

(1)アール 公美 (旧姓 中村)(AHL,Kumi,geb.NAKAMURA) (a)鳥取

1967-.(b)音糞.(C)武蔵野音楽大 1989.(d)-.(e)ピアニス 7,.(i)私費 1989-.(a)

1994-96.(h)LeMu名簿 ;母君回答.

(2)池 譲 (IKE,Yuzuru) (a)神奈川 1902-91.(b)青果.(C)東京音楽学校 ･中退

1924.(d)?.(e)東京放送管弦楽団 ･指揮者 ;作曲家.(f)経費不明 192?-1926.(g)

1922-2?.(i)LeMu名簿 ,'日本近代音楽館回答 (姓名の漢字,(a),(e),(f)).

(3)奥田 昌史 (OKUDA,Masashi) (a)京都 19561.(b)音楽.(C)武蔵野音楽大

1979.(d)東京交響楽団 ･主席打発券奏者.(e)東響 ･主席打楽器奏者.(∫)文部省

1988-89.(g)1988-89.(h)マズーア借子夫人教示 ',本人回答.

(4)高 勇吉 (KOU,Yuukichi)1 (a)東京 1900151.(b)音菜.(C)東京音果学校

1921.(d)チ ェ リス ト (e)チ ェ リス ト (f)経費不明 192?-27.(g)1923.(h)LeMu名

簿 ;日本人名 (7),p.305;日本近代音菜館回答.- 妻の高 -ディ,旧姓ヴェー

ケル (HedyKOU,geb.WEKEL)については,松尾 1998(b),p.122を参照.

(5)斎藤 秀雄 (SAITOU,Hideo) (a)東京 1902-74.(b)音楽.(C)上智大 ･中退

1922.(d)丁.(e)桐朋学園大 ･教授 :学長.(∫)経費不明 1923-27,1930132.(g)

1924-27.(h)LeMu名簿 ;日本人名 (7),p.331;音楽家人名辞典 1996,pp.22-

23.

(6)島崎 赤太郎 (SHIMAZAKI,Akatarou[Sekitarou]) (a)東京 1874-1933.(b)

音楽.(C)東京音楽学校 1893.(d)東京音楽学校 .教員.(e)東京音楽学校 ･教授.(f)

文部省 1902-06.(g)1902-05.(h)Rauck1994,pp.359-360;日本人名 (3),p.

284;渡辺 1978,pp.860-861;宮田 1985,p.301;手塚 1992(1),p.453.

(7)杉本 忠太郎 (SUGIMOTO,Chuutarou) (a)兵庫 1899-19??.(b)音楽 .

(C)?.(d)?.(e)?.(f)経費不明 192ト??.(g)1928.(h)LeMu名簿 ;日本近代音楽

館回答 (姓名の漠字).

(8)須田 昌宏 (SUDA,Masahiro) (a)宮城 19561.(b)音楽.(C)山形大 ･教育
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1979.(d)ピアニス ト (e)ピアニス ト (f)私費 1996-98.(g)1996-98.(h)LeMu名

簿 ;本人回答.

(9)滝 廉太郎 (TAKI,Rentarou) (a)大分 1879-1903.(b)音楽.(C)東京音楽学

校 1898.(d)東京音楽学校 ･助手.(e)作曲家.(f)文部省 1901-02.(g)1901.(h)

Rauck1994,p.398;日本人名 (4),p.81;渡辺 1978,p.804;富田 1985,pp.

357-358;手塚 1992(2),p.27.

(10)ただ くま みね (TADAKUMA,Mine) (a)東京 189511977.(b)音楽.(C)?.

(d)?.(e)(米国居住).(ど)経費不明 19?7-門.(ど)1936-38.(h)LeMu名簿.

(ll)辰巳 博子 (TATSUMI,Hiroko) (aL)大阪 19611.(b)音楽.(C)桐朋学園大 ･音

楽学部 1984.(d)桐朋学園大付属別科講師.(e)ライブツィヒ音楽演劇大 ･音楽学

部 .室内楽 (ピアノ)講師.(f)私費 1991-94.(ど)1991-94;講師 19941.(h)

LeMu名簿 ;父君回答.

(12)中村 仁美 (NAKAMURA,Hitomi) (a)東京 1966-.(b)音楽.(C)神戸大 ･教

育学部 1989.(d)ピアニス ト (e)ピアニス ト (∫)私費 1991-94.(g)1991-94.(h)

LeMu名簿 ;本人回答.

(13)牧野 恵 (MAKINO,Megumi) (a)東京 1963-.(b)音楽.(C)東京芸術大 .音楽

学部 1985.(d)神奈川フィル-ーモニー次席 コンサー トマスター.(e)-レ国立管弦

楽団ヴァイオリニス ト1993-.(∫)私費 1991-93.(ど)199ト93.(h)LeMu名簿 ;母君

回答.

(14)マズーア 借子 (旧姓 桜井)(MASUR,Tomoko,geb.SAKURAI) (a)東

京 1950-.(b)音楽.(C)立教大 ･文 ･中退 1972.(d)-.(e)声楽家 (ソプラノ),｢旧

東 ドイツ子供基金｣(東京 ･1992年設立)代表.(∫)経費不明 1972∴ (ど)1974-82.(h)

ザクセン州経済振興公社 日本連絡事務所代表猪股秀三郎氏教示 ;音楽家人名辞

典 1996,p.433;本人回答.

(15)毛利 久美子 (MOURI,Kumiko) (a)北海道 1966-.(b)音楽.(C)道立桜陽高校

(小樽) ･中退 1982?.(d)-.(e)ピアニス ト (f)私費 1982(?)-97,(g)1994-97.(h)

LeMu名簿 ;本人回答.

(16)山本 直忠 (YAMAMOTO,Naotada) (a)東京 1904-65.(b)音楽 .(C)?.

(a)?.(e)南山大 ･文 ･教授 ;作曲家.(I)経費不明 1922-28.(g)1924-27.(i)

LeMu名簿 ;昭和物故 1983,p.521;南山大学回答.

(17)吉田 顕世 (YOSHIDA,Akiyo) (a)兵庫 1889-19??.(b)音楽.(C)東京音楽学

校 ･中退 1923.(a)?.(e)神戸-イ ドソ合唱団 ･指揮者.(∫)経費不明 1927-77.(g)

1922-??.(h)LeMu名簿 ;日本近代音楽館回答 (姓名の漢字,(C),(e)).

④ ホテル ･メルクーア建設

(1)飯田 朋弘 (ⅠIDA,Tomohiro) (a)東京 1937-.(b)工学.(C)明治大 ･工

1961.(a)鹿島建設㈱社員.(e)鹿島 ･幹部.(∫)鹿島 1978-81.(g)1978-81.(h)鹿島メ

モ ;本人回答.

(2)大坪 敏男 (00TSUBO,Toshio) (g)1978-82.- ll. ドレースデソ③(3)大
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坪 敏男 (00TSUBO,Toshio)を見よ.

(3)奥野 康之 (OKUNO,Yasuyuki) (g)1978-82.- ll. ドレースデソ③(4)輿

野 康之 (OKUNO,Yasuyuki)を見よ.

(4)日下部 誠二 (KUSAKABE,Seizi) (g)1978-81.- ll.ドレースデソ③(6)日

下部 誠二 (KUSAKABE,Seizi)を見よ.

(5)島津 護 (SHIMADU,Mamoru) (g)1978-81.- ll.ドレースデソ③(7)良

津 護 (SHIMADU,Mamoru)を見よ.

(6)鈴木 歌治郎 (SUZUKI,Utazirou) (a)東京 1938-.(b)工学.(C)東京工大 .

工 1962.(a)鹿島建設㈱社員.(e)鹿島 ･幹部.(f)鹿島 1978-81.(ど)1978-81.(也)鹿島

メモ ;本人回答.

(7)戸塚 秀夫 (TOTSUKA,Hideo) (a)埼玉 1945- .(b)工学 .(C)東大 ･工

1969.(d)鹿島建設㈱社員.(e)鹿島 ･幹部,(f)鹿島 1978-81.(g)1978-81.(h)鹿島メ

モ ;本人回答.

(8)柳 喜一郎 (YANAGI,Kiichirou) (a)長野 1941-.(b)工学.(C)千葉工大 ･

工 1965.(a)鹿島建設㈱社員.(e)鹿島 ･幹部.(ど)鹿島 1978-81.(g)1978-81.(h)鹿島

メモ ;本人回答.

(9)山根 一夫 (YAMANE,Kazuo) (g)1978-81.- ll.ドレースデソ③80)山

根 一夫 (YAMANE,Kazuo)を見よ.

(10)米林 実 (YONEBAYASHI,Minoru) (g)1978-81.- ll.ドレースデソ③(lD

米林 実 (YONEBAYASHI,Mimoru)を見よ.

⑤ 軍関係

(1)井野口 春清 (INOGUCHI,Harukiyo) (a)岐阜 1861-1941年以後.(b)陸軍.

(C)陸軍大 1892.(a)大尉.(e)中将.(f)陸軍省 1898-1900.(g)受け入れ機関不明

1898.(h)Rauck1994,p.130;人事興信錠 13,ィ,p,12((a)) ;日本軍

1971,p.273((C)) ;外山 1981,p.75.

(2)上村 良助 (UEMURA,Ryousuke) (a)東京 1878-1939年以後.(b)陸軍.(C)陸

軍士官学校 1898.(d)大尉.(e)中将.(∫)経費不明 1917-1914.(g)受け入れ機関不

明 1913-14.(h)Rauck1994,p.432;人事興信録 12,ウ,p.38((a)) ;外山

1981,p.150(姓の読み,(e)).
(3)遠藤 道孝 (ENDOU,Michitaka) (a)宮城 1871-1912年以後 .(b)医学 (陸

軍).(C)?.(a)軍医.(e)?.(∫)経費不明 1911(?卜12.(g)受け入れ機関不明 1911-

12.(h)Rauck1994,p.64;陸軍将校名簿 1906,p.1338(姓名の漢字,(a)).

(4)東田 直八郎 (KURITA,Naohachirou) (a)三重 1860-1926.(b)陸軍.(C)陸軍

大 1892.(d)少佐.(e)中将.(∫)経費不明 1900-03.(ど)受け入れ機関不明 1901-

02.(h)Rauck1994,p.212;日本人名 (2),p.456;日本軍 1971,p.273((C),

(e)) ;外山 1981,p.74.

(5)古川 武平 (KOKAWA [FURUKAWA], Buhei[Takehei]) (a)徳 島

1877-1910(ライブツィヒ),(b)医学.(C)岡山医専 1890.(d)軍医.(e)死亡.(∫)私
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費 1909-10.(g)受け入れ機関不明 (Leipzig-Reudnitz)1909-10.(h)Rauck

1994,p.199;手塚 1992(2),p.294(FURUKAWA,Takehei).

(6)高田 精一 (TAKATA,Seiichi) (a)徳島 1877-1912年以後 .(b)工学 (陸

軍).(C)東大 ･工 1907.(d)大尉.(e)?.(f)経費不明 1909-12.(g)受け入れ機関不

明 1910.(h)Rauck1994,p.384:陸軍将校名簿 1912,p.1039((a)).

(7)西尾 寿造 (NISHIO,Toshizou) (a)鳥取 1881-1960.(b)陸軍.(C)陸軍大

1910.(d)大尉.(e)大将.(f)陸軍省 1912-14.(g)受け入れ機関不明 1913.(h)

Rauck1994,p.286;日本人名 (7),p.583;日本軍 1971,p.55;外山 1981,p.

184;手塚 1992(2),p.173.

(5a)古川 武平 (FURUKAWA,Takehei)- 12.ライブツィヒ(9(5)古川 武平

(KOKAWA [FURUKAWA],Buhei[Takehei])を見よ.

⑥ 受け入れ機関不明,その他

(1)伊藤 道郎 (ITOU,Michirou) (g)機関不明 1913.- ll.ドレースデン④(3)

伊藤道郎 (ITOU,Michirou)を見よ.

(2)今村 英裕 (IMAMURA,Eisuke[Hidesuke]) (g)機関不明 1903-04.-

5.グリマ(1)今村 英裕 (IMAMURA,Eisuke[Hidesuke])を見よ.

(3)大塚 保治 (00TSUKA,Yasuzi) (a)群馬 1868-1931.(b)文学.(C)東大 ･

文 1891.(e)院生.(e)東大 ･文 ･教授.(∫)文部省 1896-1900.(g)橡閑不明 1899.(h)

Rauck1994,p.325;日本人名 (1),pp.577-578;渡辺 1978,p.658;富田

1985,pp.151-152;手塚 1992(1),pp.189-190.

(4)岡田 意- (OKADA,一ichi) (a)栃木 188111960.(b)法学.(C)東大 ･法

1907.(d)鉄道省 ･官吏.(e)鉄道省 ･局長 ;南海電気鉄道㈱社長.(∫)鉄道省 1912-

14.(g)機関不明 1912-13.(h)Rauck1994,p.304;人事興信録 14,オ,p.196

((e)) ;渡辺 1978,p.1185;南海電鉄㈱回答 ((a)).

(5)尾越 辰雄 (OGOSE,Tatsuo) (a)熊本 18?7-1932年以前.(b)法学.(C)独

協 ･専修科 1893.(d)弁護士 ;九州日日新聞 ･編集者.(e)?.(∫)経費不明 1898-

1901.(g)親閲不明 1???-1777.(h)Rauck1994,p.299;独協 1933(b),p.3

((C)).

(6)小沼 隆一郎 (ONUMA,Ryuuichirou) (a)茨城 1955-.(b)美術.(C)武蔵野美

術大 ･造形学部 1977.(d)武蔵野美術大 ･助手.(e)版画家 ;日本デザイナー学

院 ･講師.(f)武蔵野美術大 1983-84;ドイツ民主共和国 1985-86.(g)ライブツィヒ

印刷製本大 1985-86.(h)加茂詮教授教示 ;本人回答.

(7)久世 武司 (KUZE,Takeshi) (a)東京 188511909(ライブツィヒ).(b)経済

学.(C)学習院 ･高等科中退 1905.(d)-.(e)死亡.(f)経費不明 1906-09.(g)実習

1907-09.(h)Rauck1994,p.214;学習院大学図書館回答 (姓名の漢字,(C)).

- 彼の妻はゲル トルー ト,旧姓-ルマン (JulianeWilhelmineOttilieGertrud

geb.HERRMANN,1889年ライブツィヒ生まれ,1945年没)で,1923年に彼女

GertrudKUZE-HERRMANN は商人ア ンデ レック (CarlWilhelm Christian
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ANDEREGG)とライブツィヒで再婚した.久世 との間の子供は,久世 すま

(GertrudOtti】ieMannaSumaKUZE,1907年ライブツィヒ生まれ,1991年ニー

ダーザクセン州バート･-ルツブルクBad-Harzburgで投)で,母の再婚のあと

アンデレックに改姓した.｢すま｣の結婚は記録されていない.ザクセン州立ライ

ブツィヒ文書館回答 ;ライブツィヒ市戸籍部回答.この ｢久世 すま｣が,朝永振

一郎 (朝永日記,1938/10/15,p.114)を招待した ｢くぜ｣妹であろう,

(8)久野 寧 (KUNO,Yasu) (a)愛知 188211977.(b)医学.(C)愛知県立医学校

I1903.(d)満州医専 ･教授.(e)名古屋医大 ･教授.(i)満鉄 1913-15.(a)機関不明

1913-14.(h)Rauck1994,pp.210-211;日本人名 (7),p.280.

(9)くまがい たけお (KUMAGAI,Takeo) (a)神奈川 1879-1905年以後.(b)理

学.(C)?.(d)?.(e)?.(f)経費不明 1898(?)1197?.(ど)機関不明 1905.(h)Rauck

1994,p.209.

(10)桑木 厳巽 (KUWAKI,Gen-yoku) (a)東京 1874-1946.(b)文学.(C)東大 ･

文 1896.(d)京大 ･文 ･教授.(e)東大 ･文 ･教授.(f)文部省 1907-09.(g)機関不

明 1908-09.(h)Rauck1994,p.216;日本人名 (7),p.295;渡辺 1978,pp,

1036-1037;手塚 1992(1),p.354.

(ll)酒井 農史 (SAKAI,Asato) (g)ライブツィヒ居住 ･- レ大学在籍 1965-

71.- 12.ライブツィヒ①宙5)酒井 農史 (SAKAI,Asato)を見よ.

(12)さわ きさぶろう (SAWA,Kisaburou) (a)島根 1865(?)-1914年以後.(b)芸

術.(C)?.(d)?.(e)?.(f)経費不明 1???-1914(?).(ど)機関不明 1914.(h)Rauck

1994,p349.

(13)島崎 赤太郎 (SHIMAZAKI,Akatarou[Sekitarou]) (g)機関不明 1906-

08.- 12.ライブツィヒ③(6)島崎 赤太郎 (SHIMAZAKI,Akatarou[Sekita-

rou])を見よ.

(C)東大 ･農 1896.(d)?.(e)沖縄県 .技師.(f)経費不明 1907-?.(ど)機関不明

1907.(h)Rauck1994,p.358;帝国大学 1922,p.776;上村 1987,p.71.

(15)城野 (名は不明)(SHIRONO) (a)出身地不明 1777-1939年以後.(ち)文学 ?.

(C)?.(a)?.(e)?.(I)経費不明 1977-39(?).(g)機関不明 1977-39(?).(h)朝永日記,

pp.82-90.

(16)杉崎 静夫 (SUGISAKI,Shizuo) (a)岡山 1869-1939年以後.(b)?.(C)?.(d)

㈱斎藤製作所 ･重役.(e)斎藤製作所 ･重役.(∫)経費不明 1910(?)-14.(g)機関不明

1910-14.(h)Rauck1994,p.373;人事興信録 12,ス,p.33((a),(d),(e)).

(17)尺 秀三郎 (SEKI,Hidesaburou) (a)東京 1862-1934.(b)文学.(C)東京師範学

校.(a)文部省 ･官吏.(e)東京外語 ･教授.(f)文部省 1888-93.(g)壊関不明 1890

(?).(h)Rauck1994,p.351;日本人名 (3),p.531;手塚 1992(1),p.497((C)).

(18)薗田 宗意 (SONODA,Shuue) (a)大阪 1863-1922.(b)文学.(C)東大 ･文

1892.(d)西本願寺立高等普通学校 ･教授.(e)龍谷大 ･教授 :学長.(f)私費 1899-

1903.(g)機関不明 1903,(h)Rauck1994,p.370;日本人名 (3),p.594;大正過去
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帳 1973,p.247;手塚 1992(1),p.506((ど)).

(19)高村 宏 (TAKAMURA,Hiroshi)(a)北海道 1940-.(b)文学.(C)東大 ･文

1965.(d)中央大 ･理工 ･教授.(e)中央大 ･理工 ･教授.(∫)中央大 1981-82.(ど)芸術

アカデミー,社会主義文学史部門 1981-82.(h)大択メモ ;大学職員録 1996(2),

p.490;本人回答.

(20)高安 右人 (TAKAYASU,Migito) (a)佐賀 1860-1938.(b)医学.(C)東大 ･

医 1887.(d)金沢医専 ･教授.(e)金沢医大 ･教授 :学長.(f)文部省 1899-1901.(g)

機関不明 1900-01.(h)Rauck1994,p.393;日本人名 (7),p.452;金釈大

1972,p.574;渡辺 1978,p.763;手塚 1992(2),p.24;眼科学会 1997(5),p.

192.

(21)たき こうほ う (TAXI,Kouhou) (a)出身地不明 18??-1912(?)年以後 .

(b)?.(C)?.(a)書籍商.(e)?.(f)経費不明 1907-12(畑 (g)実習 1908.(h)Rauck

1994,p.398.

(22)竜山 章真 (TATSUYAMA,Shoushin) (a･)愛知 1906-50.(ら)文学.(C)大谷

大 1929.(d)大谷大 ･教員.(e)大谷大 .教授.(f)経費不明 1938-39(?).(g)機関不明

1938-39(?).(h)朝永日記,pp.64-156;大谷大学図書館回答.

(23)嘩道 文芸 (TERUMICHI,Bungei) (g)幾関不明 1914.- 12.ライブツィヒ

(彰 (139)嘩道 文芸 (TERUMICHI,Bungei)を見よ.

(24)富安 美穂 (TOMIYASU,Miho)(a)東京 1967(?)-.(b)音楽.(C)東京芸術大 .育

楽学部 1989.(a)?.(e)紘(g)に同じ.(f)経費不明 1990(?)195(フランクフル ト･ア

ム･マイソ音楽演劇大) ;ゲヴァソト-ウス管弦楽団 1995∴ (g)ゲヴァソト-ウ

ス管弦楽団 ･第二ヴァイオリン主席 (同楽団最初の日本人団員) 1995-.(h)

Gewandhaus1995,S.4:Gewandhaus1996,S.53((a),(f),(g)) ;東京芸術大

音楽学部回答 (姓名の漢字と(C)).

(25)朝永 三十郎 (TOMONAGA,Sanzyuurou) (a)長崎 1871-1951.(b)文学.(C)

東大 ･文 1898.(a)京大 ･文 ･助教授.(a)京大 ･文 ･教授.(I)文部省 1909-13.(g)

機関不明 191ト12.(i)Rauck1994,p.417;日本人名 (7),p.534;渡辺 1978,

p.1097;手塚 1992(2),p.113.

(26)並木 節子 (NAMAKI,Setsuko) (g)人民大学 1983.- 12.ライブツィヒ(丑

(152)並木 節子 (NAMAKI,Setsuko)を見よ.

(27)西 彦太郎 (NISHI,Hikotarou[Hikozirou]) (g)商業大学 ? 1904-07.-

12.ライブツィヒ(む (154)西 彦太郎 (NISHI,Hikotarou[Hikozirou])を見よ.

(28)西村 文太郎 (NISHIMURA,Buntarou) (a)岡山県上市村 (現 新見市)

1883-1940.(b)経析学.(C)明治大 ･法 1913.(d)明治大 ･留学生.(e)明治大 ･政

経 ･教授.(f)明治大 1913-16.(g)機関不明 1913-14.(h)Rauck1994,pp.284-

285;昭和物故 1983,p.378;明治大学回答 ((a)の出身地,(C),(d),(f)).

(29)服部 宇之書 (HATTORI,Unokichi) (a)福島 1867-1939.(b)文学.(C)東

大 ･文 1890.(a)東大 ･文 ･助教授.(e)東大 ･文 ･教授 ;京城大 ･総長.(f)文部

省 1899-1902;文部省 1902-09.(ど)機関不明 1901-02.(h)Rauck1994,p.94;日
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本人名 (7),p.618;帝国大学 1932,-,p.24;渡辺 1978,pp.772-773;手塚

1992(2),p.214.

(30)ベルン たか (旧姓 わたなべ)(BERN,Taka,geb.WATANABE) (a)神奈

川 1885-1947(ライブツィヒ).(b)?.(C)?.(a)?.(e)主婦.(f)経費不明 19日 -

1947.(ど)主婦 19日-1947.彼女は,フリッツ ･-インリヒ ･ベル ン (Fritz

HeinrichBERN,1878年北 ドイツ･キール市近郊生まれ,1949年以後没.49年には

元事務長Kanzlera.D.)とキール市近郊で1912年に結婚した.子供は記録されてい

ない.(h)朝永日記 (1938/10/15),p.114,'ザクセン州立ライブツィヒ文書館回答.

(31)梶 (名は不明)(HORI) (a)出身地不明 1???11937年以後.(b)?.(C)?

(a)?,(e)?.(∫)経費不明 1937年頃.(g)検閲不明 1937年頃.(h)朝永日記,pp.

153-158.

(32)マズーア 借子 (旧姓 桜井)(MASUR,Tomoko,geb.SAKURAI) (g)声楽

家 (ソプラノ) 1982-.- 12.ライブツィヒ③(14)マズーア 僧子 (旧姓 桜井)

(MASUR,Tomoko,geb.SAKURAI)を見よ.

(33)宮田 哲雄 (MIYATA,Tetsuo) (a)茨城 1867-1928.(b)医学.(C)東大 ･医.

(a)東京市 ･市医.(e)宮田病院 (東京)院長.(f)私費 1902-08.(ど)機関不明 1907-

190?.(h)Rauck1994,p.245;日本人名 (6),p.139;渡辺 1978,p.904;手塚

1992(2),p.382.

(34)森岡 常蔵 (MORIOKA,Tsunezou) (g)機関不明 1901.- 12.ライブツィ

ヒ① (205)森岡 常蔵 (MORIOKA,Tsunezou)を見よ.

(35)守屋 善兵衛 (MORIYA,Zenbee) (a)岡山県東大戸村 (現 笠岡市)

1866-1930.(b)新聞界.(C)独協 ･中退.(d)台湾日日新聞 ･主筆.(e)満州日日新

聞 ･社長 ;書林林業㈱ ･重役.(∫)私費 1903-04.(ど)機関不明 1903-04.(也)

Rauck1994,p.253;独協 1933(b),p.25((C)) :人事興信録 8,モ,p.20((d)最

初の勤務先は制度取調局 ･御用掛) ;手塚 1992(2),p.418.

(36)安田 禄造 (YASUDA,Rokuzou) (a)埼玉 1874-1939年以後.(ら)工学.(C)東

京高等工業 1902.(d)東京高等工芸学校 ･助教授.(e)東京高等工芸 ･校長.(f)文

部省 1910-13.(g)機関不明 1917-17.(h)Rauck1994,p.465;人事興信録 13,

ヤ,p.39((a,),(C),(d),(e)) ;渡辺 1978,p.1120;手塚 1992(2),p.423.

(37)谷津 直秀 (YATSU,Naohide) (a)東京 1877-1947.(b)理学.(C)東大 ･理

1900.(d)-.(e)東大 ･理 ･教授.(ど)私費 1901-07.(ど)機関不明 190?-190?.(h)

Rauck1994,p.466;日本人名 (7),p.792:帝国大学 1932,ヤ,p.16;手塚

1992(2),p,425.

(38)山内,H. (YAMANOUCHI,H.) (a)東京 18?7-1977.(b)工学.(C)高等工

業 1977.(a)?.(8)?.(f)経費不明 1910-?.(g)実習 (機械製作会社) 1910-

11.(h)JapanundChina,1910,S,50;- ,1911,S.279(住所はいずれ も

Braustr.1で,新見吉治 (12.ライブツィヒ①111)と同じ) ;高辻 1995,pp.

103,186(姓の漢字と(a)の出身地,(C),(g)).- この H.山内は山内 半作

(YAMANOUCHI,Hansaku)(Rauck1994,p.459)ではない.後者は,(a)徳島
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1879-1956.(b)医学.(C)京大 ･医 1907.(d)京大 ･医 ･助教授.(e)岡山医専 ･外

科 ･教授 (1910-14) ;秋田赤十字病院 ･院長 (1914-22);大阪回生病院 ･外科部

長 (1922-31) ;山内病院 (大阪)院長.(f)秋田赤十字病院 (欧米) 1917-19.(h)

帝国大学 1922,p.1582;岡山大 ･医 1972,p.491((e)) ;秋田赤十字病院回答

((a),(a),(e),(f)),である.ただし,彼は,(38)H.LLJ内のライブツィヒ滞在期間

(1910-ll)に岡山で医専教授の職務を果たしていた.小田 1996,pp.26-29.

(39)吉田 熊次 (YOSHIDA,Kumazi) (g)機関不明 1914.- 12.ライブツィヒ

① (217)吉田 熊次 (YOSHIDA,Kumazi)を見よ.

(40)わだ じゅんべい (WADA,Zyunpei) (a)出身地不明 1877-1977.(b)?

(C)?.(d)?.(e)?.(f)経費不明 1913(?)-13.(g)機関不明 1913.(h)Rauck1994,

p,439.

(41)渡辺 文治 (WATANABE,Bunzi) (a)広島 1862-1922年以後.(b)医学.(C)東

大 ･医 1889.(d)広島県立病院 ･院長.(e)渡辺眼科病院 (広島)院長.(f)私費

1906-08.(g)機関不明 1906-07.(h)Rauck1994,p.442;帝国大学 1922,p.

1702((d)) ;手塚 1992(2),p.505;眼科学会 1997(5),p.273.

13.本稿(1)(2)への補正

(i) 本稿(1)について,以下の補正を行なう.

(1)p.188,8行目の ｢衰記した.｣の後に,次の文章を追加する.姓名の読み仮名に

ついては,Hartmann1997におけるベルリーン大学学生登録簿のそれを参考にし

た.

(2)p.188,18行目の ｢滞在期間｣を,｢滞在期間 (正確には,日本不在期間)｣に改

める.

(3)p.189,11行目の ｢かろうか.｣の後に,次の文章を加える.つまり,森鴎外がラ

イブツィヒ大学医学部の正規の学生 ･聴講生でなかったために,彼に関する記録

が同大学文書館にまったく残されていないという事情が,彼らにも当てはまるの

ではなかろうか.ただし,ライブツィヒ時代の鴎外は本稿において,『漏逸日記』

に従って,⑤軍関係ではなく,①大学に含ませた.

(4)p.189,下から1行目 ｢ライブツィヒ⑤｣を ｢ライブツィヒ⑥｣に改める.

(5)p.190,15行目の ｢第 2以下の｣の前に,次の文章を追加する.第 6に,ライブ

ツィヒ音楽演劇大学は1991年以後の日本人音楽留学生15人の名簿 (LeMu名簿と

略記)を送ってくれた.このうち98年現在在学中の8人は本稿の対象としない.

卒業者 7人の中で,回答が得られたのは 6人である.第 7に,久保田鉄工㈱は

1980年代にライブツィヒでメタルグスベルク鋳物工場を建設したが,㈱クボタ人

事部は派遣技術者への質問表のとりまとめを仲介された.

(6)p.190,下から3行目の ｢大沢覚講師,｣の後に,｢中山沃博士,武智秀夫博士,

小関恒雄博士,中川浩一教授,幸田亮一教授,㈱クボタ人事部,｣を追加する.

(7)p.191,下から15行目 (注(1))の ｢朝永 1985｣を ｢朝永 1985(b)｣に改める.

(8)p.192,11行目と12行目 (注(3))の ｢横田 1978｣をすべて,｢渡辺 1978｣に改め

る.
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(9)p.192,荏(4)の最後に,以下の文章を追加する.帰国後の地位については,帰国

直後の地位よりも最終 ･最高の地位が一層重要であろう.

(10)p.192,1.ザクセン(2)桂与-の(h)の ｢同和 1955,付表 2｣を ｢同和 1985(a),

p.134;同和 1985(ら),p.21｣に改める.

(ll)p.193,5.グリマ(1)今村英裕の(a)｢1918年以後｣を ｢1921年以後｣に,(b)杏

｢経済界｣に,(e)を ｢㈱東京合金製造所 ･重役｣に,(g)の ｢人事興信錬｣以下を

｢6,ィ,p.135((a),(e))｣に改める.

(12)p.194,8.ケムニッツ(7)の前に,次の 1項 目を追加する.(6')野村 晃司

(NOMURA,Kouzi) (a)出身地不明,1977-77.(b)工学.(C)?.(d)山本商会 (小

金井製作所の前身)技師.(e)山本商会 ･幹部.(∫)山本商会 1935年頃.(g)実習

(ヴァソデラー Wanderer社)1935年頃.(h)幸田亮一教授教示 ;成瀬 1941,p.

225;小金井 1985,p.13.

(13)p.197,10.フライベルク①qZ)大橋備治の(h)｢鉱業会 60/61｣を ｢鉱業会 1960/

61｣に改める.

(14)p.199,10.フライベルク①銅中州維別の(a)の ｢1945年頃｣を ｢1945｣に改め,

(h)の ｢手塚｣の前に,｢中州 1991,p.13((a)) ;｣を追加し,｢;鉱業会 1948,

p.86｣を削除する.

(15)p.200,10.フライベルク①(4t)向井哲吉の(a)の宮城を宮崎に改め,(h)の最後に

｢;小関恒雄博士教示 ((a))｣を追加する.

(16)p.201,10.フライベルク②(2)小花冬吉の1行目の Fuyukichiの後に [Touki-

chi]を,(h)の ｢木本｣の前に ｢手塚 1992(1),p.241(名の読みは Toukichi) ;｣

を追加する.

(17)p.202,ll.ドレースデソ①(4)大井成元の(h)の ｢華族｣の前に ｢手塚 1992(1),

p,171;｣を追加する.

(18)p.202,ll.ドレースデソ①(7)兼松習書の(a)の ｢1977｣を ｢1923年以後｣に改

め,(h)の ｢手塚｣の前に ｢外山 1981,p.129((a)) ;｣を追加する.

(19)p.203,ll. ドレースデソ①8ゆ藤井茂太の(h)の最後に ｢;手塚 1992(2),p.

279｣を追加する.

(20)p.204,ll. ドレースデソ①(1g)古荘幹部の(h)の最後に ｢;手塚 1992(2),p.

296｣を追加する.

(21)p,204,ll.ドレースデソ①朗吉村健蔵の(h)の最後に ｢;手塚 1992(2),p.

489｣を追加する.

(22)p.204,ll.ドレースデソ②(1)青木梅三郎の(h)の ｢人事興信録｣以下を ｢13,

ア,p.40｣に改める.

(23)p.204;ll.ドレースデソ②(3)江守裏吾郎の(h)の最後に ｢;手塚 1992(1),p.

168｣を追加する.

(24)p.207,ll.ドレースデン④(2)石原喜久太郎の(h)の最後に ｢;手塚 ●1992(1),p.

86｣を追加する.

(25)p.207,ll.ドレースデソ④(7)の前に,次の1項目を追加する.(61)木村 能里

子 (KIMURA,Noriko)(a)大阪 1960年頃-.(b)音楽.(C)武庫川女子大 ･音楽学部
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中退 1981.(d)-.(e)国立 (テユーリングン州立)ヴァイマル歌劇場ソリスト(ソ

プラノ) 1986∴ (∫)ドイツ民主共和国 1981-90;テユーリンゲソ州 1990-.(ど)国立

ドレースデン歌劇場ソリスト (ソプラノ) 1981-86(83年 ドイツオペラ歌手コン

クール入賞).(h)州立 ドレースデソ歌劇場回答 ;木村 1998.

(26)p.209,1行目の ｢ソプラノ｣を ｢ソプラノ (木村能里子妓)｣に改め,同1-2

行目の ｢橋本匪以外の3人｣を ｢橋本嬢 ･木村嬢以外の2人｣に改める.

(27)p.209,ll.ドレースデソ④(1母淵田俊治の(h)の ｢岡山大学｣の前に ｢手塚 1992

(2),p.291;｣を追加する.

(ii) 本稿(2)ライブツィヒ①(1)について,以下の補正を行なう.

(1)p.183,(1)青山徹蔵の(d)の ｢東大 ･医 ･講師｣を ｢東大 ･医 ･助手｣に,(∫)の

｢1912(?)-14｣を ｢1912-14｣に改め,(A)の最後に ｢;小関恒雄博士教示 ((d),

(f))｣を追加する.

(2)p.185, (15)石川千代松の(f)の ｢1908-?｣を ｢1908-09｣に改め,(h)の最後に

｢;小関恒雄博士教示 ((∫))｣を追加する.

(3)p.185, (21)伊東盛雄の(i)の ｢1880(?)-84(?)｣を ｢1880186｣に改め,(h)の最後

に ｢:小関恒雄博士教示 ((f))｣を追加する.

(4)p.186, (25)井上達七郎の(∫)の ｢1896-97｣を ｢1895-97｣に改める.

(5)p.186, (32)の見出しと(b)の ｢宇佐見｣を ｢宇佐美｣に改める.

(6)p.191, (78)の ｢きむら じゅんきち｣を ｢木村 順吉｣に,(C)を ｢愛知外国

語学校 1878｣に,(d)を ｢横浜税関官吏禰｣に,(e)を ｢東京慈恵会医学校 ･教授 ;

木村産婦人科病院 (東京)院長｣に,(f)を ｢私費 1881-88｣に改め,(h)の最後に

｢;小関恒雄博士教示 (姓名の漢字,(C),(d),(e),(∫))｣を追加する.

(7)p,199, (151)の半井朴の(f)の ｢経費不明 1890(?)-?｣を ｢私費 1889-96｣に改

め,(h)の最後に ｢;小関恒雄博士教示 ((f))｣を追加する.
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