
 日本人書簡 576 名中  主要 212 名  

 

明石 照男 戒能 通孝 高瀬 荘太郎 秦 正流 山田 雄三 

赤松 要 角本 良平 高田 保馬 林 要 山中 篤太郎 

浅野 栄一 嘉治 隆一 高橋 幸八郎 林 健太郎 横田 喜三郎 

遊部 久蔵 加藤 周一 高橋 泰蔵 日高 六郎 横山 正彦 

安倍 能成 金森 久雄 高橋 長太郎 平田 清明 吉田 義三 

安部 能成 茅 誠司 高橋 正雄 福島 要一 吉野 源三郎 

天野 貞祐 川田 侃 高山 晟 福武 直 吉野 俊彦 

荒 憲治郎 岸本 誠二郎 武山 康雄 古島 敏雄 笠 信太郎 

荒垣 秀雄 喜多村 浩 館 龍一郎 細谷 新治 蝋山 政道 

阿利 莫二 木戸 幸一 辰濃 隆 細谷 千博 脇村 義太郎 

有澤 廣巳 木村 健康 蓼沼 謙一 堀江 薫雄 和田 博雄 

安東 仁兵衛 木村 元一 田中 慎次郎 堀江 忠男 渡辺 一夫 

飯塚 浩二 熊谷 一男 渓内 謙 堀米 庸三 

伊大知 良太郎 倉林 義正 谷川 徹三 堀部 政男 

井汲 卓一 黒澤 清 種瀬 茂 本庄 栄治郎 

石 弘光 桑原 武夫 田畑 忍 本田 創造 

石川  滋 小泉 明 玉井 龍象 前田 多門 

石田 雄 小泉 信三 玉野井 芳郎 増田 四郎 

泉 靖一 小島 清 淡 徳三郎 松方 幸子 

板垣 与一 小島 慶三 辻村 江太郎 松方 三郎 

市原 真一 越村 信三郎 津田 内匠 松川 七郎 

伊東 政吉 小林 直樹 都築 忠七 松永 ○○エ門 

伊東 光晴 小林 勇 恒藤 恭 松本 重治 

稲葉 秀三 古林 喜 都留 康 松本 烝治 

今井 賢一 小宮 隆太郎 都留 範治 丸山 眞男 

上田 辰之助 小森 武 鶴見 俊輔 溝口 敏行 

上田 耕一郎 西園寺 公一 鶴見 良行 宮川 実 

宇沢 弘文 佐藤 定幸 東畑 精一 宮崎 犀一 

宇野 弘蔵 塩野谷 祐一 常盤 敏太 宮崎 義一 

江口 朴郎 四手井 綱英 富垣 金三郎 宮田 喜代蔵 

江見 康一 幣原 喜重郎 富塚 文太郎 宮本 憲一 

扇谷 正造 地主 重美 富永 健一 宮本 義男 

大泉 行雄 篠原 三代平 豊崎 稔 村松 恒一郎 

大内 力 信夫 清三郎 永井 道雄 望月 喜市 

大内 兵衛 柴田 敬 中川 学 森 恭三 

大江 健三郎 柴田 徳衛 長洲 一二 森嶋 通夫 

大岡 昇平 島田 巽 長田 新 森田 優三 

大川 一司 清水 幾太郎 中野 重治 守屋 典郎 

大熊 信行 清水 崑 中野 好夫 安井 郁 

大河内 一男 末永 隆甫 中村 隆英 安井 琢磨 

大島 清 杉原 四郎 中谷 宇吉郎 安川 寿之輔 

大塚 金之助 杉本 栄一 中山 伊知郎 八杉 龍一 

大塚 久雄 鈴木 圭介 那須 皓 安場 保吉 

大場 康正 鈴木 茂三郎 名和 統一 山川 均 

大原 総一郎 関寛 治 南原 繁 山口 茂 

荻須 高徳 高木 惣吉 新飯 田宏 山住 正己 

小倉 武一 高木 暢哉 西井 克己 山田 勇 

小田 実 高木 八尺 西山 卯三 山田 九郎 

尾高 邦雄 高島 善哉 根岸 隆 山田 宗睦 

尾高 煌之助 高須賀 義博 野々村 一雄 山田 盛太郎 

    （五十音順） 

     

     

     




