
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

衆 議 院 憲 政 記 念 館

 



凡   例 

 

 本資料目録は、2012(平成24)年3月現在の本館所蔵資料中、主な遺品、文書、絵

画、工芸の諸資料について整理作成したものである。 

 収録事項は、資料の種別によって多少の差異がある。 

 

  資料別収録事項の細目は次のとおりである。 

 

○ 遺 品 

淺沼稻次郎、犬養  毅、加藤 高明、片山  哲、神近 市子、 

川島正次郎、島田 三郎、星   亨、吉田  茂 

○ 文 書 

○ 絵 画 

○ 工 芸 

 

［注］収録記事中、全資料に共通の記号記載の要領は次のとおりである。 

  法  量 …… 平面 : 縦×横  立体 : 高×横幅×奥行   単位 : ｃｍ 

  数  量 …… 絵画、工芸の数量表示は省略 

  資料番号 …… 本館の収蔵番号   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 1 -

遺  品 

 

淺沼稻次郎 
1898(明 31)～1960(昭 35) 

衆議院議員 

遭難当時遺品 

資料番号 資  料  名 点 数 

01-1 

 1 洋服上下 1 点 

 2 ワイシャツ 1 点 

 3 アンダーシャツ 1 点 

 4 ネクタイ 1 点 

 5 ハンカチ 1 点 

 6 ベルト 1 点 

 7 櫛 1 点 

 8 眼鏡 2 点 

 9 万年筆 1 点 

10 印顆 1 点 

11 名刺入 1 点 

12 ブラシ 1 点 

13 靴 1 点 

14 靴ベラ 1 点 

15 党員証 1 点 

16 衆議院議員記章 1 点 

17 衆議院手帳（昭 35年版） 1 点 

18 鉄道乗車証 1 点 

19 演説原稿 1 点 

日常使用品等 

01-1 

20 ハンチング 1 点 

21 ステッキ 1 点 

22 扇子 1 点 

23 湯呑み（蓋付） 1 点 

24 印顆 3 点 

25 旅行鞄 1 点 

26 旅券  大日本帝国外国旅券（昭 14年） 1 点 

27 淺沼稻次郎名入封筒 1 点 

28 言論闘争録 1 点 

29 討論資料（ノート） 1 点 

30 遊説計画表（自筆メモ） 1 点 

31 遺影  衆議院議院運営委員長当時 1 点 

32 デスマスク 1 点 
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犬養  毅 
1855(安政 2)～1932(昭７) 

内閣総理大臣・衆議院議員 

資料番号 資  料  名 点 数 

01-5 スプリングコート 1 点 

 

 

加藤 高明 
1860(万延元)～1926(大 15) 

内閣総理大臣・衆議院議員・貴族院議員 

資料番号 資  料  名 点 数 

01-3 モーニング上衣 1 点 

 

 

片山  哲 
1887(明 20)～1978(昭 53) 

内閣総理大臣・衆議院議員 

資料番号 資  料  名 点 数 

01-13 総理大臣時使用した眼鏡 1 点 

 

 

神近 市子 
1888(明 21)～1981(昭 56) 

衆議院議員 

資料番号 資  料  名 点 数 

01-7 日常愛用の硯箱・筆・印顆・原稿・書籍・議員バッジ 

 

 

川島正次郎 
1890(明 23)～1970(昭 45) 

衆議院議員 

資料番号 資  料  名 点 数 

01-2 

 1 袷着物  大島紬 1 点 

 2 袷羽織  大島紬 1 点 

 3 兵児帯  絞縮緬 1 点 

 4 杖 1 点 

 5 免状   日本棋院囲碁５段 1 点 

 6 風呂敷  川島正次郎名入り 1 点 

 

 

島田 三郎 
1852(嘉永 5)～1923(大 12) 

衆議院議長 

資料番号 資  料  名 点 数 

01-11 デスマスク、遺稿、写真  
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星   亨 
1850(嘉永 3)～1901(明 34) 

衆議院議長 

資料番号 資  料  名 点 数 

01-15 

 1 鬘 1 点 

 2 シルクハット 1 点 

 3 トランク 1 点 

 4 メモ帳 1 点 

 5 身延山甲州道中日記 1 点 

 6 法務衙門 1 点 

 7 歳出概予算 1 点 

 8 開国五百四年度歳入歳出概予算 1 点 

 9 故星亨君銅像建設寄附金名簿 1 点 

10 勲記（勲二等） 1 点 

01-16 箪笥 1 点 

01-17 

1 衆議院議長辞令（明治 25年 5月 3日） 1 点 

2 東京湾築港調査委員長辞令（明治 33年 6月 8日） 1 点 

3 市務調査会委員長選任通知（明治 33年 9月 13 日） 1 点 

4 市名誉職参事会員当選通知（明治 32年 6月 16 日） 1 点 

5 東京市区改正常設委員長選任通知（明治 33 年 7月 31 日） 1 点 

6 宮内省宴会招待状（明治 33年 7月 31 日） 1 点 

7 星亨自筆メモ（図書購入に係る内容） 5 点 

8 星亨名刺（衆議院議長、逓信大臣） 2 点 

9 北村氏から星亨宛電報（明治 15年） 1 点 

10 星亨肖像写真 1 点 

11 横濱税關長略譜（昭和 6年） 1 点 

12 アルバム 2 点 

13 故星亨記念写真集 1 点 

 

 

吉田  茂 
1878(明 11)～1967(昭 42) 

内閣総理大臣・衆議院議員・貴族院議員 

資料番号 資  料  名 点 数 

 

 

 

 

01-8 

 

 

 

 

 

 1 夏用着物 1 点 

 2 袴 2 点 

 3 ガウン（ベルト付） 1 点 

 4 ハンカチーフ 1 点 

 5 ベレー帽 1 点 

 6 白足袋 1 点 

 7 草履 1 点 

 8 ステッキ 1 点 
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  9 筆 1 点 

10 葉巻切り 1 点 

11 共済組合員証 1 点 

12 座布団 1 点 

◇ ほか記念物・写真・書籍・新聞・地図・安斎正助関係資料 
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文  書 

憲政記念館収集文書 

書類の部 

 

帝国議会・国会 

資  料  名 制 作 者 制 作 年 数量 資料番号 備  考 

雑輯第一号 

 

衆議院庶務課 明23.10 1綴 21- 18 議事録出版許可願 

開院式服装の件等 

貴衆両院議席番号一覧表  明23  91-153  

衆議院事故録 衆議院警務課 明24.2 

～昭29.4 

1綴 21-100 衆議院で発生した

事故記録 

大正政変、大震災

等 

帝国議会秘密会速記録原稿  明31～昭22 88袋 21-232 懲罰事案除く 

秘書課日誌 衆議院秘書課 明31.11 

～昭20.12.31 

(明32.4 

～39.9欠) 

32冊 21-238 他に日記(金銭出

納帳)3冊あり 

衆議院決裁書綴 

歳費ヲ辞スルノ届書等 

衆議院秘書課 明32.4 

～39.1 

1綴 21-212  

守衛報告書綴 衆議院警務課 明34.1 

～大11.3 

1綴 21-101 衆議院で発生した

事件の報告書 

田中正造直訴等 

守衛長報告書綴 衆議院警務課 明34.4 

～昭19.4 

1綴 21- 99 衆議院で発生した

事故及び事件の報

告書 

事務報告綴 衆議院警務課 明34.4 

～昭11.6 

1綴 21-102 旧議事堂内の警備

配置 

物品破損等の記録 

帝国議会席次表 

第23回～92回 

 明39～昭21  91- 12  

議院侵入教唆事件判決書 衆議院警務課 大14.7 1綴 21-104 開会中の議場 (第

48回議会)への乱

入事件に対する裁

判所の判決書写 

差止事項 衆議院速記課 昭6.10 

～19.12 

1綴 21- 95 戦時下の報道規制

に関する書類 

議会振粛要綱 議会振粛各派

委員会 

昭7.7 1冊 21-123 第61回議会終了

後、秋田淸衆議院

議長の提唱で議会

政治粛正の委員会

が設けられた 

上海方面派遣皇軍慰問貴族

院議員団日誌 

貴族院議員団 昭12.12 1綴 21-126  
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憲政功労者銅像除幕式にお

ける貴族院議長式辞 

松平賴壽 昭13.2.10 1枚 21- 40 憲法発布50年記念

行事として伊藤博

文、板垣退助、大

隈重信像を議事堂

中央広間に建立 

憲政功労者銅像除幕式にお

ける衆議院議長式辞 

小山松壽 〃 1枚 21- 41 〃 

憲政功労者銅像除幕式にお

ける遺族代表謝辞 

大隈信常 〃 1枚 21- 42 〃 

雑纂 衆議院警務課 昭13～15 1綴 21-103 院内業者、派出巡

査服務、興亜奉公

日等諸事の記録 

防空関係書類綴 衆議院警務課 昭14～ 3綴 21-105 防空訓練警備体制

等 

中野正剛登院延期願並書状 中野正剛 昭14.3.13 2枚 21- 38 中国視察に赴いた

中野の議会登院の

延期願。出発前の

声明が問題化した 

志賀和多利電報 志賀和多利 昭14.5.2 1通 21- 39 議員辞職の件 

南支方面皇軍慰問誌 丸亀秀雄 昭14.11 1綴 21-127  

帝国議会開設50年記念式典

衆議院議長式辞 

小山松壽 昭15.11.29 1枚 21-124  

衆議院の「敵国在留同胞に関

する決議」に対する米国在留

同胞感謝文 

アリゾナ州帝

国臣民 

昭18.8.21 1枚 21- 36 敵国民として抑留

された在米日系人

より、背広の裏地

に記された岡田忠

彦議長宛の感謝文 

外務省極秘通知書 外務省 昭18.12.1 3枚 21- 37 敵国在留同胞に関

する決議に対する

謝電の件 

聖旨奉体に関する決議案原

本(複製) 

 昭20.9.4 2枚 21-204  

第90回帝国議会衆議院帝国

憲法改正案委員小委員会速

記録原本 

衆議院速記課 昭21.7.25 

～8.20 

8冊 21-210  

憲法公布記念式典衆議院議

長奉答文(写) 

山崎 猛 昭21.11.3 1枚 21- 25 貴族院議場での式

典に際してのもの 

第1回国会衆議院会議録 衆議院  1冊 21-239  

隠退蔵物資投書綴 衆議院隠退蔵

物資に関する

特別委員会 

昭22.9 1綴 21- 11 委員会に集まった

摘発の投書 

開会式天皇陛下のおことば  第1回国会 

～50回国会 

(14国会欠) 

49枚 21- 19 14回国会は召集2

日後解散となり、

開会式は開かれな

かった 

開会式天皇陛下のおことば  第51回国会 

～100回国会

(54国会欠) 

49枚 21-236 54回国会は召集日

に解散となり、開

会式は開かれなか

った 
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開会式衆議院議長式辞  第1回国会 

～50回国会 

(14国会欠) 

49枚 21- 20  

開会式衆議院議長式辞  第51回国会 

～100回国会

(54国会欠) 

49枚 21-237  

国電スト事件 衆議院考査特

別委員会 

昭24.4 1綴 21- 13 国電車掌乗務拒否

事件関係 

官吏汚職事件 衆議院考査特

別委員会 

昭24.5.19 1綴 21- 12 税務署汚職事件関

係 

日鋼広島事件 衆議院考査特

別委員会 

昭24.6 1綴 21- 15 日本製鋼広島製作

所争議事件関係 

平市高萩炭鉱事件 衆議院考査特

別委員会 

昭24.9 1綴 21- 14 高萩炭鉱生産管理

事件以後の労使紛

争事件関係 

衆議院議案類の仮提出簿(各

種) 

 昭24～26 

第5回国会 

～13回国会 

(11国会欠) 

12綴 21-162 

～173 

占領時代、GHQ送付

用として議案課か

ら渉外課に送った

議案類の控簿 

国会議席表 

第65回～ 

 昭45～  91- 12 他に第1回(複製)、

第32回あり 

参議院運営の改革に関する

意見書 

参議院問題懇

談会 

昭46.9.23 1冊 21-  8  

 

政党 

     

立憲政友会趣旨書(複製) 立憲政友会 明33.8.25 1枚 21-213  

憲政会綱領及び会則 憲政会本部 大7.1.20 1枚 21-  5  

政友本党宣言・政綱・党則 政友本党 大13.1.29 1綴 21-  7  

憲政会第11回大会通知状 憲政会本部 昭元.12.30 1枚 21-  6  

立憲民政党創立趣意書 立憲民政党 昭2.5 1枚 21-207  

革新党組織に際し予が政党

観を述べて同志諸君の教を

請ふ 

尾崎行雄 昭2.6.3  21-159 關直彦、大竹貫一

らが結成した小政

党、革新党の発会

での演説要旨 

政界革新と新政党樹立の意

義 

床次竹二郎 昭2.6.16 1枚 21- 44 民政党結成を前に

同党顧問床次が発

表したもの 

立憲民政党宣言及び政綱 立憲民政党  1枚 21- 43  

立憲民政党宣言・政綱・党則 立憲民政党 昭2.6.1 1枚 21- 68  

立憲民政党入党勧誘状 立憲民政党 昭2.7.1 1枚 21- 45  

立憲民政党入党申込書 立憲民政党  2枚 21- 46  

国民同盟準備委員会名簿 国民同盟準備

委員会 

昭7.8.10 2枚 21-142  

新体制準備会記録  昭15.8.28 

～9.17 

 21- 52 大政翼賛運動綱領

草案、規約草案の

討議記録 
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同成会会員名簿 同成会 昭20.10.1 1枚 21- 48 貴族院勅選、多額

納税議員で組織さ

れた貴族院の院内

会派 

同成会役員表・月番幹事表 同成会 昭21  21- 49  

日本社会党綱領・宣言・政

策・党則 

日本社会党 

 

昭23.8.3 

 

1冊 

 

21- 87 

 

 

自由民主党立党宣言及び綱

領 

自由民主党 

 

昭30.11 

 

1枚 

 

21-215 

 

 

日本社会党綱領 

 

日本社会党本

部 

昭33.7 

 

1冊 

 

21-109 

 
 

離党声明 

 

河野洋平他5

名 

昭51.6.25 

 

1枚 

 

91-  5 

 
 

社会民主連合政策リポート 社会民主連合 平元.12 1冊 91-142  

社会党シャドーキャビネッ

ト関係文書 

日本社会党シ

ャドーキャビ

ネット委員会 

平3.12.4 1綴 21-201  

自由民主党政治改革推進議

員連盟再編発足の趣意(案)

及び緊急宣言(案) 

自由民主党政

治改革推進議

員連盟 

平5.6.23 1枚 21-206  

 

選挙 

     

衆議院議員候補者人名表 

 

郵便報知新聞

社 

明23.2.11 

 

1枚 

 

91- 96 

 

 

 

衆議院議員当選証書 

成島巍一郎宛 

千葉県 明23.7 1巻 21-  3 第1回衆議院総選

挙で千葉2区から

当選 

全国各選挙区党派色分地図 東京公論付録 明23.9.2 1枚 21-134  

衆議院議員選挙人名簿 岐阜県大野郡

宮村 

明24.4 1綴 21-  2  

全国各派分領の図 国民新聞付録 明25.2.21 1枚 21-135 政党の分布図 

新旧議員主義一覧 国民新聞 明25.2.20 1枚 62A- 3  

衆議院議員総選挙候補者戦

闘地図 

斎藤新聞 

(名古屋) 

明35 1枚 61-  7 第7回衆議院総選

挙での愛知県の状

況 

衆議院議員総選挙一覧 衆議院事務局 大4.8 1冊 21-240 第1回～第12回総

選挙 

立候補宣言書 天春文衞 大6.3 1枚 21- 27 三重県郡部で立候

補した天春の挨拶 

推薦状 憲政会総裁 

加藤高明 

大6.4 1通 21- 29 三重県で出馬した

川崎克を推したも

の 

寺内内閣総理大臣訓示  〃 1冊 21- 30 第13回総選挙に際

しての寺内正毅首

相の訓示 

後藤内務大臣訓示要旨  〃 1冊 21- 31 同じく後藤新平内

相の訓示 

当選礼状 尾崎行雄 〃 1枚 21- 28 三重県郡部で当選

した尾崎の選挙民
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への礼状 

不法解散の檄 全国普選連合

会 

大9.3 1枚 21-120 原政友会内閣の議

会解散を弾劾 

佐藤正立候補覚書 安達謙藏 

柵瀨軍之佐 

大13.3.21 1通 21-140 仙台市部で立候補

の佐藤を憲政会が

支持公認すること

を約した覚書 

貴族院多額納税者議員互選 

人名簿 

茨城県 

 

大14.6.1 

 

1冊 

 

21- 58 

 

 

 

衆議院議員当選者一覧 東京日日新聞 昭3.2.24 1枚 62A-27 最初の普選 

立候補挨拶状 齋藤隆夫 昭11.2, 

昭17.4 

2通 21-180, 

  181 

昭和17年のいわゆ

る翼賛選挙に、齋

藤は非推薦で立候

補した 

選挙公報 齋藤隆夫 昭11,12,17 3枚 21-177 

～179 

 

立候補あいさつ 西園寺公一 昭22 1枚 21- 63 第1回参議院通常

選挙で全国区から

立候補、当選した

時のちらし 

淺沼稻次郎推薦状 日本労仂組合

総評議会議長

太田薫 

昭35.10 1通 21-144  

参議院選挙政策大綱 新自由クラブ 昭52.6.1 1冊 91- 70  

総選挙政策大綱 新自由クラブ 昭54.9.1 1冊 91- 71  

衆参選挙政策大綱 新自由クラブ 昭55.5.30 1冊 91- 72  

選挙政策大綱 新自由クラブ 昭58.5.1 1冊 91- 73  

 

憲法 

     

官報号外大日本帝国憲法 内閣官報局 明22.2.11 1部 21-  9  

憲法改正草案要綱 衆議院 昭21.3.6 1部 21-146  

憲法改正草案要綱 貴族院 〃 1部 21- 47  

各種民間憲法改正草案集 衆議院調査課 昭21.6 1冊 21-112  

官報号外 日本国憲法 印刷局 昭21.11.3 1部 21- 88  

官報号外 日本国憲法 

(英文) 

印刷局 

 

〃 

 

1部 

 

21- 89 

 
 

憲法改正大綱草案(試案) 稻葉 修 昭47.6.16 3枚 91-  7  

 

政治事件 

     

安重根発射の弾丸 

付 大連民政署の弾丸還付 

の文書 

大連民政署 明43.3.5 1点 

1枚 

91- 27 明治42.10.16伊藤

博文遭難事件の 

際、狙撃の弾丸で

随員3名も負傷し

た 

西園寺公望に対する勅語草 

案 

 

 

大2.2 1枚 21- 50 大正政変に際し西

園寺政友会総裁に

政争緩和の詔が下
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された。その案文 

関東戒厳司令官命令(写) 関東戒厳司令

官 

福田雅太郎 

大12.9 1枚 21-  4 関東大震災後に発

せられたもの 

ロンドン会議資料 

 1 枢密院対策 政府の方 

針について 

   2 枢密院審査報告 

   3 国防方針に関するメモ 

   4 財部海相の陳述草稿 

   5 奉答文取扱いの件 

江木 翼 昭5 5点 

1通 

 

1綴 

2枚 

1通 

1通 

21- 51  

倫敦海軍条約御批准ノ件ニ

就テ 

江木千之 〃 1枚 21- 70 枢密院での条約諮

詢の状況について

の記録 

枢密顧問官更迭案 江木 翼 昭5.8 3点 21- 71 枢密院の大勢は条

約反対派で、濱口

内閣は顧問官更迭

も辞さぬ強硬な態

度を示した 

東北・北海道飢饉救援に関す

る要求書 

全国労農大衆

党 

昭6.12.24 1綴 21-145 飢饉地域の農民児

童の救済要求 

南次郞陸相に対する質問書 尾崎行雄 

關 直彦 

昭6.8 1綴 21-115 満蒙問題･軍制政

改革問題等に言及

した師団長会議で

の陸相訓示の追及 

大詔の煥発を内奏せられん

ことを望む 

西園寺公望宛 

大竹貫一 

田川大吉郎 

淸瀨一郎 

昭7.5 1綴 21-116 軍人は政治に関与

すべからずの大詔

を渙発されたし 

政界廓清の方策につき進言

す 

關 直彦 

大竹貫一ほか 

〃 1綴 21-117 斎藤実首相への選

挙革正の進言 

日本国民に檄す 陸海軍青年将

校農民同志 

昭7.5.15 1枚 21-118 君側の奸を葬り、

直接行動に出よと

の檄文 

蹶起趣意書 野中四郎 昭11.2.26 1枚 21-119 2.26事件首謀者の

一人野中大尉の

「決意書」を基に

書かれ、軍当局新

聞社などに配布さ

れた 

新聞紙掲載事項ニ関スル件 警視庁検閲課 昭16.12.8 1綴 21-182 陸軍省令第24号に

よる記事差止めの

要綱 

新聞紙掲載事項ニ関スル件 警視庁検閲課 〃 1綴 21-183 海軍省令第22号に

よる記事差止めの

要綱 

対日講和に対する緑風会の

見解と希望 

緑風会 昭25,26  22-  4 

～6 

 

対日講和条約に関するメモ

(英文) 

緑風会 昭26.1.30 5枚 

(3組) 

22-  7  
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議事堂      

議院建築意匠設計競技図集 大蔵省営繕管

財局 

大9.1.25 1冊 91- 20  

帝国議会議事堂建築の概要 大蔵省営繕管

財局 

昭11.11.1 2冊 91-262  

帝国議会議事堂竣工式典記

録 

大蔵省営繕管

財局 

昭12.3 1冊 調31A-74  

帝国議会議事堂建築報告

書・附図 

大蔵省営繕管

財局 

昭13 2冊 調31A 

-35,36 

 

帝国議員宿所姓名表 

付 仮議事堂平面図 

 明23  

第1回議会 

1枚 91- 15  

国会議事堂模型設計図 子供の科学編  1枚 91- 63  

      

桜 農学博士田中彰一氏寄贈資料     

苗の検査状況  明43.1.20 12枚 21- 85  

桜品一覧表  明44.3 2枚 21- 77  

北米合衆国ニ送付スベキ桜 

苗養成概況 

 

 

  2綴, 

4枚 

21- 78, 

   79 

 

里桜の品種  大10.4 4枚 21- 80  

花桜調査  大12.4.14, 

4.26  

2枚 21- 81  

桜花品種別一覧表  大13.8.5 1枚 21- 83  

桜苗木本数  昭32.11.4 2枚 21- 86  

      

原稿      

原敬首相演説草稿 原 敬 大8.1 1通 21- 69 第41回議会での演

説草稿｢教育施設

の拡充｣に陛下よ

り1千万円の下賜

があったことの報

告 

第64回議会時における立憲

民政党の議会報告書草稿 

平野光雄  1通 22- 12  

奉答帝国憲法改正ノ必要 佐々木惣一 昭20 1袋 22-  1 憲法学者佐々木惣

一の憲法改正意見 

婦人の戦争責任 神近市子 昭21.3 1綴 22- 10 恥ずかしくない投

票を、と婦人達に

呼びかけたラジオ

放送原稿 

幣原議長聞き書 入江俊郞 昭24  22-  9 衆議院法制局記念

誌に掲載の遺稿 

憲法第9条の解釈に関する意

見書 

佐々木惣一 昭27.3.17 4点 22-  8 第13回国会で両院

法規委員会が開か

れた時佐々木氏が

提出した意見書 

議長の立場から 淸瀨一郎 昭35 1綴 22-  2 第34回国会で安保

審議の際起きた会
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期延長を巡る混乱

の経緯及び淸瀨議

長の見解 

安保改定の意義 船田 中  1綴 22-  3 自由民主党政調会

長として安保改定

の意義を論述 

      

小冊子      

黒船始末之記  江戸後期 1冊 21-228  

藩論(複製)  明元.12 1冊 21-  1 公議政治を提唱し

た土佐藩の藩政改

革構想 

公議所日誌 第8下  明2.4 1冊 21-209  

改置府縣概表  明5 1冊 21-233  

かなつけおふれがき太政大

臣布告第1号 

 

 

明6.8 1冊 21- 59 一般庶民のために

ひらがなで書かれ

た太政大臣布告 

新聞雑誌附録第150号 

 

鴻 雪爪 

 

明6.10 

 

1冊 

 

21-106 

 

木戸孝允の憲法意 

見掲載 

勅奏官一覧表  明6.10,12 各1冊  21-107, 

108 

明治政府の官員録 

見立番付表  明25.3.12 1枚 91-269  

明治二六年度議会大相撲番

付 

加藤福次郎 

 

明25.11.1 

 

1枚 

 

91- 28 

 
 

官員録   1冊 21-229  

對支經營私見 田中義一 大6.9 1冊 21-246  

五箇条御誓文 

福岡孝弟(複製) 

 大14.8.5 1枚 21-141  

国民学校教科書 文部省 昭16～19 8冊  91-192, 

199 

 

衣料品点数表 商工省 昭17.2.1 1枚 91-188  

米英軍用飛行機識別表 読売新聞社 昭17.5.10 1枚 91-203  

米英主要爆撃機識別図 内閣印刷局 昭17.9.5 1枚 91-204  

時局防空必携 内務省 昭18 1冊 91-205  

マグナ・カルタ 

(大憲章)(複製) 

 

 

 4枚 91- 10  

米国独立宣言草稿 

(複製) 

トマス・ジェ

ファーソン 

1776 1枚 21-200  

THE CONSTITUTION OF JAPAN SECRETARIAT 

OF THE HOUSE 

OF REPRESEN 

TATIVES 

 1冊 21-242  

シャウプ使節團日本税制報

告書 巻Ⅰ～Ⅳ 

GENERAL 

HEADQUARTERS 

SUPREME 

COMMANDER 

FOR THE 

 4冊 21-245  
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ALLIEDPOWERS 

      

ビラ      

国勢調査ビラ  大9.10.1 1枚 91-257  

朝鮮戦争国連軍ビラ 国連軍 昭25 6枚 21-194 

 ～199 

北韓将兵ニ告グ、

マッカーサー布

告、落下傘ニュー

ス等 

大東亜戦争戦没慰霊祭ビラ 肥後 亨 昭35 3枚 21-193 アイゼンハワー米

国大統領来日反対 

国会の真相を語る大演説会

ビラ 

議会政治擁護

議員団 

昭35.6.9 1枚 21-184 60年安保問題 

新安保条約反対抗議ビラ 日本新聞・放

送労働組合ほ

か 

昭35.6.17 1枚 21-186  

樺美智子さん死因の真相 在京社会学者

有志 

〃 1枚 21-187  

新安保条約反対集会ビラ 理財学会常任

委員会 

昭35.6.18 1枚 21-185  

新安保条約反対ビラ 日本共産党 昭35.6.21 1枚 21-188  

アイク訪日反対ビラ  昭35.6 1枚 21-189 訪日反対のゼネス

ト決行の呼びかけ 

右翼の安保反対ビラ 小倉 茂 〃 1枚 21-190  

社会党の言動に迷うな 

 

自由民主同志

会 

〃 

 

1枚 

 

21-191 

 

 

赤色革命を警戒せよ 至真会 〃 1枚 21-192  

 

ポスター 

     

科学の力に魂の叫び  大13 1枚 64B-42  

東洋唯一の地下鉄道 

上野浅草間開通 

東京地下鉄道

株式会社 

昭2 1枚 64B-44  

大電力放送開始 

 

東京中央放送

局 

昭3 

 

1枚 

 

64B-45 

 
 

普選ポスター集 朝日新聞社 〃 1冊 64B-29  

陸軍展覧会 陸軍省 〃 1枚 64B-41  

国民精神総動員 

 

東京府・警視

庁 
 

1枚 

 

64B-15 

 
 

国の文化は道路から 東京市道路祭  1枚 64B-39  

人も組織も総動員 

 

産業組合中央

会 
 

1枚 

 

64B-40 

 
 

戦後の用意 貯金は今日の

急務 

逓信省  1枚 64B-47  

松谷天光光政見発表演説会 松谷天光光 昭21 1枚 64B-37  
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書状の部 

 

ア 

差 出 人 宛  名 年 月 日 資料番号 備   考 

安達 謙藏 佐藤  正 昭2.5.15 13-111 御約束の演説会延期願い度 

淺野 長勳 末松偕一郎 (不明) 13- 12 絹面数葉､老舅に相託候 

淺野 長勳 末松偕一郎 (不明).7.17 13- 14 自作詩歌集｢自適集｣を贈る 

 

イ 

井上  馨 伊藤 博文 (不明).4.28 13-  4 昨夜西郷(従道)伯来訪種々心事

吐露仕候 

井上  毅 伊藤 博文 (不明).6.29 13-  4 別冊(内容不明)につき御高示賜

りたし 

井上準之助 末松偕一郎 大14.7.24 13- 15 講演依頼の断り状 

井上 友一 末松偕一郎 (不明) 13- 16 静岡の軍人救済の件については

一度上京他府県の例など抽見如

何 

伊澤多喜男 末松偕一郎 大13.8.12 13- 16 台湾総督云々は根拠なき浮説 

伊東巳代治 伊藤 博文 (不明).8.23 13-  4 井上文相辞表今朝持参怪訝の至

りと存候 

伊東巳代治 川田小一郞 (不明).1.12 13-  6 明13日｢特別地価修正法案｣は止

むを得ず否決としたく、御尽力を 

伊東巳代治 高橋 光威 (不明).5.4 13- 44 御手数ながら別封配送方願候 

伊藤 博文 伊東巳代治 明24.10.11 13-  5 山口の口演改進党新聞に攻撃さ

るも演説の大意は是の如し 

伊藤 博文 杉 孫七郎 (不明) 13-129 宮内省へ引渡す件、松方承知 

石橋 湛山 伊藤  喬 昭20.7.10 13-116 家が焼けたので知人名簿焼失音

信の途なきところ貴信落手 

犬養  毅 高橋 光威 大8.9.18 13- 45 調査会開かるる場合25･26両日は

差支えあり 

犬養  毅 浅海 済三 大9.5.11 13-101 旅行中御訪問下され御厚志感謝 

犬養  毅 浅海 済三 大9.5.19 13-102 此度の選挙旧勢力が新勢力に代

わるの時遠からざるを信ず 

犬養  毅 浅海 済三 大9.7.26 13-103 御見舞を謝す 

犬養  毅 浅海 済三 大10.12.16 13-104 議会開会中は議員たる職責上旅

行できず大阪大会には出席不能 

犬養  毅 浅海 済三 大13.4.26 13-105 病気見舞の礼 

犬養  毅 浅海 済三 大13.7.26 13-106 尼港事件元より当局の責任なり

原(敬)氏の責任重大 

犬養  毅 浅海 済三 大9.12.12 13-107 揮毫依頼謝絶の葉書表に｢2枚を

進呈す｣とある 

犬養  毅 大久保鐵作 明16.12.21 13-108 西川氏によろしく、都下不景気甚

だし 

犬養  毅 宮沢要次郎 大5.12.13 13-117 此度巡回に付東道として御尽力

を蒙り感謝 
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犬養  毅 宮沢要次郎 大6.1.20 13-118 解散は必然に付御奮起被為度熱

望 

犬養  毅 宮沢要次郎 大6.3.22 13-119 候補問題頗る行き悩み、御尽力を

煩わし度 

犬養  毅 末松偕一郎 大13.1.8 13- 16 退官に付貴電を寄せられ感謝 

犬養  毅 末松偕一郎 (不明).3.2 13- 15 書道材料(紙･絹)の優劣 

入沢 達吉 高橋 光威 大8.9.30 13- 46 奥様の処方箋を送る 

岩倉 具定 伊藤 博文 (不明).7.12 13-  4 縁談について 

岩倉 具視 

(代筆) 

伊藤 博文 (不明).2.9 13-  4 是非明朝調筆致度御来車ありた

し 

岩村 通俊 伊藤 博文 (不明).3.3 13-  4 御用隙あれば、拝眉いたし度 

 

ウ 

上野 景範 伊藤 博文 (不明).12.3 13-  4 揮毫依頼 

植原悦二郎 美濃部達吉 昭10.2.25 13-  3 貴族院での弁明は憲政擁護に貢

献すること少なからず(天皇機関

説) 

 

エ 

江木 千之 末松偕一郎 昭2.3.11 13- 14 厳島神社宝物殿新築助力を賜り

たい 

江木  翼 末松偕一郎 大11.5.7 13- 15 高橋政友会内閣永からずワシン

トン条約批准後退却と見る 

江木  翼 佐藤  正 昭7.4.15 13-112 昨日は御活躍､至極結構なりと存

候 

榎本 武揚 伊藤 博文 (不明).12.3 13-  4 露国公使埋葬儀杖兵の件面談申

度 

 

オ 

尾崎 行雄 海野 普吉 昭20.12.10 13-120 公事は益々固苦､拙筆は不日揮毫

仕る可く 

尾崎 行雄 田川大吉郎 (不明).8.16 13- 26 老兄の重病は悲痛の極み御全快

を祈る 

大石 正巳 末松偕一郎 大12.7.1 13- 15 満(末松の長男)の熱病油断ある

べからず 

大岡 育造 高橋 光威 大12.3.9 13- 47 議会無事終了､慶賀御座候､御見

舞有難し 

大木 遠吉 末松偕一郎 大13.3.3 13- 12 水平社の綱領不穏の辞あり､削除

せば争点なし 

大久保利通 大木 喬任 明8.4.28 13- 18 高知県一条其後承り申さず候 

大鳥 圭介 伊藤 博文 (不明).3.5 13-  4 長崎ドック写真貴覧に供す 

大森 鍾一 末松偕一郎 大15.10.29 13- 16 広島県知事栄転を祝す､近況報告 

岡崎 邦輔 高橋 光威 大2.10.20 13- 48 行政審議相進み､御骨折のことと

拝察 

岡崎 邦輔 高橋 光威 大11.7.9 13- 49 総会の件怠り恐縮､明日取りまと

め拝参す 
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岡野敬次郞 高橋 光威 大9.8.28 13- 50 御懇示深謝の至り､此上とも御願

申上度 

奥  保鞏 末松偕一郎 大12.10.27 13- 14 滋賀県知事就任を祝う 

 

カ 

加藤 高明 末松偕一郎 大14.11.25 13- 13 贈答品礼状 

加納 久宜 末松偕一郎 大4.10.3 13- 16 ｢賀茂郡稲取村事蹟｣恵送を謝す 

海江田信義 伊藤 博文 (不明).10.31 13-  4 昨夜､欣然仕候､御懇情感謝候 

片山  哲 鈴木 武男 昭37.8.19 13-135 白楽天の詩 

門野幾之進 高橋 光威 昭5.2.2 13- 51 高橋君自身当たって見る外なき

むつかしさと 

金子堅太郞 末松偕一郎 (不明).6.6 13- 13 御来訪不在にて拝顔を得ず遺憾 

金子堅太郞 高橋 光威 (不明).10.24 13- 53 御病気如何粗末の品にて之有る

も進呈仕り候 

金杉英五郎 高橋 光威 昭4.7.23 13- 52 床次氏同道原敬先生の墓参致し

候(漢詩2句あり) 

川崎 秀二 田中 彰一 昭37.4.13 13- 95 桜寄贈50周年記念祭招請 

川村 純義 フレニクレー (不明).7.31 13-  4 製板一件伊藤工部卿に任すお話

下され度 

河上 哲太 小山 松壽 昭14.4.30 13- 29 党の醜争を救い得ず議員を辞す

るの御許可を乞う 

河上 哲太 小山 松壽 昭14.5.15 13- 30 一時の感情に非ず是非辞表受理

を 

河上 哲太 小山 松壽 昭14.7.17 13- 31 辞表却下御命に従い候も 

河田  烈 佐藤  正 昭17.4.1 13-115 翼賛協議会の外推薦することは

不穏当と考え推薦者となること

をお断り申しあげ候 

 

キ 

木戸 孝允 德大寺實則 明10.4.24 13- 98 西南戦争中､陸軍病院傷病兵慰問

に侍従差遣を 

淸浦 奎吾 櫻内 幸雄 大10.11.10 13- 42 意外の兇変独り原氏のため哀悼

するに非ず 

淸瀨 一郎 益谷 秀次 (不明).7.20 13-  7 渡海代議士御引見願上げます、選

挙情勢 

 

ク 

九鬼 隆一 伊藤 博文 (不明).1.13 13-  4 申上度事あり､16日参上 

久原房之助 高橋 光威 昭5.10.15 13- 54 芳墨に接しなつかしく存候 

近時､御病回復との事 

久保武兵衛 田中 彰一 昭31.12.14 13- 94 桜樹繁殖､御教示願い度 

熊谷八十三 田中 彰一 昭31.10.15 13- 88 米国送付の桜の本数品種の表 

熊谷八十三 田中 彰一 昭32.11.23 13- 89 タフト大統領訪日の時期につい

て 

熊谷八十三 田中 彰一 昭32.12.2 13- 90 タフト訪日時期につき調書同封

す 
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熊谷八十三 田中 彰一 昭32.6.6 13- 91 お尋ねの件記憶少々判明せず 

熊谷八十三 田中 彰一 昭33.1.3 13- 92 原稿拝読、感銘 

倉富勇三郞 末松偕一郎 大15.11.14 13- 14 広島県知事就任を祝す 

黑田 淸隆 伊藤 博文 明25.6.27 13-  4 御書拝見､書外はお会いしたのち

に譲る 

 

コ 

小泉 三申 高橋 光威 昭5.8.1 13- 55 御病臥と伝承痛心致し居り候 

古島 一雄 浅海 済三 昭23.6.5 13-110 病気見舞 

後藤 新平 末松偕一郎 大15.2.25 13- 13 病気見舞の礼状 

河野 廣中 末松偕一郎 大12.8.23 13- 15 ｢自治制要義｣御恵贈を謝す 

河野 洋平 清土 恒雄 平20.12.2 13-134 礼状 

 

サ 

佐野 常民 伊藤 博文 (不明).1.16 13-  4 参殿、病気のためお断り致したく 

西園寺公望 末松偕一郎 大14.8.31 13- 13 揮毫不出来汗顔の至り 

西園寺公望 末松偕一郎 (不明).12.26 13- 12 揮毫暫時待たれたし 

西園寺公望 末松偕一郎 (不明).5.24 13- 16 佳肴感謝 

西園寺公望 伊藤 博文 (不明).12.18 13-  4 小村(壽太郞)公使に返電可仕御

意見承り度し 

西園寺公望 高橋 光威 大11.4.7 13- 79 揮毫3枚送り候 

西郷吉之助 副島 種臣 明9.9.28 13-125 支那行､意外千万之事御座候 

阪谷 芳郞 末松偕一郎 大4.8.22 13- 12 講演会の断り状 

櫻井 錠二 末松偕一郎 大4.7.28 13- 12 贈与品物の礼状 

三條 實美 岩倉 具視 明3.7.25 13- 19 民蔵分離について微力之を料す

る不能心痛仕候 

三條 實美 伊藤 博文 (不明).10.16 13-  4 来訪を求む 

 

シ 

勝田 主計 末松偕一郎 (不明).1.19 13- 16 来翰を謝す、婚約云々は委細面談 

品川弥二郎 伊藤 博文 (不明).3.4 13-  4 病気見舞 

 

ス 

末松 謙澄 末松偕一郎 明33.7.21 13- 13 伊藤博文外遊に随行の申出 

杉 孫七郎 伊藤 博文 (不明).1.7 13-  4 草坪長巻外、拙宅に御持たせ下さ

れたく 

砂田 重政 大木  操 昭14.4.30 13- 32 議員辞職の件 

 

セ 

千家 尊福 高橋 光威 (不明).4.28 13- 56 東京府の施設事項調査御一覧あ

りたし 

 

ソ 

宋  秉畯 高橋 光威 大9.8.20 13- 57 朝鮮統治についての｢所感｣ 
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タ     

田中 義一 高橋 光威 (不明) .18 13- 58 大谷(喜久蔵)大将叙爵の件 

田中 義一 高橋 光威 大11.10.30 13- 59 原首相一周忌不参、供物見計われ

たく 

田中 光顯 伊藤 博文 明24.2.4 13-  4 病気御見舞､政府と議院間むつか

しく痛嘆之至 

高津 正道 大山 廣光 昭32.10.4 13-  9 近況報告 

武富 時敏 末松偕一郎 (不明).8.22 13- 16 ｢地方自治制要義｣有難く拝受 

 

チ 

珍田 捨巳 末松偕一郎 大9.11.8 13- 14 印度遊歴無事帰朝を祝う 

 

ツ 

堤 康次郎 小西 寅松 昭29.6.6 13-133 礼状 

 

テ 

寺内 正毅 末松偕一郎 大6.1.11 13- 13 県治上の意見了解党派偏せず廉

政を施さる様 

寺島 宗則 伊藤 博文 (不明).11.30 13-  4 小生病疾全快、1回拝晤(面会)仕

り度 

田 健治郎 末松偕一郎 大10.7.30 13- 16 教育令改正は提出することとす、

拓殖、法制2局に説明成しおかれ

たし 

 

ト 

德富猪一郞 高橋 光威 昭3.9.24 13- 60 逸山翁(原敬)書鑑定尊台の推薦

重味あり 

德富猪一郞 奥村喜和男 昭17.3.15 13- 20 海舟(勝)翁揮毫､賢契に進上候 

德富猪一郞 奥村喜和男 昭18.1.22 13- 21 奥村情報局次長は現代の志士所

説痛快 

德富猪一郞 奥村喜和男 昭18.3.15 13- 22 今回議会中の一件是茶碗中の一

波、笑止此事に被存候 

德富猪一郞 奥村喜和男 昭18.4.22 13- 23 貴兄進退従容大人の風格 

德富猪一郞 奥村喜和男 昭20.4.20 13- 24 貴兄を草莽に困却するを遺憾 

床次竹二郎 末松偕一郎 大6.5.4 13- 15 生田和平の出馬は家内不一致を

来す御一言ありたし 

床次竹二郎 山本悌二郎 大11.5.6 13-  8 囲碁会御来駕下され度 

床次竹二郎 高橋 光威 昭6.10.14 13- 61 岩田君伝言承知､時局切迫容易な

らず 

鳥尾小彌太 伊藤 博文 (不明).3.7 13-  4 弾丸15万発､何時にても相渡候 

 

ナ 

奈良 武次 末松偕一郎 昭2.12.13 13- 16 来年総選挙御出馬の趣成功を祈

る 

中井  弘 伊藤 博文 (不明).3.16 13-  4 東京の景況は世外翁(井上馨)よ

り聞取られたし 
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中村雄次郞 高橋 光威 大10.1.14 13- 62 太田氏縁談の件遺憾ながらお断

り 

永井柳太郎 佐藤  正 昭10.3.10 13-114 榊祐太郎氏御引見賜りたし 

 

ノ 

野田卯太郎 高橋 光威 昭2.1.9 13- 63 昨日御光来、不幸昼寝失礼申訳な

し 

野田卯太郎 高橋 光威 大11.2.13 13- 65 貝嶋の書類此者に渡されたし 

野田卯太郎 高橋 光威 大11.9.9 13- 64 大日本国粋会副会長就任を祝す 

野村  靖 伊藤 博文 (不明).4.18 13-  4 本日腹痛気味明日申上度存候 

 

ハ 

蜂須賀茂韶 末松偕一郎 大6.5.12 13- 12 蓬庵贈位の件尽力を謝す 

蜂須賀茂韶 末松偕一郎 大6.7.27 13- 14 依頼の揮毫郵送す 

鳩山 一郎 水野  直 大11.5.28 13- 81 衆口誠に恐るべく形勢は一進一

退(殴打事件) 

濱口 雄幸 末松偕一郎 大6.5.10 13- 15 落選慰問を謝す 

濱口 雄幸 末松偕一郎 大14.12.30 13- 13 ｢雄幸雄弁｣は承認もせず関知せ

ぬもの 

濱口 雄幸 江木  翼 昭4.6.5 13- 86 我党の政策世上相当の興味を以

て待居るものと 

原   敬 加藤 恒忠 明14.2.18 13- 80 峡中新報（甲府）に投稿をうなが

す 

原   敬 高橋 光威 大3.8.21 13- 74 書生あっせんの礼､園遊会開催の

件 

原   敬 高橋 光威 (不明).8.26 13- 75 東京洪水、殊の外甚しき様子 

原   敬 高橋 光威 大7.6.2 13- 76 選挙応援の件指示 

原   敬 原   恭 (不明).7.2 13- 17 家兄への音信 

 

ヒ 

土方 久元 末松偕一郎 大6.4.30 13- 12 揮毫送る 

土方 久元 末松偕一郎 大6.6.24 13- 14 上京の節はかまいなく恐縮、挨拶

状 

土方 久元 伊藤 博文 (不明).11.21 13-  4 今夕参館仕候 

 

ホ 

穗積 陳重 末松偕一郎 大4.3.8 13- 12 知事就任を祝う 

 

マ 

牧野 伸顯 高橋 光威 (不明).8.11 13- 66 原未亡人様によろしく伝えられ

たし 

益田  孝 高橋 光威 大11.10.11 13- 67 故原敬殿菩提寺喜捨仕候 

松岡 康毅 末松偕一郎 大4.9.1 13- 14 倅参上接遇を謝す 

松方 正義 高橋 光威 大7.(不明) 13- 68 原首相秘書官就任について 

松方 正義 伊藤 博文 (不明).1.30 13-  4 御相談仕り度 



- 20 - 

松室  致 末松偕一郎 大12.11.1 13- 14 栄転を祝す、揮毫御赴任に際し送

る 

 

ミ 

三浦 梧樓 高橋 光威 大9.12.8 13- 69 忘年会招待 

三浦 梧樓 高橋 光威 (不明)  .26 13- 70 老生之空嚢齢と共に空冷に趣き 

水野  直 水野 勝邦 大15.8.15 13- 82 子息への旅行先の音信 

水野  直 水野 勝邦 昭3.11.10 13- 83 子息への旅行先の音信 

水野錬太郞 高橋 光威 大10.10.19 13- 71 親日派鮮干鉤の動静について 

水野錬太郞 高橋 光威 (不明).8.13 13- 72 政界不安憂慮、挙国一致国難に当

るの要 

 

ム 

陸奧 宗光 伊藤 博文 (不明).2.6 13-  4 河瀬公使(真孝)謁見の件、宮相と

も相談致し候 

 

モ 

元田  肇 高橋 光威 大2.6.14 13- 73 豚児内務省採用、老台御引立によ

ることと存候 

森  有禮 伊藤 博文 (不明).10.23 13-  4 文部参事官据付替或は御不審も

あらん 

 

ヤ 

柳原 前光 伊藤 博文 (不明).8.14 13-  4 面談致度御都合如何 御示教請 

山尾 庸三 伊藤 博文 (不明).8.29 13-  4 明29日参殿仕可候 

山縣 有朋 伊藤 博文 (不明).12.24 13-  4 両相来訪後刻参堂仕るべく候 

山田 顯義 伊藤 博文 (不明).10.15 13-  4 昨夕渡すつもりの別封差上申候 

山本悌二郎 高橋 光威 大6.1.11 13- 77 漢詩稿｢庚午晩秋｣ほか 

 

ヨ 

吉井 友實 伊藤 博文 (不明).5.9 13-  4 集会延期の知らせ 

吉田 清成 伊藤 博文 (不明).1.31 13-  4 囲碁相初め折角御来臨下され候

得者 

吉田  茂 金森德次郞 昭21.7.22 13-  1 安定本部長官に膳恵之助氏の内

諾を得 

吉田  茂 勝間田清一 昭27.2.25 13-123 ビルマに知己をもつ勝間田に米

の調達を依頼 

吉田  茂 池田 勇人 (昭35).11.1 13- 25 今回の改組に当っては人物・政策

本位にて勇往邁進されたし 

芳川 顯正 伊藤 博文 (不明).2.28 13-  4 晩餐会出席の問合せ 

 

ワ 

若槻禮次郞 江木  翼 大15.5.20 13- 85 御健康回復慶祝申上候 

若槻禮次郞 江木  翼 昭7.1.7 13- 87 唯今静養中､10日帰京選挙準備一

段御留意 
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若槻禮次郞 佐藤  正 昭8.4.16 13-113 首相との会談､政界前進の感想御

回報感謝 

若槻禮次郞 広瀬（幹事） 大2.3.26 13-  2 立憲同志会結成に際しての入党

手続等 

渡邊 國武 伊藤 博文 (不明).2.26 13-  4 田中章いまだ帰京不致候、申上候 

渡邊 千秋 高橋 光威 (不明).11.7 13- 78 内務省参事官栄進を祝う 

 

外国人 

ジョン・フォスター・ダレス 昭26.9 13- 34  

Ｗ・Ｊ・シーボルト 昭26.9.21 13- 35  

 

緑風会議員総会議長の德川宗敬

からの書簡に対する礼状 

トム・コナリー 昭26.9.25 13- 36 

ハロルド・Ｅ・スタッセン 昭26.9.26 13- 37 

トーマス・Ｅ・デューイ 昭26.9.27 13- 38 

Ｍ・Ｂ・リッジウェイ 〃 13- 39 

ディーン・ラスク 昭26.10.5 13- 40 
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稲生典太郎文書 

 

資料 

番号 
資  料  名 発行年月日 著者・発行者 

1 議事雑録  久世通章 

 

[貴族院議員子爵久世通章旧蔵貴族院配付書類]  

2 開会前貴族院規則案 明23  

3 各国対照貴族院規則 〃  

4 度量衡法案 外5件 〃  

5 戸籍法案 〃  

6 郡区市債農工業銀行法案 外6件 〃  

7 明治24年度予算案 〃  

8 請願文書表 請願委員意見書 〃  

9 海上衝突予防法案 明24  

10 帆船検査廃止に関する法律案 外2件 〃  

11 信用組合法案 外12件 〃  

12 貴族院規則第47条第2項改正動議 外3件 〃  

13 明治7年以後ノ戦役ニ死亡シタル軍人… 外1件 〃  

14 請願文書表 請願委員意見書 〃  

15 明治25年度追加予算修正案 明25  

16 府県監獄及建築修繕費国庫支弁ニ関スル法律案 外4件 〃  

17 小包郵便法案 外9件 〃  

18 砂鉱採取法案 外8件 〃  

19 予算修正ニ関スル上奏案 外9件 〃  

20 貴族院規則改正動議案 外2件 〃  

21 請願文書表 請願委員特別報告並意見書 〃  

22 明治25年惣予算追加案 外4件（第4回） 〃  

23 明治26年度歳出入予算参考書（第4回） 〃  

24 両院可決法律案（第4回） 〃  

25 商法及同施行修例中改正並施行法律案（第4回） 〃  

26 官吏俸給節減ノ建議 外7件（第4回） 〃  

27 明治24年度予備金支出ノ件 外2件（第4回） 〃  

28 廃棄消滅徹回上奏及法律建議案（第4回） 〃  

29 請願委員特別報告（第4回） 〃  

30 請願文書表（第4回） 〃  

31 裁判所管轄区域変更ニ関スル法律案 外18件（第5回）  明26  

32 大蔵省証券条例改正 外3件（第5回） 〃  

33 請願委員特別報告 請願文書表（第5回） 〃  

34 明治27年度予算及特別会計予算ノ追加案（第6回） 明27  
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35 両院可決法律案（第6回） 明27  

36 否決消滅法律案（第6回） 〃  

37 事後承諾ヲ求ムル件 外5件（第7回） 〃  

38 28年度惣予算及各特別会計予算案（第8回） 明28  

39 否決及消滅法律或決議案（第8回） 〃  

40 両院可決法律案（第8回） 〃  

41 第9回可決法律案 明29  

42 〃 〃  

43 〃 〃  

44 〃 〃  

45 〃 〃  

46 第9回否決又ハ消滅徹回法律案 〃  

47 第10回可決法律案 〃  

48 〃 明30  

49 第10回自然消滅又否決徹回諸案 〃  

50 議事日程（第1回～第4回） 明23  

51 〃   （第5回） 明26  

52 〃   （第6回～第10回） 明27～30  

53 委員会速記録（第3回） 明25  

54 〃     （第4回） 明25～26  

55 従第6回至第9回参考書 明27～29  

56 従第6回至第10回請願文書表 明27～30  

57 従第6回至第10回諮問建議案及質問書 〃  

58 第6回第8回可決請願意見書 明27～28  

59 第9回第10回請願委員会特別報告 明29～30  

60 第9回第10回予備金及予算外支出承諾件 明29  

 

[帝国議会の頃に刊行された議会関係雑書類] 

62 日本人民之基礎 明21.5 書籍行商社 

63 国民必読国会準備人物傳 初編 明21.7 矢田欽二郎 

64 国民之友 4巻41号 明22.2 民友社 

65 衆議院議員選挙人必携 完 明23.3 熊谷傳三 

66 衆議院議員候補論 明23.4 高木守三郎 

67 静岡県国会議員候補者列傳 巻之中 〃 山名英三郎 

68 初期の国会に望む 明23.6 有友正親 

69 

 

大日本国会・府県会・市町村会議場必携 

 

〃 

 

梶川正美 

天野忠純 

70 帝国議会両議員銘鑑 明23.8 聚榮堂 

71 国会画報 第1号 明23.7 国会画報発行所 

72 衆議院議員当選者及競争者 〃 日本新聞社付録 

73 帝国衆議院議員人名録 明23.8 文英堂 
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74 帝国議会議員明細表 明23.9 盛松館多田屋 

75 衆議院規則案 明23.10 朝日新聞 

76 貴族院衆議院議員鑑 明23.11 経済統計社 

77 国家教育号外 帝国議会開院之頌及児歌楽譜 〃 明治館 

78 大日本国会開院式一覧 明23 書籍鶴盛堂 

79 帝国議会代議士名鑑 明23.11 重時堂 

80 新聞切抜通信公報社規則 〃 公報社 

81 初期帝国議会 明24.3 加藤孫治郎 

82 国会相撲輿論ノ腰投 明24.2 井原智仙 

83 衆議院議員席次番号 明24.11 国会 

84 議員宿所便覧 明24.12 吉永卯八 

85 選挙干渉民党大勝利 明25.5 書籍行商社 

86 立憲改進党趣意書 明25.7 立憲改進党 

87 民吏大相撲勝負如何 明25.5 軍配団扇之助 

88 貴族院議員衆議院議員席次表 明26.11 国民新聞付録 

89 自由党宣言 明27.8 自由党 

90 衆議院議員宿所一覧表 明28.12 印刷局 

91 第4期貴族院非地価修正論弁駁  完 明26.2 板東勘五郎 

92 明治31年度予算意見   

93 衆議院議席表 明42.1 衆議院 

94 第28議会衆議院議員寫真列傳 明45.3 鷹居匡 

95 

 

西園寺内閣鉄道に関する建議の攻撃 

 

明45.4 

 

立憲国民党政務調

査局 

96 議会解散ニ就テ原総裁ノ演説 大3.12 立憲政友会本部 

97 衆議院議員各派対照表 大4.6 太田友次 

98 国論 第6巻第4号 大9.5 国論社 

99 貴族院議員議席表 昭16.12 貴族院 

100 衆議院議員総選挙対策翼賛選挙貫徹運動基本要綱 昭17.2 内閣 

 

[議会関係図書] 

101 英国議事院談 1 明2 福澤諭吉 訳述 

102 〃           2 〃 〃 

103 民選議院論綱 明8.4 山田俊蔵 

104 国会纂論 全   

105 

 

英国国会沿革誌 1 

 

明12.4 

 

成島柳北 閲 

髙橋基一 訳 

106 〃             2 〃 〃 

107 〃             3 〃 〃 

108 欧米国会起原史 明14.3 山岸文蔵 

109 二十三年未来記 明19.10 末廣重恭 

110 優勝劣敗東洋之新天地 全 明23.6 福田久松 
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111 通俗国会演説 明23.6 松井従夫 

112 新政瑣言 明23.8 大夢居士 

113 帝国議院論策 全 明23.10 林包明 

114 信任投票の原理 国会解散の準備 明24.8 尾崎咢堂 

115 政党論 明24.11 梶原保人 

116 天下の実業家諸君に告く 明25.1 半谷淸壽 

117 経費節減案 明25.11 報知新聞社 

118 解散と総選挙 明26 民友社 

119 大衝突論 全 明26.2 西村時彦 

120 日本（新聞） 明27.6 日本社 

121 自由党の所謂政治問題 〃 珂南生識 

122 国会議員噴飯録 明36.3 大放浪客 

123 明治史第一編 議会史 明37.1 東京博文館 

124 明治史第六編 政党史 明40.2 〃 

125 貴族院旧話会講演集 昭3.4 金子堅太郞 

126 第2回普通総選挙大観 昭5.3 朝日新聞社 

127 帝国議会に於ける我海軍 昭7.8 水交社 

128 70議会はなぜ解散されたか 昭12.4 永松浅造 

129 議会政治読本 昭9.2 中央公論社 

130 帝国議会の発達と其の将来 昭19.11 吉富重夫 

131 敗戦の反省 昭21.2 尾崎行雄 

132 法規便覧 全 昭23.11 帝国議会事務局 

133 各国歳計議定法 全 〃 衆議院 

134 第1期帝国議会貴族院事務局報告 昭25.4 貴族院事務局 

135 第76回帝国議会衆議院報告 昭16.7 衆議院事務局 

136 第79回帝国議会衆議院報告 昭18.2 〃 

137 第82回帝国議会衆議院報告 昭18.8 〃 

138 第83回帝国議会衆議院報告 昭18.12 〃 

 

[政党・国会議員、民間発行の議会報告] 

衆議院の議会報告 

139 第1期帝国議会要録 全 明24.6.2 植木枝盛編 

140 第1期国会始末 全 明24.5.10 議員集会所編 

141 井上角五郎君演説筆記議会解散意見 明25.1.7 井上角五郎 

142 第2期帝国議会要録 全 明25.2.2 植木枝盛 

143 選挙干渉問題ニ付衆議院ノ上奏案及決議 明25.7.15 鈴木次郎 

144 政議 第5号 明25.6.16 政議社 

145 第3回特別会議会之経過 政議号外 明25.5.20 〃 

146 第3回帝国議会之経過 政議号外 明25.6.23 〃 

147 選挙干渉問題之顛末 党報号外 明25.5.21 自由党 
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148 自由党代議士報告書 党報号外 明25.6.24 自由党 

149 改進派議員集会所 第3回議会報告 改進新聞号外 明25.7.4  

150 第4議会自由党運動史 明26.3.1 自由社 

151 第4議会自由党代議士報告書 扶桑新聞特別号外 明26.3  

152 立憲改進党 党報第1号 明25.12.20 立憲改進党 

153 自由党報告書 党報号外 明27.1.14 自由党 

154 立憲改進党 党報第23号 第5議会報告 明27.1.13 立憲改進党 

155 第6議会自由党報告書 明27.6.14 自由党 

156 第6議会に対する立憲革新党の報告 明27.6.11 立憲革新党 

157 第7議会要領報告書 明27.10 原善三郎 

158 立憲改進党 党報第34号 第7議会報告 明27.11.10 立憲改進党 

159 立憲革新党 第2回報告 明27.11.20 立憲革新党 

160 立憲改進党 党報第42号 第8議会報告 明28.4.7 立憲改進党 

161 立憲革新党 第3回報告 明28.4.8 立憲革新党 

162 第9議会ニ於ケル顛末 明29.10.28 中村周次郎 

163 第9議会報告書 明29 国民協会 

164 

 

〃 

 

明29.4.14 

 

進歩党・内申倶楽部

所属議員 

165 第10議会報告書 明30.4.7 〃 

166 帝国第12議会報告書 明31.7.28 本城安次郎 

167 第12回帝国議会ニ於ケル報告書 明31.6 早川 

168 龍野代議士当選顛末録 外2件 明31.7 龍野周一郎 

169 第13議会報告書 党報号外 明32.3.17 憲政本党 

170 進憲党暴檄の弁妄 明32.9.11 〃 

171 憲政党 党報1巻9号 明32.4.8 〃 

172 自第13回至第16回帝国議会報告書 明35.6.7 降旗元太郎 

173 第14議会報告書 党報号外 明33.3.23 憲政党 

174 〃             大帝国号外 明33.3.12 博文堂 

175 第15議会報告書 明34.4.13 憲政本党 

176 〃             政友号外 明34.4.25 立憲政友会 

177 第16議会報告書 明35.3.26 憲政本党 

178 〃             政友号外 明35.4.10 立憲政友会 

179 解散始末 明36.12.27 田中欽一 

180 第17議会報告書 明36.1.13 憲政本党 

181 第17議会報告書参考表 明36.1.14 〃 

182 政友29号 第17議会報告書 明36.1.18 立憲政友会 

183 第18議会報告書 明36.6.22 沼田宇源太 

184 政友号外 第18議会報告書 明36.6.21 栗原亮一 

185 第19帝国議会報告 明36.12.26 帝国党本部 

186 第20議会報告書 明37.4.10 憲政本党 
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187 第21議会報告書 明38.3.27 憲政本党 

188 〃 明38.3 安藤新太郎 

189 第22議会報告書 明39.4.25 憲政本党 

190 第22回帝国議会報告書 明39.4 大同倶楽部 

191 第22議会報告書 明39.5 關口安太郎 

192 〃 明39.4 向坂 弘 

193 第23議会報告書 明40.7 關口安太郎 

194 第23議会報告書 党報11号 明40.5.1 憲政本党 

195 〃 明40.4 安藤新太郎 

196 〃 〃 向坂 弘 

197 第24議会報告書 明41.4.10 憲政本党 

198 〃 明41.4 恒松隆慶 

199 第24回帝国議会報告書 明41.3.27 猶興会 

200 

 

第25議会報告 

 

明42.4.20 

 

憲政本党改造準備

事務所 

201 第25議会報告書 〃 憲政本党 

202 〃 明42.5.12 戊申倶楽部 

203 第25回帝国議会報告書 明42.5.1 細野次郎 

204 衆議院議員根本正第25帝国議会報告 明42.4.22 根本 正 

205 第25議会報告書 明42.4 立憲政友会 

206 第25回帝国議会報告書 〃 加瀨禧逸 

207 第26議会報告書 明43.4.13 立憲国民党 

208 〃 明43.4 恒松隆慶 

209 第26回帝国議会報告書 〃 加瀨禧逸 

210 〃 明43.5.20 東 武 

211 第27回帝国議会報告書 明44.3 細野次郎 

212 〃 〃 石田孝吉 

213 大国民（34号）臨時増刊 第27議会 明44.4.25 大国民社 

214 政友129号 第27議会報告書 〃 立憲政友会 

215 第27議会報告書 明44.4 板倉 中 

216 第28議会報告書 明45.4.18 立憲国民党 

217 〃 明45 星 一 

218 〃 明45.5.12 高木益太郎 

219 第28回帝国議会報告書 明45 加瀨禧逸 

220 〃 〃 須藤嘉吉 

221 第29議会報告書 大元.9 立憲国民党 

222 第29回帝国議会報告書 大元.8 加瀨禧逸 

223 第30議会政変始末 大2.3.13 指田義雄 

224 第30回帝国議会報告書 大2.4 加瀨禧逸 

225 第30議会報告書 大2.4.13 立憲同志会 
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226 第30議会報告書 大2.4.23 立憲国民党 

227 第31議会報告書 大3.4.20 〃 

228 〃 大3.4 石田孝吉 

229 第31回32回帝国議会報告書 大3.5 加瀨禧逸 

230 第32、33臨時議会報告書 大3.7 立憲同志会 

231 第35議会報告書 大4 鈴木寅彦 

232 第35回帝国議会報告書 〃 風間禮助 

233 第36議会速記録抜粋論戦実記 大4.8.3  

234 第36回帝国議会報告書 大4 江口勝之助 

235 〃 〃 半谷淸壽 

236 第36回臨時帝国議会報告書 大4.6.27  

237 第37議会報告書 大5.4.3 立憲国民党 

238 〃 大5 横尾輝吉 

239 第37回帝国議会報告書 〃 加瀨禧逸 

240 〃 〃 櫻井兵五郎 

241 〃 〃 下岡忠治 

242 第37議会速記録抜粋論戦実記 大5.3.5  

243 

 

第38議会報告書 

附 寺内首相の訓示に対する弁妄 

大6.2.23 

 

憲政会本部 

 

244 〃 〃 須藤嘉吉 

245 第38回帝国議会報告書 大6 加瀨禧逸 

246 政局の真相 大6.2.18 西野雄治 

247 第39議会報告書 大6.8.15 牛島、松尾 

248 〃 大6 立憲国民党 

249 第39回帝国議会報告書 〃 北田豐三郎 

250 第40議会報告書 大7.4 立憲国民党 

251 〃 〃 〃 

252 

 

第40議会の経過と政局の大勢 

附 日支軍事協約 

大7.6.18 

 

経国社 

 

253 政友217号 第40議会報告書 大7.4.25 立憲政友会 

254 第40議会重要問題の真相 大7.5.26 西野雄治 

255 第41議会報告書 大8.4.25 白河次郎 

256 政友第241号 総選挙に際して公正批判の為め 大9.4.20 立憲政友会 

257 憲政第2巻第3号第41議会報告書 大8.4.10 憲政会本部 

258 第7政戦録  第41議会 大8.6.20 鈴木梅四郎 

259 第42議会報告書 大9 立憲国民党 

260 憲政第3巻第3号第42議会報告書 大9.3.10 憲政会本部 

261 政友第240号 第42議会報告書 大9.4.15 立憲政友会 

262 政友第239号 第42議会解散の理由 大9.3.15 〃 

263 第45議会報告書 大11 河野廣中 

264 〃 〃 安藤正純 
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265 政友第264号 第45議会報告書 大11.5.15 立憲政友会 

266 第46議会報告書 大12 河野廣中 

267 〃 〃 野溝傳一郎 

268 第46帝国議会報告書 〃 安藤正純 

269 第47回48回49回帝国議会概要 大13 交友倶楽部 

270 第49議会報告書 〃 比佐昌平 

271 党報5号 第49議会報告書 大13.8.15 政友本党 

272 実業同志会運動経過概要 大13.9.17 実業同志会 

273 第50議会報告書 大14 田中萬逸 

274 〃 〃 比佐昌平 

275 第50回帝国議会報告書 大14.5 藤井忠兵衞 

276 第50議会報告書 〃 佐藤重遠 

277 聖代の奇怪事に付貴衆両院の諸公に訴ふ 大14  

278 第51回帝国議会概要 大15.3 交友倶楽部 

279 第51議会報告書 大15 一柳仲次郎 

280 議会騒擾事件の原因について 昭2.4.15 砂田重政 

281 第52議会報告書 昭2 丸山五郎 

282 第52回53回帝国議会概要 〃 交友倶楽部 

283 第52回53回帝国議会報告書 昭2.6 多木久米次郎 

284 第54帝国議会報告書 昭3 立憲政友会 

285 政友331号 第55帝国議会報告書 昭3.6.30 〃 

286 第55議会報告書 昭3 三宅利平 

287 久原逓相問題 堀切代議士の演説 昭4.4 菊池武德 

288 第56議会報告書 昭4 藤澤幾之輔 

289 〃 昭4.5.20 新党倶楽部 

290 民政臨時号 第56議会報告書 昭4.5.31 民政社 

291 第56帝国議会概要 昭4 交友倶楽部 

292 第57議会報告書 2冊 昭5.1.31 立憲民政党 

293 総選挙に臨む民政党 昭5.2.1 〃 

294 第58議会報告書 昭5.6.28 〃 

295 第59議会報告書 昭6.5 長野綱良 

296 政友368号 第59帝国議会報告書 昭6.5.1 立憲政友会 

297 第60議会報告書 昭7.1.31 立憲民政党 

298 政友398号 第64帝国議会報告書 昭8.5.1 立憲政友会 

299 政友405号 第65帝国議会報告書 昭9.5.1 〃 

300 第69議会報告書 昭11.6.28 朝倉毎人 

301 〃 〃 湊 季松 

302 

 

〃 

 

〃 

 

立憲民政党政務調

査館 

303 議会解散の真相と政府・政党の主張 昭12.4.18 自立社 
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304 第70･71･72議会報告書 昭12.10.9 櫻井兵五郎 

305 政友462号 第74帝国議会報告書 昭14.5.1 立憲政友会 

306 第74興亜議会活動報告 昭14.4.11 社会大衆党出版部 

307 第74議会報告書 昭14.4.13 立憲民政党本部 

308 第76回帝国議会報告書 昭16.5.27 衆議院議員倶楽部 

309 第77回第78回帝国議会報告書 昭17.3.3 同友会事務所 

310 国家総進軍下の第77回第78回帝国議会報告書 昭16.12.29 内ヶ崎作三郎 

311 大東亜経綸宣揚の第79回帝国議会報告書 昭17.3.25 風見 章 

312 第80回帝国議会衆議院報告書 昭17.7.1 山田六郎 

313 第81回帝国議会衆議院報告書 昭18.5.1 翼賛政治会 

314 〃 〃 山野平一 

315 第5国会報告書（総論） 昭24.6 民主自由党 

316 第13国会報告書 昭27.7 自由党 

317 国会報告 №2 特別増大号 昭27.8.1 河本敏夫 

318 第22国会報告－わが党はかく公約を果した 昭30.8.10 日本民主党 

319 反動の嵐に抗して 第30臨時国会報告と重要法案の解説 昭33.12.15 日本社会党 

 

貴族院の議会報告 

320 第25議会報告 明42.4.25 伊藤長次郎 

321 

 

第51回帝国議会報告書 

 

大14.12 

～15.3 

山崎亀吉 

津村重舍 

322 第59回帝国議会貴族院議事経過報告書 昭6.7 八馬兼介 

323 

 

第59回帝国議会貴族院議事報告書 

 

昭5.12 

～6.3 

田村新吉 

 

324 第64回帝国議会貴族院議事経過報告書 昭8.8 松本眞平 

325 第68回第69回帝国議会貴族院議事経過報告書 昭11.8.18 佐々木八十八 

326 第73回帝国議会貴族院議事報告書 昭13.7.23 〃 

327 

 

第76回帝国議会貴族院議事報告書 

 

昭15.12 

～16.3 

大谷五平 

 

328 

 

第77回78回79回帝国議会貴族院議事報告書 

 

昭16.11 

～17.3 

片倉兼太郞 

 

 

民間版議会報告 

329 第1期衆議院議事提要 明24.3.16 天野堯撫 

330 第1期帝国議会成蹟梗概 明24.3.29 愛国新聞付録 

331 第2期議会始末 明25.1.7 吉津太六 

332 解散始末 全 

附 選挙区民の心得 

明25.1.13 小篠清根 

333 総選挙 

附 解散始末 

明25.1.9 民友社 

334 第4回帝国議会紀要 明26.3.5 永田松三 

335 第4期帝国議会始末 明26.4.24 宮崎三之介 

336 第5議会解散始末 明27.1.13 有田紫郎 
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上村耕作文書 

 

［議院配付］ 

資料番号 資  料  名 年 月 日 数 量 

1－ 1 衆議院30年誌 大8.3.26 1綴 

1－ 2 衆議院議員選挙法改正ノ沿革 大8.3.25 1綴 

1－ 3 第39回帝国議会衆議院議事摘要 大6.12.25 1綴 

1－ 4 第40回帝国議会衆議院議事摘要 大7.12.25 1綴 

1－ 5 第41回帝国議会衆議院議事摘要 大8.10.20 1綴 

1－ 6 第42回帝国議会衆議院議事摘要 大9.5.29 1綴 

1－ 7 大正4年4月増補先例彙纂（全） 大4.5.17 1綴 

1－ 8 大正4年4月増補委員会先例彙纂 〃 1綴 

1－ 9 第39回議会衆議院報告 大6.10.25 1綴 

1－10 第40回議会衆議院報告 大7.6.25 1綴 

1－11 第41回議会衆議院報告 大8.4.15 1綴 

1－12 第42回議会衆議院報告 大9.4.15 1綴 

1－13 第1回議会～第40回議会衆議院議員党籍録 大7.7.25 1綴 

1－14 自第7回至第13回衆議院総選挙一覧 大7.12.19 1綴 

1－15 第39回議会衆議院議員名簿 大6.4.25 

6.6.16訂正 

1綴 

1－16 第40回議会衆議院議員名簿 大6.4.20 

6.12.26訂正 

1綴 

1－17 第41回議会衆議院議員名簿 大6.4.20 

8.1.17訂正 

1綴 

1－18 第42回議会衆議院議員名簿 大6.4.20 

8.12.22訂正 

1綴 

 

［選    挙］ 

2－ 1 衆議院議員有権者名簿原簿 大4 1冊 

2－ 2 同情有権者名簿旧1区・4区・5区  3冊 

2－ 3 衆議院議員奈良市選挙人名簿 大6.4 6冊 

2－ 4 奈良県有権者名簿元第1区・4区・5区 〃 1綴 

2－ 5 立候補に際しての挨拶状 〃 同種20枚 

2－ 6 選挙運動中使用封筒  12枚 

2－ 7 推薦状受領簿 大6.3 1綴 

2－ 8 推薦書綴第1区～第5区 〃 5冊 

2－ 9 選挙運動支部備品・消耗品配付帳 〃 1綴 

2－10 選挙運動者名簿 〃 2冊 

2－11 選挙運動員出勤簿 〃 1冊 

2－12 選挙運動用名刺 大6.4 6種60枚 
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2－13 演説メモ  1通 

2－14 選挙運動諸用件報告綴 大6.3 1綴 

2－15 運動員報告綴  1綴 

2－16 選挙情報を通知した葉書（当選祝2通を含む）  11通 

2－17 選挙運動中諸領収書  一括 

2－18 選挙事務所精算書 大6.4 2綴 

2－19 新聞  奈良新聞・大阪毎日 大6.4.22 各1綴 

2－20 選挙事務所諸控簿表紙  11点 

 

［党配付書類］ 

3－ 1 十三会規約 大6.7.4 1綴 

3－ 2 満州事件の経過（2） 大6.11.4 1綴 

3－ 3 民政党政策講演集 第2輯･第4輯･第5輯 昭6.8.19～8.22 各1綴 

3－ 4 政務調査会速記録 大11.12 1綴 

3－ 5 機関紙「憲政」第5巻第6号・第6巻第1号・第6巻第3号・

第6巻第6号・第6巻第8号・第6巻第9号・第7巻第21号 

大11～13 7冊 

（各1冊） 

3－ 6 機関紙「憲政」（第49議会報告）  1冊 

 

［官公庁・公共団体配付書類等］ 

4－ 1 同盟及連合国と独乙国との平和条約並議定書 

附 波蘭国に関する条約 

大8.11 1綴 

4－ 2 同盟及連合国と独乙国との平和条約並議定書概要 

附 波蘭国に関する条約概要 

〃 1綴 

4－ 3 調査月報社会問題号第8巻第17号 大7.10.25 1綴 

4－ 4 欧州交戦諸国ノ陸軍ニ就テ 大6.6 1綴 

4－ 5 帝国陸軍概要 大6.12.20 1綴 

4－ 6 交戦国ノ陸軍ニ就テ第3版～第5版 〃 3部 

4－ 7 参考用諸表（帝国艦艇一覧表等10項目） 大6.11.1 1綴 

4－ 8 帝国陸軍露領出兵経過ノ概要（自大正7年7月至大正8年1

月） 

大8.1 1綴 

4－ 9 各務原操縦班・新居町射撃班・浜松爆撃班ニ於ケル教育

ノ概要 

大8.7 1綴 

4－10 改訂鉄道線路網図表  1部 

4－11 軌間変更案ほか  1綴 

4－12 東京市制案  1部 

4－13 国勢調査（第1回国勢調査） 大9.10.1 1部 

4－14 議院建築意匠設計懸賞募集規程  9点一括 

  

［建議類］ 

5－ 1 陳情書 大8.7.20 1部 

5－ 2 大挙海外拓植の事業を起す提議の案 大9.1.15 1部 
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5－ 3 義務教育年限延長問題  1部 

5－ 4 意見書 大9.3.1 1部 

5－ 5 教育刷新評議会答申及び建議（写） 昭11.10.29 1部 

5－ 6 電燈問題請願ノ要旨  1部 

 

［パンフレット等］ 

資料番号 資  料  名 年 月 日 著（編）者 数 量 

6－ 1 労働保険論 明39.4.25 上村耕作 1枚 

6－ 2 第39回議会報告書 大6.8.15 〃 1枚 

6－ 3 第40回帝国議会報告書  〃 1枚 

6－ 4 第41回議会報告書 大8.4.25 〃 1枚 

6－ 6 米価調節論 大7.3.18 上田彌兵衞 1綴 

6－ 7 英国植民地統治法の発達に就いて 大7.5.20 江木 翼 1綴 

6－ 8 世界変局と帝国外交  大津淳一郎 1綴 

6－ 9 帝国の緊急国是 大8.6.18 奧田亀造 1綴 

6－10 予の東亜政策を宣明す  菊池良一 1綴 

6－11 米価調節批判 大7.2.18 小泉策太郎 1綴 

6－12 政党の善悪と国民の裁判 大4.8.29 小泉又次郎 1綴 

6－13 寺内内閣の対支外交の失敗 大7.2.17 小寺謙吉 1綴 

6－14 西伯利  出兵問題 大7.4.15 〃 1綴 

6－15 国難来 大13.4.20 後藤新平 1綴 

6－16 地租委譲絶対反対論 大12.8.1 菅原通敬 1枚 

6－17 政界革新私見 大8.3 杉田定一 1枚 

6－18 西伯利問題 

附 レーニン政府の真相 

大9.1 頭本元貞 1綴 

6－19 亡び行く国 大8.1.6 山道襄一 1枚 

6－20 原君の政治 大9.4.1 横田孝史 1枚 

6－21 討闘ノ檄 大5.11.30 討闘同盟会 1枚 

6－22 物価取締令関係 大7.2  2枚 

6－23 勤王論 大7 国士会本部 

有吉長兵衛 

1綴 

6－24 出兵論 大7.3 大谷誠天 1綴 

6－25 国民義会宣言書 〃 国民義会 1綴 

6－26 寺内内閣と対支外交 大7.4.15 加藤勘十 1綴 

6－27 休戦条約に対する演説大隈侯爵・加藤子爵 大11.9 守屋此助 1綴 

6－28 帝国労働協会設立趣意書 大8.1.6 帝国労働協

会本部 

1綴 

6－29 米価問題ト鈴木商店 大8.2.5 鈴木商店 1綴 

6－30 国際連盟 

附 米国国際法協会華盛頓宣言並ニ註釈 

大8.3.20 ニコラス･マ

レーバトラ

ー 

1枚 
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6－31 

 

所謂朝憲紊乱問題 呂運亨事件の内容 

 

大8.12 

 

外交問責同

盟会 

1綴 

 

6－32 朝鮮統治問題 大9.4.2 黒龍会本部 1綴 

6－33 比類なき悪政府 〃  1枚 

6－34 現内閣の税制整理案略説 大14.11.14 憲政会 1枚 

 

[書  状] 

資料番号 差 出 人 年 月 日 備     考 

1－ 1 江木  翼 大4.1.28 書籍受贈の礼 

1－ 2 江木  翼 大8.7.5 病気見舞状 

1－ 3 江木  翼 大8.7.8 県議選の御配慮を謝す 

1－ 4 大隈 重信 大4.1.22 衆院総選挙に米田実を推す 

1－ 5 片岡 直温 大6.3.5 総選挙出馬を激励 

1－ 6 片岡 直温 大6.3.22 応援演説依頼承知 

1－ 7 片岡 直温 大6.4.5 演説会開催予定通りにせられたし 

1－ 8 片岡 直温 大6.4.11 演説会予定通り4月16日 

1－ 9 片岡 直温 大6.4.14 演説会当日出迎えの件 

1－10 片岡 直温  演説会前座の者出席不能、代理を頼む 

1－11 片岡 直温 大6.4.21 祝御当選、加藤総裁より通知あるべし 

1－12 片岡 直温 大6.4.22 当選祝電忝なし 

1－13 片岡 直温 大8.2.25 来駕の由、本日中在宅一電ありたし 

1－14 加藤 高明 大6.3.16 衆院総選挙出馬についての激励 

1－15 加藤 高明 大6.4.28 祝御当選憲政会入党を歓迎 

1－16 加藤 高明 大8.1.26 評議員指名を通知 

1－17 加藤 高明 大9.4.23 ｢労働保険法制定｣の建議書 

1－18 加藤 高明 大12.9 災害見舞を謝す 

1－19 桂  太郞 大2.2 新政党組織（後の立憲同志会）賛助依頼 

1－20 賴母木桂吉 大6.5.1 衆院出馬御援助を乞う 

1－21 濱口 雄幸 大12.10.8 震災見舞礼状 

1－22 若槻禮次郞 大4.1.26 贈与物の礼 

1－23 若槻禮次郞 (昭6).5.4 内閣組織に際し懇篤の書状忝なし 
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宇垣一成文書 

 

［日  記］ 

資料番号 資  料  名 年 月 日 備    考 

A1-  01 一如庵随想録 1   自 明35.9   至 明40.1  

A1-  02 一如庵随想録 2    自 明40.1   至 大2.夏 新聞切抜あり 

A1-  03 一如庵随想録 3 自 大2.夏   至 大7.1  

A1-  04 一如庵随想録 4 自 大7.1    至 大8.9  

A1-  05 一如庵随想録 5 自 大8.9    至 大9.4  

A1-  06 一如庵随想録 6 自 大9.4    至 大10.7  

A1-  07 一如庵随想録 7 自 大10.7   至 大12.3  

A1-  08 一如庵随想録 8 自 大12.3   至 大14.6 偶感書4枚 メモ1枚 

A1-  09 一如庵随想録 9 自 大14.6   至 大15.11 新聞切抜あり 

第10師団関係図表1枚 

A1-  10 一如庵随想録10 自 大15.11  至 昭2.12  

A1-  11 一如庵随想録11 自 昭3.1    至 昭4.4 メモ1枚 

A1-  12 一如庵随想録12 自 昭4.4    至 昭6.6  

A1-  13 一如庵随想録13 自 昭6.6    至 昭7.12  

A1-  14 一如庵随想録14 自 昭7.12   至 昭8.12 独文訳文3枚 廣田宛メモ2枚 

物価指数メモ1枚（昭8） 

A1-  15 一如庵随想録15 自 昭9.1    至 昭10.3  

A1-  16 一如庵随想録16 自 昭10.3   至 昭11.7 朝鮮の現状メモ3枚（昭6.11） 

A1-  17 一如庵随想録17 自 昭11.7   至 昭12.6  

A1-  18 一如庵随想録18 自 昭12.7   至 昭13･4  

A1-  19 一如庵随想録19 自 昭13.4   至 昭14.2  

A1-  20 一如庵随想録20 自 昭14.3   至 昭15.2 新聞切抜あり 

A1-  21 一如庵随想録21 自 昭15.2   至 昭16.4 新聞切抜あり メモ2枚 

A1-  22 一如庵随想録22 自 昭16.5   至 昭17.8 〃 

A1-  23 一如庵随想録23 自 昭17.8   至 昭18.12 新聞切抜あり 

A1-  24 一如庵随想録24 自 昭19.1   至 昭20.10 〃 

A1-  25 一如庵随想録25 自 昭20.10  至 昭23.3 〃 

A1-  26 一如庵随想録26 自 昭23.4   至 昭24.7 〃 

A1-  27 一如庵随想録 番外1 明35.8 （渡欧日誌） 新聞切抜 地図 船時間表 

船内案内図 

A1-  28 一如庵随想録 番外2 明40.10～（渡欧日誌） 明39 参謀本部高級幕僚住

所2枚 

A1-  29 日記（手帳） 昭5.1月～9月まで記入 

A1-  30 日記（小型版日記帳） 昭7.1.1日～9日まで、9月～12月頃まで記入 

A1-  31 日記（手帳） 昭8.1.1～6月頃まで記入 

A1-  32 日記（日記帳） 昭19 
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A1-  33 日記（日記帳） 昭20 2月のみ記入なし 

  ◇一如庵随想録27（自昭24.8 至昭26）と昭和27年分（ほとんど書かれていない）は、国立国会図 

書館憲政資料室が所蔵 

 

［書  状］ 

資料番号 差 出 人 宛  名 年 月 日 備    考 

A2-  01 阿部 信行 宇垣 一成 昭8.8.16   台湾軍司令官離任の挨拶  

当今の情勢報知 

A2-  02 伊澤多喜男 宇垣 一成 昭20.2.22 国事多難政界にて賢台の動向注目 

A2-  03 今井田淸德 宇垣 一成 昭11.4.1 宇垣朝鮮総督辞意につき廣田弘毅首相、

永田秀次郞拓相らと面談報告 

A2-  04 今井田淸德 宇垣 一成 昭11.4.3 廣田首相との会談報告 

A2-  05 今井田淸德 宇垣 一成 昭11.5.29 廣田首相と会見｢2･26のあとでもあり､し

ばし留任を……｣ 

A2-  06 今井田淸德 宇垣 一成 昭11.4.6 宇垣辞任について西園寺の意向を報告 

A2-  07 

 

今井田淸德 

 

宇垣 一成 

 

昭11.5.11 

 

辞任の件 永田拓相と会談、廣田首相の 

感触 

A2-  08 上原平太郎 宇垣 一成 昭(11).2.27 2･26事件についての詳報 

A2-  09 

 

上原 勇作 

 

宇垣 一成 

 

大10.8.11 

 

宇垣第10師団長の神戸労働争議介入を可 

とする 

A2-  10 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭8.9.23 病気見舞の私信 

A2-  11 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭8.9 覚書 

A2-  12 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.4.28 病気見舞の私信 

A2-  13 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.(4.29) 

(4.30) 

病気見舞の私信 

A2-  14 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.5.4 病気見舞の私信 

A2-  15 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.5.9 病気見舞の私信 

A2-  16 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.5.11 病気見舞の私信（押花同封） 

A2-  17 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.5.14 病気見舞の私信 

A2-  18 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.5.16 病気見舞の私信 

A2-  19 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.5.18 病気見舞の私信（押花同封） 

A2-  20 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.5.19 病気見舞の私信 

A2-  21 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.5.20 病気見舞の私信 

A2-  22 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.5.25 病気見舞の私信 

A2-  23 宇垣 一成 宇垣 貞子 〃 病気見舞の私信（朝鮮地図同封） 

A2-  24 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.5.28 病気見舞の私信 

A2-  25 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.5.30 病気見舞の私信 

A2-  26 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.6.3 病気見舞の私信 

A2-  27 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.6.4 病気見舞の私信 

A2-  28 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.6.6 病気見舞の私信 

A2-  29 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.6.9 病気見舞の私信 

A2-  30 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.6.10 病気見舞の私信 
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A2-  31 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.6.11 病気見舞の私信 

A2-  32 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.6.20 病気見舞の私信 

A2-  33 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.6.23 病気見舞の私信 

A2-  34 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.6.27 病気見舞の私信 

A2-  35 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.7.2 病気見舞の私信 

A2-  36 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.7.6 病気見舞の私信 

A2-  37 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.7.8 病気見舞の私信 

A2-  38 宇垣 一成 宇垣 貞子 昭11.7.11 病気見舞の私信 

A2-  39 宇垣 一成 宇垣 貞子 〃 病気見舞の私信 

A2-  40 梅津美治郎 宇垣 一成 昭9.8.2 進級報告 

A2-  41 江木  翼 宇垣 一成 昭(7).2.15 井上準之助暗殺報知 

A2-  42 小原 雅子 宇垣 貞子 昭6.2.14 母堂からの書状 

A2-  43 小原 雅子 宇垣 貞子 昭7.10.16 母堂からの書状 

A2-  44 小原 雅子 宇垣 貞子 昭7.10.20 母堂からの書状 

A2-  45 大川 周明 宇垣 一成 昭(10).12.14 大審院判決後の感慨 

A2-  46 金谷 範三 宇垣 一成 昭8.3.5  現今の軍部事情を報知 

A2-  47 淸浦 奎吾 宇垣 一成 昭(9).3.18 政治情報 内閣も対議会策に窮し人心倦

む 

A2-  48 淸浦 奎吾 宇垣 一成 昭(14).8.28 平沼辞職 後継困難 老兄出馬は此の時 

A2-  49 小磯 国昭 宇垣 一成 昭12.3.6 組閣時陸相依頼を断った弁明（小磯宛建

川美次書状同封） 

A2-  50 小磯 国昭 宇垣 一成 昭19.7.21 組閣の大命を拝す 無任所相として入閣

願度 

A2-  51 兒玉 秀雄 宇垣 一成 昭(8).7.27 中央政局を報知 西原から聞かれたこと

と思うが現今の政治情勢 

A2-  52 近衞 文麿 宇垣 一成 昭(14).9.29 申出の件について陸海相共に反対 

A2-  53 佐藤 尚武 宇垣 一成 昭(17).6.1 ソ連着任 現今の情勢を報知 

A2-  54 下村  定 宇垣 一成 昭(20).12.2 退官挨拶（陸相）宇垣の意にそえず陳謝 

宇垣自筆（官位勳等拝辞）の表同封 

A2-  55 杉山  元 宇垣 一成 昭11.3.28 2.26事件は遺憾 寺内陸相は努力 

A2-  57 田中 義一 宇垣 一成 大（10）.（8）.11 神戸労働争議に関し第10師団（姫路）介

入の件 

A2-  58 鶴見 祐輔 宇垣 一成 昭11.6.5 齋藤隆夫演説後の政界情勢を報知 

A2-  59 土肥原賢二 宇垣 一成 昭8.11.28 満州方面の事情と近況 

A2-  60 富田幸次郎 宇垣 一成 昭10.8.4 陸軍の兇変以来 陸相更迭 時局ますます

困難 御自重ありたし 

A2-  61 永井柳太郎 宇垣 一成 昭9.2.13 米穀問題につき御配慮感謝 

A2-  62 野村吉三郎 宇垣 一成 昭11.6.30 鮮内視察に際しての芳情感謝 

A2-  63 濵口 雄幸 宇垣 一成 昭(4).9.2 満州重大事件に関して首相から陸相へ打

合 

A2-  64 朴  泳孝 宇垣 一成 (不明)4.28 宿痾療養中 書物恵贈感謝 

A2-  65 本郷房太郎 宇垣 一成 昭10.6.21 勇退辞意を示唆 

A2-  66 本庄  繁 宇垣 一成 昭8.4.12 侍従武官長親任に際しての挨拶 
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A2-  67 本庄  繁 宇垣 一成 昭11.3.31 2.26事件後武官長退任の挨拶 

A2-  68 三土 忠造 宇垣 一成 昭19.8.29 渡支視察の由 欧州形勢急変 

出発延期如何 

A2-  69 南  次郞 宇垣 一成 昭(8).2.18 軍部の内情及び政界情勢報知 

宇垣内閣実現の作戦方針を述ぶ 

A2-  70 南  次郞 宇垣 一成 昭8.7.21 政界情報 対宇垣防御案として武藤内閣

策定 

A2-  71 南  次郞 宇垣 一成 昭10.8.14 永田鉄山局長の横死遺憾千万 相沢の性

情について 

A2-  72 森   恪 宇垣 一成 昭7.5.6 佐々木敏綱君引見願度 

A2-  73 山下亀三郎 宇垣 一成 (不明).10.21 大磯（邸）用立申上候 藤山邸の会談報告 

A2-  74 山路 一善 宇垣 一成 昭(12) 宇垣内閣組閣に際しての海相選任につい

ての私見（鎮海要港部司令官） 

A2-  75 吉田  茂 宇垣 一成 昭14.8.17 中国問題解決の方策 

A2-  76 吉田  茂 宇垣 一成 昭14.8.25 後継首相として推挙（樺山）湯浅内府ら

の意見 

A2-  77 吉田  茂 宇垣 一成 昭14.12.3 近衞との会談日取御内報被下度……打合

連絡 

A2-  78 吉田  茂 宇垣 一成 昭15.10.30 近衞懊悩の様子政変必至の形勢重臣層の

空気について 

A2-  79 若槻禮次郞 宇垣 一成 昭(9).6.11 上京面会差控えたところ御書辱し 

A2-  80 伊藤 博文 桂  太郞 明42.1.2 軸装、春畝公親書 韓皇南巡電 

A2- 201 石黑 忠悳 宇垣 一成 大15.3.29 演説の言辞取消進言 

A2- 202 石黑 忠悳 宇垣 一成 大15.4.7 新聞切抜返却されたし 

A2- 205 鈴木 荘六 宇垣 一成 (不明)10.3 朝鮮皇室につき報告 

A2- 206 鈴木 荘六 宇垣 一成 大（15）.（2）.15 ｢李王殿下御容態書｣ 

大正15.2.12 陸軍軍医総監秋山練造 同

封 

A2- 207 田中 義一 宇垣 一成 大（13）.（1）.15 陸相推挙につき、上原元帥の返書同封 

A2- 208 筑紫 熊七 宇垣 一成 大13.1.18 虎の門事件の責任につき 

A2- 209 福田雅太郎 宇垣 一成 (不明)4.15 御明断の外なし 

A2- 210 山内 長人 宇垣 一成 (不明)2.7 貴族院議員辞任につき 

A2- 211 芳澤 謙吉 宇垣 一成 (不明)10.3 竹本中佐、宣統帝避難につき 

A2- 212 白川 義則 津野 一輔 (不明)2.15 封筒に｢大臣閣下供覧津の｣のペン書 

 

［書  類］ 

資料番号 資  料  名 年 月 日 備    考 

A4-  01 婚姻願 明39.2.7 寺内正毅陸相裁可 

A4-  02 山縣元帥・大島健一陸軍大臣

談話要領 

大(7).6.8  

A4-  03 陸軍改革私案（自筆） 大12.8～9稿 在郷軍人分会及び青年団において｢国

家の貧富強弱と尚武倹約に就いて｣ 

A4-  04 経世私策（自筆） 大12.9稿  
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A4-  05 宇垣陸軍大臣口演（自筆・一

部他筆） 

大14.11 善通寺衛戍地将校･相当官会同におい

て 

A4-  06 宇垣陸軍大臣口演要旨 大15.5 京都衛戍地将校･相当官会同において 

A4-  07 

 

都下主要新聞通信社ノ政党

的色彩 

昭2.1調 

 

 

 

A4-  08 御大礼間行動予定概見表 昭3.11  

A4-  09 参列諸員心得（昭和大礼） 〃  

A4-  10 総長選任経緯の一部（自筆草

稿） 

昭5.2.20 
 

A4-  11 現内閣組織以来ノ豫算整理

ニ於ケル陸軍ト各省トノ比

較 

昭6.1.26 

 

A4-  12 陸軍大臣申継事項 昭6.4.14  

A4-  13 国家夫レ危シ 昭6.4  

A4-  14 朝鮮統治状況報告覚書（自

筆） 

昭8.5.30 斎藤実首相ほか閣僚への説明要点メ

モ 

A4-  15 南軍司令官へ（自筆） 昭9.12  

A4-  16 

 

国是国策に関する私案（草

稿） 

昭11.7中旬 

 

 

 

A4-  17 国政指針 昭(11).12  

A4-  18 陸軍当局談 昭12.1.23  

A4-  19 保存メモ   

A4-  20 閣僚不採用十二則  昭(12).(1)  

A4-  21 今井田淸德の意見 昭(11).(12)  

A4-  22 陸軍三長官ト懇談ノ際ニ於

ケル交渉談話要綱 

昭(12).(1)  

A4-  23 情勢判断の覚書（大命拝辞の

決心） 

〃  

A4-  24 覚書下書（拝辞決意） 〃  

A4-  25 書状案（寺内寿一陸相宛） 昭12.1.28  

A4-  26 大命拝辞の談話 昭12.1.29 記者団発表 

A4-  27 憂国私議（自筆） 昭12.8.下旬稿  

A4-  28 大命拝受の際の覚書（自筆） 昭(12).(1)  

A4-  29 思出の儘 昭13.1.下旬稿  

A4-  30 長期戦争克復の関錠（自筆） 昭13.3.中旬  

A4-  31 対支院官制 昭13.6.16  

A4-  32 

 

日支両国相互理解の根本基

礎 

昭13.初夏稿 

 
 

A4-  33 

 

今後ノ事変対策ニ付テノ考

案 

昭13.8 

 
 

A4-  34 13年9月29日首相と会談要旨

（自筆） 

昭13.9.29 主として外務省乙案について 

A4-  35 施政の基本要綱 昭16.2.下旬  



- 40 - 

A4-  36 石原莞爾中将の退役に際し

ての所感 

昭16.3 
 

A4-  37 帝国の外交方針私案 昭16.8.下旬  

A4-  38 重要永久国策 昭17.4.下旬  

A4-  39 靖献随筆其一 昭17.6.下浣  

A4-  40 靖献随筆其二 昭17.8.上浣  

A4-  41 時局対応策の二、三 昭18.2  

A4-  42 第1次国策 昭18.3  

A4-  43 第2次国策 昭18.3  

A4-  44 我政治の進路 緊急対策附録

第3 

昭18.10.中旬稿 

昭19.6.下旬修正 

 

A4-  45 非常時局緊急対策 昭19.2.下旬稿 

昭19.6.下旬修正 

 

A4-  46 現戦争を勝抜く為の根本要

素 緊急対策附録第1 

昭19.3.下旬稿 

昭19.6.下旬修正 

 

A4-  47 差当り直ちに実行に移すべ

き要目 緊急対策附録第2 

〃  

A4-  48 超出師表 昭20.2.中旬  

昭20.2.下旬再稿 

鉛筆書き自筆添削 

A4-  49 組閣の基礎的事項 香月氏 昭20.8.末  

A4-  50 栄典拝辞の表草稿（自筆） 昭20.10  

A4-  51 演説原稿（自筆） 昭20.12  

A4-  52 宣言（自筆） (不明)  

A4-  53 衆議院議員立候補に際して

（自筆） 

昭21.1.1稿  

A4-  54 宇垣一成回顧の一部 昭21.2.12  

A4-  55 米軍情報部の要望に対する

答申（自筆） 

昭21.3 
 

A4-  56 社会党某幹部への談話要旨

（自筆） 

昭22.5.6 
 

A4-  57 米人Ｗ氏との会談要旨（自

筆） 

昭23.2.中旬  

A4-  58 国是国策に関する私案再検

討（自筆） 

昭23.2.下旬  

A4-  59 ｢1.民政との密接関係は…

…｣（自筆） 

(不明)  

A4-  60 ｢学良の手は……｣（自筆） (不明).9.6  

A4-  61 貞子夫人三周忌関係書類 昭13.9.20  

A4-  62 宇垣一成履歴の概要（自筆）   

A4-  63 湯浅宮相･斎藤内府との応答

控（自筆） 

 昭11と思われる 

A4- 201 淸浦内閣陸相選択につき（一

括） 

大(13) 封筒  奥元帥宛 

A4- 202 陸相選任の経緯 訓辞草稿 大(13).4.2 ｢師団長ヘノ話｣と表書あり 
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A4- 203 陸相選考問題  淸浦内閣・上原勇作元帥と 

田中義一大将との確執問題について 
1 淸浦･上原会見の要旨 大(13).3.11 

2 上原元帥との第1回会見､ 

 上原陳述要旨 

大(13) 

 

3 上原元帥との第2回会見要 

 旨 

大(13).3.25 

 
 

4 上原元帥との会見要旨 大(13).4.7  

A4- 204 筑紫中将私見 大13.4.上旬 上原対田中問題についての私見 

A4- 205 上原元帥との会見記録 大(13).4.14 上原との会見筋書 ほか 

A4- 206 陸相問題  

淸浦対上原メモ 

立花大将来訪要旨 

 

 

(不明).4.16 

 

A4- 207 法制上の調査 

1 内閣組織ノ責任 

2 陸軍大将ヲ元帥府ニ列セ 

ラルヘキ場合ノ手続 

3 上奏ニ就テ､請願ニ就テ 

4 宇垣陸相答弁 

 ―衆議院予算委員会― 

 

大13.3.7   

 

 

 

大15.3.5 

 

 

A4- 208 陸軍省軍事課  秘資料 昭2.10 前田法制局長官の質問と阿部軍務局

長の回答 

A4- 209 淸浦内閣組織ノ際ニ於ケル

陸軍大臣銓衡問題 

大13.1 石光真臣中将 

A4- 210 石光中将意見書 

―300万円事件― 

大15.2 宇垣陸相宛 

A4- 211 内奏要旨 大15.3.10  

A4- 212 陸軍大将拝辞の上奏文 昭12.1.30 宇垣書状同封 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 42 - 

風間泰男文書 

 

［起訴・冒頭陳述］ 

資料番号 資  料  名 年 月 日 数量 備    考 

K1 1‐01 起訴状  1綴  

K2 1‐02 年代順要項（検察側）  4冊 附録書1冊 

K3 1‐03 年代順要項（検察側） 昭22.2 一括 英文 

K4 1‐04 冒頭陳述（満州部門） 昭22.3 1綴  

K5 1‐05 劈頭陳述案（中国部門）   7綴  

K6 1‐06 冒頭陳述案第2案 

（ソ連フェーズ） 

昭22.2.4 2綴 花井忠弁護人作成 

K7 1‐07 冒頭陳述案（太平洋戦争） 昭22.7.25 1綴  

K8 1‐08 冒頭陳述（ゴルンスキー検事）  1綴 （欠1～12ページ） 

K9 1‐09 海軍に於ける俘虜並に残虐行為

に対する冒頭陳述資料（稲川龍

雄） 

昭22.5.23 2綴 他残虐行為事件立証要領1綴 

 

［口供書・陳述書・訊問書等］（備考中括弧内は陳述内容に係った当時の職名） 

K10 2-01 足立泰雄供述書 昭22.5.28 1綴 鉄鋼生産・消費状況 

(商工省鉄鋼課長) 

K11 2-02 綾部橘樹陳述書 昭22.2.6 1綴 板垣大将着任前後の南方の

状況 

(南方軍総参謀副長［中将］) 

K12 2-03 石原莞爾出張尋問速記録 昭22.5.1,2 一括 (関東軍参謀［中･大佐］) 

K13 2-04 板垣征四郎被告供述書 昭22.9.11 1綴 他冒頭陳述、弁論案各1綴 

(陸相) 

K14 2-05 遠藤三郎陳述書 

   〃   供述書 

昭21.10.12 

昭22.1.24 

4綴 満州事変前後の情勢 

(関東軍参謀［中佐］) 

K15 2-06 大越兼二証言  1綴 コミンテルン戦略に対する

参謀本部の見解 

(関東軍参謀) 

K16 2-07 岡敬純被告供述書 昭22.11.3 1綴 近衞内閣の対米交渉他 

(海軍省軍務局長･次官［海軍

中将］) 

K17 2-08 岡崎文勲供述書 昭22.7.28 1綴 海軍の重油消費量 

(海軍省兵備局第2課長) 

K18 2-09 小沢開作陳述書 昭21.10.24 1綴 盧溝橋事件前の中国東北部

の情勢 

(支那駐屯司令部嘱託） 

K19 2-10 影佐禎昭出張尋問速記録 昭22.5.22,23 4綴 (参謀本部部員［少･中佐］） 

K20 2-11 金井章次供述書 第2案 昭21.11.2 1綴 満州事変前後の諸問題 

(奉天省政府最高顧問) 

K21 2-12 河辺虎四郎供述書 昭21.11 5綴 満州事変初期の情勢 

(関東軍参謀［中佐］) 
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K22 2-13 木戸幸一被告口供書 

 

 4綴 (内相･内大臣) 

一括 英文 

K23 2-14 島本正一供述書 昭22.4.5 1綴 (奉天独立守備隊第2大隊長) 

K24 2-15 高村巌供述書 昭22.2.2 2綴 満州国文書等溥儀の筆跡鑑

定 

(警視庁鑑識課) 

K25 2-16 田中新一供述書案  1綴 盧溝橋事件前後の情勢 

(陸軍省軍務局［中佐］) 

K26 2-17 東郷茂徳被告口供書 昭22.12.12 1綴 (駐ソ大使･外相) 

(欠1，3ページ) 

K27 2-18 東条英機被告訊問調書 昭22.2 5綴 (陸相･首相［大将］) 

K28 2-19 中島鉄蔵供述書 昭22.2.17 1綴 ノモンハン事件処理 

(歩兵第77連隊長  在平壌

［大佐］) 

K29 2-20 中村孝太郎陳述書 昭21.11.8 3綴 張鼓峰近辺の状況 

(朝鮮軍司令官) 

K30 2-21 野口譲口述書  1綴 朝鮮俘虜収容所の状況 

(朝鮮俘虜収容所長［大佐］) 

K31 2-22 野村大使と弁護士会談記録 

第2回 

昭21.9.16 1綴 (駐米大使［海軍大将］) 

K32 2-23 橋本群陳述書 昭22.1.5 1綴 中国戦線の作戦 

(支那派遣軍参謀長) 

K33 2-24 山口英治口供書  1綴 ビルマ作戦 

(ビルマ方面軍参謀) 

K34 2-25 山口重次陳述書 第2案 昭21.10.19 2綴 満州事変前の諸問題 

(満鉄社員 満州林業監査役) 

 

［速記録・参考書類等・図表］ 

  ―速記録― 

K35 3-01 極東国際軍事裁判速記録 昭21～23 
 

第1～416号 

(欠2～7,22～31,33～74,231) 

K36 3-02 速記録要約 昭22 2冊 中国,ソ連部門他 

K37 3-03 書証委員会議事録 1 昭21.11.22 1綴  

K38 3-04 速記反訳 昭21.8.23 一括 溥儀証言 

K39 3-05 弁護側速記録明細表  13綴  

 

  ―参考書類等― 

K40 3-06 

 

満州事変より大東亜戦争開

戦に至る迄に於ける日本の

対外国策の真相概説 

昭21.7.25 2綴 

 

 

K41 3-07 満州事変日誌   自1931.9.18 

至1932.5. 5 

2綴 「上海事件外交史」から抜粋 

K42 3-08 満州事変初動に於ける世界

世論 

 1綴 〃 

K43 3-09 満州事変公文集  1綴  
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K44 3-10 軍関係参考文書  3綴  

K45 3-11 梅協定 昭14.12 34枚 日支新関係調整に関する協議書

類 

K46 3-12 米穀年度における外国米買

付経過 

昭15,16 2綴  

K47 3-13 南京事件に就て  2綴  

K48 3-14 西園寺・原田文書索引 昭22.9  1綴  

K49 3-15 木戸日記 抜粋 昭5～7 3綴  

K50 3-16 山本五十六書状（写） 

嶋田繁太郎宛 

昭15,16 3編  

K51 3-17 ドイツ大使報告電報  3綴 供述書共 

 

  ―図表― 

K52 3-18 書証準備一覧表  一括 大川周明他11名分 

K53 3-19 弁護団側提出書証一覧表  一括  

K54 3-20 弁護団側法廷受理書証一覧

表 

昭22,23 5綴  

K55 3-21 証明事項索引  1綴  

K56 3-22 満州関係証人表  1綴  

K57 3-23 法廷にて却下せられたる書

類一覧表 

 一括  

K58 3-24 国際軍事裁判所の管轄及び

太平洋連合軍総司令官の権

限に対する全被告の公訴却

下申請要旨 

 2綴  

K59 3-25 刑法上の責任原則から観察

する個人責任 

 5綴  

K60 3-26 最近4年間に於ける満蒙関係

事件一覧表 

  昭2.1～昭5.12 

K61 3-27 RESEARCH REPORT 昭21.10,11 2冊 GHQのレポート（英文） 

 

［一般・最終弁論］ 

K62 4-01 一般弁論書 昭22.3.2 3綴 鵜澤總明弁護団長 

K63 4-02 満州段階一般弁論  一括  

K64 4-03 満州事変弁論骨幹案 第2案 昭21.11.16 2綴  

K65 4-04 共同謀議  1綴 小野清一郎弁論 

K66 4-05 中国フェーズ弁論根幹案 昭21,22 3綴  

K67 4-06 被告一般弁論 陸軍の戦争

準備 

 1編 G.F.ブルエット、淸瀨一郎 

K68 4-07 南洋委任統治領防備に関す

る弁護人の主張 

 1綴  

K69 4-08 最終弁論 訴因の該当非該

当に就て 

 一括 ジョージ・山岡 

K70 4-09 最終一般弁論 検察側の国

際法論に対する弁護側反駁 

 1編 高柳賢三起稿 
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K71 4-10 満州事変、盧溝橋事件関係  4綴  

K72 4-11 満州一般部門最終弁論  一括 英文  

K73 4-12 中国部門最終弁論  一括 〃 

K74 4-13 中共関係  一括  

K75 4-14 最終弁論 日独伊三国関係  一括 O.カンニングハム 

K76 4-15 ソ連部門最終弁論 昭23.3 一括 英文 

K77 4-16 最終弁論 自衛戦争  一括 〃 

K78 4-17 嶋田氏の為の最後の弁論私

案 

 3綴 嶋田繁太郎被告 

K79 4-18 南被告弁論  1編 南次郞 

K80 4-19 武藤章最終弁論要旨案  1綴  

 

［判  決］ 

K81 5-01 極東国際軍事裁判判決書 昭23 12綴 Ａ部第1～3章 

Ｂ部第4,5,7,8章 

Ｃ部第9,10章 

附属書Ａ,Ｂ部 

K82 5-02 極東国際軍事裁判判決附属

書A 

 1綴 英文 

K83 5-03 パル判事判決書 昭23 3綴  

 

  ―判決参考― 

K84 5-04 

 

ニュールンベルグ裁判判決

書写 

昭21.8.31 1綴 英文 

K85 5-05 

 

ニュールンベルグ国際軍事

裁判判決文 其の2 

 1綴  

K86 5-06 ニュールンベルグ判決抜粋  5綴  
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川田瑞穂文書 

 

資料番号 資  料  名 年 月 日 数量 

21- 216 終戦の詔書草案 昭20.8.10 5枚 

21- 217 終戦の詔書案 昭20.8.14 2枚 

21- 218 内閣告諭案 昭20.8 2枚 

21- 219 第81回帝国議会開院式勅語案 昭17.12 5枚 

21- 220 第84回帝国議会開院式勅語案 昭18.12 3枚 

21- 221 第85回帝国議会開院式勅語案 昭19.9 2枚 

21- 222 第88回帝国議会開院式勅語案 昭20.9 2枚 
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鈴木充
じゅう

美
び

文書 

 

［議員当選証書］ 

№ 資  料  名 年 月 日 備    考 

1 衆議院議員之證（第3回総選挙） 明27.3.8 三重県 

2 〃      （第4回総選挙） 明27.9.15 〃 

 

［辞  令］ 

1 当分教師ニ相雇 月俸60円交付 明14.8.15 学習院 

2 監事心得ヲ以テ従事 手当毎月20円交付 明15.5.18 〃 

3 当分寄宿舎取締 〃 〃 

4 学習院教師之任ヲ嘱シ4級月俸80円交付 明15.8.29 華族会館 

5 書器掛兼務 明15.9.11 学習院 

6 今般学習院官立ト被定候ニ付職務相解候 明17.7.31 華族会館 

7 学習院幹事補兼教授補被仰付 〃 宮内省 

8 任学習院幹事補兼教授補  明18.3.9 太政官 

9 月俸80円下賜 〃 〃 

10 依願免本官并兼官 明18.4.8 〃 

11 御用掛被仰付 月俸100円 明18.4.9 外務省 

12 公信局勤務 〃 〃 

13 翻訳局兼務 明18.4.14 〃 

14 仁川港本勤 明19.2.18 〃 

15 香港本勤 明21.12.21 〃 

16 瑪港兼務 〃 〃 

17 第7回帝国議会召集ノ際励精ニ付銀盃１組下賜 明29.3.29 賞勲局 

18 台湾事務局長心得命 明31.10.10 内務省 

19 職務格別勉励ニ付60円賞与 明31.11.9 〃 

20 土木局長心得免 〃 〃 
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鈴木隆夫文書 

 

［書  類］ 

  ―戦前期― 

№ 資  料  名 年 月 日 数量 備  考 

1 歴代内閣治安関係者名簿 昭6～16 8枚 犬養～東条内閣 

2 議院法改正関係 昭7.6 

昭17.7 

各1綴 要項、改正意見等集覧 

3 議会振粛要綱 昭7.7.15 1冊 議会振粛各派委員会 

4 満州帝国建国十周年祝典関係書類 昭17.9 2綴 参列者への通知他 

5 大日本帝国憲法の解釈に関する見解 昭10.4.15 4冊 帝国在郷軍人会本部 

6 東郷元帥の偉業 昭10.4 1冊 海軍省 

7 内閣制度創始五十周年記念 昭10.12.22 1冊 内閣官房総務課 

8 日本主義運動の解説 昭11.3 1冊 内務省警保局調査室 

(警察官教養資料) 

9 列国議会同盟並同日本議員団概要 昭11.11 1冊  

10 国策研究会会員名簿並要覧 昭12.5 1冊 国策研究会 

11 明治・大正・昭和 財政要覧 昭12.9 1冊 国政研究会 

12 衆議院議長・副議長 各種挨拶原稿(1)､

(2) 

昭12～20 (1)23綴 

(2) 6綴 

小山松壽 

田子一民、岡田忠彦 

13 議会制度審議会配布書類綴 昭13.8 

～12月 

28点綴込 

1綴 

衆議院・参議院・審議

会委員等 

各国議会政党勢力一

覧他 

14 議会及び内閣一覧表 昭14 2枚 衆議院事務局 

15 

 

中華民国国民政府改組還都慶祝国民使節 

衆議院代表渡支日誌 

昭15.4 

 

1綴 

 

衆議院 

 

16 議会開設五十年に際しての小山松壽衆議

院議長謹話 

昭15.11.23 1枚 

7点 

 

17 通常議会ニ於ケル召集ヨリ閉会ニ至ル議

事順序 大東亜戦争ニ関スル陸海軍大臣

戦況報告 

昭16.12 

～17.3 

1綴 第79議会 

①S16.12.27 

②S17. 1.21 

③S17. 2.16 

④S17. 3.12 

18 調査委員会報告書 昭17.7 1冊 大政翼賛会 

19 議会制度を繞る一、二の憲法論議に就て 昭18.10.19 1冊 憲法史研究会 

第28回例会講演速記

録 

20 大東亜新聞大会要覧 昭18.11 1冊 日本新聞会 

21 議院法逐条解釈集 (昭18.4) 10冊  

22 議会関係印刷物各種 昭18 7件 1943.1.7 米大統領一

般教書他 

23 帝国議会と憲法 昭19 1綴 議院法会議筆記他 
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24 第二次山本内閣～幣原内閣閣僚名簿 昭20.10.9 2部 一部重複 

25 議会解散制の三型態  1綴 調査部 佐藤研究員 

26 帝国憲法改正案逐条質疑要綱 弐・参  2綴  

27 議会運営に関する資料   開院式勅語形式調他 

 

  ―戦後期― 

28 日本国憲法公布記念勅語案 昭21.11.3 1点  

29 皇室典範・皇室経済法 参考資料 昭21.12.5 1点 皇室典範提案理由説

明他 

30 懲罰問題資料 昭24 3点 懲罰権の適用範囲に

関する調査報告書他 

31 平和条約に関する参考書 

 

  米国及び英国政府が

公式に発表した日本

国との平和条約の英

文草案に修正点を入

れた翻訳 

 日本国と平和条約の草案   1綴  

 サンフランシスコ会議議事録 昭26.9  外務省 

32 平和条約案文ならびにその他の関係説明

書 

昭26.10    

33 議事妨害 (昭27) 18点 国会法該当部分抜粋、

関係会議録等 

34 国会法改正資料 昭27～36 6冊+2綴 衆議院事務局 

27.8 衆議院規則改正

経過他 

35 国会法改正資料 昭28～30 6冊+1綴 国会法改正案要綱他 

36 国会における予算修正権をめぐる諸問題

について(講演原稿) 

昭28 1冊 全国都道府県議会事

務局長会講演 

37 参考書類 昭31 3点 第24回国会 地方教育

行政の組織及び運営

に関する法律案外一

件の議事経過他 

38 自民党国会制度等特別委員会関係資料 昭36～37 17点 自民特別委員会資料

10点他 

39 国会法改正小委資料 昭36.5 19点 衆議院法制局 

40 国会の審議権の確保のための秩序保持に

関する法律案 審議会議録 

昭34.10.24 

～35.5.7 

57点+2綴   

41 国会の審議権の確保のための秩序保持に

関する法律案（説明資料） 

昭34.12.21 1袋 衆議院法制局 

衆法第22号 

42 日本公法学会会員名簿 昭42.4.30 1冊  

43 委員会原論 その1～その4   4冊   
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西尾末廣文書 

 

[5－1 文書ファイルⅠ] 

資料番号 資  料  名 年 月 日 数 量 

1 西尾末廣復党に関する要請書・決議等  日本社会党大阪

府支部連合会 

昭27.5～8 4枚 

2 第3回統制委員会議事録(西尾末廣復党に関する件) 昭27.8.12 8枚 

3 委嘱状(府連顧問) 昭32.9.7 1枚 

4 社会党再建同志会趣意書 昭34.9.16 1枚 

5 民主社会主義政党についての我々の見解  再建同志会 昭34.10.18 2枚 

6 ドイツ社会民主党新綱領草案について  社会党再建同

志会 

昭34.11.4 

 

2枚綴 

7 綱領問題資料  再建同志会 昭34.11.18 冊子43頁 

8 新党結成準備における組織上の問題点 再建同志会 昭34.11.25 2枚綴 

9 新党結成準備における組織上の問題点 民主社会主義

新党準備会 

昭34.12.15 2枚綴 

10 第42回臨時国会活動方針 民主社会党 昭37.11.10 3枚綴 

11 旧総同盟大阪連合会残存財産処分覚書 昭39.3.21 1枚 

12 第46通常国会閉会に当っての党声明  民主社会党 昭39.6.26 1枚 

13 西尾末廣履歴  2枚 

14 西尾家墓碑銘 昭49.10.31 1枚 

15 除籍謄本 昭58.7.5 1枚 

16 即位礼当日参入券 昭3.11.10 1枚 

17 賢所御神楽ノ儀参入券 昭3.11.11 1枚 

18 大饗夜宴ノ儀参入券 昭3.11.17 1枚 

19 

 

西尾フサノ宛委嘱状(大日本国防婦人会墨江第1分会組

長) 

昭15.2.15 

 

1枚 

 

20 世帯証 昭17.1. 1枚 

21 

 

聴取無線電話私設許可書 

電話加入名義変更承認書(大阪中央電話局) 

電話譲渡証(博信社電話部) 

領収証(電話名義変更料等)(博信社) 

領収証書(電話特別開通加入登記料等) 

承認書(電話名義変更)(住吉郵便局) 

昭5.10.2 

昭2.2.1 

昭12.8.30 

昭12.8.31 

昭12年度 

昭12.8.31 

1枚 

1枚 

1枚 

1枚 

3枚 

1枚 

22 指定衣料品購入通帳 昭19.8～20.7 1冊 

23 衣料切符(乙)西尾末廣 昭18.2～20.1 1冊 

24 衣料切符(乙)西尾フサノ 〃 1冊 

25 衣料切符(乙)高橋清 〃 1冊 

26 衣料切符(乙)高橋富美子 〃 1冊 

27 衣料切符(乙)特・妊 高橋富美子 〃 1冊 

28 衣料切符(乙)高橋俊介 〃 1冊 

29 衣料切符(乙)特・妊 〃 1冊 
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30 衣料切符(第二種)西尾フサノ 昭19.4～21.3 1冊 

31 衣料切符(第二種) 〃 1冊 

32 下水溝上使用許可書 昭19.1.25 1枚 

33 ガソリン使用登録申請 昭22.2.25 1枚 

34 メモ  1枚 

 

[5－2 文書ファイルⅡ] 

1 新党結成の順序  3枚 

2 再建同志会と他団体との関係  1枚 

3 新党の性格  1枚 

4 第1回新党準備会の挨拶  10枚 

5 民主社会党の性格  5枚 

6 三党立会演説資料「民社党の成立事情」  8枚 

7 9月1日発行の「新情報」中  1枚 

8 党の民主的運営等について  2枚 

9 各新聞社社説について  1枚 

10 民主・社会・國協三党政策協定  3枚 

11 党再建の方針  2枚 

12 鍋山君等の提案に対する修正・意見  3枚 

13 党の分裂・党づくり  3枚 

14 選挙の見直し・政策の争点  1枚 

15 “新党で生かしたい 西尾の組織論、政策論など”  2枚綴 

16 (参考資料)民主社会主義と国民政党の問題  2枚綴 

17 第1回組織全体会議順序 (不明).12.15     1枚 

18 各県組織状況   再建同志会 (不明).11.25     10枚綴 

19 大阪準備会への参加要請 昭34.12.12 1枚 

20 準備会結成式次第 昭34.12.19 5枚 

21 大阪における談話要旨(第2日)  2枚 

22 準備委員名簿 民主社会主義新党準備会  冊子19頁 

23 準備委員長所信表明  8枚 

24 明年の抱負 西尾末廣  6枚 

25 社会党整備要綱  28枚 

26 1957年度一般運動方針案に対する疑問点  20枚 

27 中央委員会委員長挨拶  1枚 

28 国際情勢の分析 曽禰案  3枚 

29 ナジ前ハンガリー首相処刑の背景  5枚 

30 ナジ事件について  5枚 

31 ヤルタ協定について  3枚 

32 日韓・中共と台湾 (不明).11.5 1枚 

33 外交メモ  1枚 
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[5－3 文書ファイルⅢ(社会主義インター大会関係)] 

1 社会主義インター会議(ローマ)日程・会議報告 (昭36) 7枚 

2 決議の要旨  5枚 

3 国際情勢討論  17枚 

4 社会主義インター大会日程 (昭39) 2枚 

5 社会主義インター会議民社党代表団日程 〃 1枚 

6 西尾委員長談話(社会主義インター理事会・百年祭参加

にあたっての抱負) 

(昭39).8.25 3枚 

7 国際情勢に関する討論 

1964年9月ブラッセルス理事会において 

(昭39) 2枚綴 

8 社会主義インター理事会演説原稿  16枚 

9 西尾委員長挨拶(インター関係)  2枚綴 

10 社会主義インター会議の報告  16枚 

11 帰国に際しての声明 (不明).9.13    3枚 

12 社会主義インター会議 行動メモ  4枚 

13 社会主義インター会議 印象と感想  11枚 

14 社会主義インター会議  行動メモ  5枚 

15 西尾・ウィルソン(英国労働党首)会談要旨 昭39.8.27 11枚 

16 西尾・ブラント(ドイツ社会民主党首)会談要旨 (昭39.9.2) 3枚 

17 西尾・ネンニ(副首相・イタリア社会党)会談要旨 (昭39).9.9 7枚 

18 国連の平和維持作戦計画―国連常設警察軍の構想―基

調演説の要約 

(昭39.9.2) 4枚 

19 インター会議についての質疑応答  3枚 

20 社会民主主義の前途(朝日新聞切抜) 昭39.9.17 1枚 

21 Togliattiイタリア共産党書記長覚書要約 昭39.8 17枚綴 

 

[5－4 書状（1～8 西尾末廣宛）] 

資料番号 資  料  名 年 月 日 形 態 数 量 備  考 

1 衆議院議長小山松壽書状 昭13.3.23 封筒共 1点 

 

除名通知書 

尾崎行雄激励文 

2 尾崎行雄書状 昭13.7.16 封筒共 1点 拘留中の石田正一

の救援を乞う 

3 尾崎行雄書状 昭22.6.5 封筒共 1点 大臣就任御祝等 

4 尾崎行雄書状  封筒のみ 1点  

5 尾崎行雄書状  封筒のみ 1点  

6 瀧口義一書状 昭22.9.5 封筒共 1点 大臣就任御祝等 

フサノ宛もあり 

7 尾崎行輝書状 昭31.5.23 封筒共 1点 尾崎の書軸を御贈

呈 
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8 西村榮一書状 

 

(昭37).3.19 封筒共 

ちらし 

新聞切抜 

パンフレット 

同封 

1点 

 

全逓民主化運動の

概要報告 

 

9 竪山利忠書状 

(西尾又右衛門・末廣長男

宛) 

昭58.1.11 封筒共 1点 亡母へのお悔やみ 

 

[5－5 官公庁辞令] 

資料番号 資  料  名 年 月 日 数 量 備  考 

1 中央賃金委員会委員  昭21.1.22 1枚 内閣 

2 中央労働委員会委員 昭21.3.1 1枚 厚生省 

3 持株会社整理監査委員会委員 昭21.9.20 1枚 内閣 

4 地方制度調査会委員 昭21.10.10 1枚 〃 

5 独占禁止準備調査会委員 昭21.11.5 1枚 〃 

6 斡旋員候補者 昭22.1.31 1枚 中央労働委員会 

7 国務大臣 昭22.6.1 1枚 内閣総理大臣 

8 内閣官房長官兼任 〃 1枚 内閣 

9 一級官吏銓衡委員会第一部長 昭22.6.5 1枚 内閣総理大臣 

10 国務大臣 昭23.3.10 1枚 〃 

11 国務大臣兼内閣官房長官依願免兼官 〃 1枚 内閣 

12 国務大臣 依願免官 昭23.7.6 1枚 内閣総理大臣 

 

[5－6 公共団体・民間団体辞令] 

1 評議員･常議員･理事(嘱託) 昭21.2.5 1枚 財団法人協調会 

2 大阪府産業再建審議会委員(委嘱) 昭21.3.15 1枚 大阪府 

3 西大阪水害復興対策委員会顧問(委嘱) 昭22.8.10 1枚 西大阪水害復興対策

委員会 

4 平和博覧会名誉顧問(推薦) 昭23.9.25 1枚 平和博覧会 

5 日本社会党大阪府支部連合会顧問(推薦) 昭26.12.23 1枚 日本社会党大阪支部 

6 〃 昭31.6.10 1枚 〃 

 

[5－7 衆議院議員当選証書等] 

1 大阪府第一区当選 昭21.4.17 1枚 大阪府知事 

2 大阪府第二区当選 昭22.4.29 1枚 大阪府選管委員長 

3 当選証書 受領書(未記入) 昭22.4 1枚 大阪府選管委員長宛 

4 当選告知書 大阪府第二区 昭28.4.21 1枚 大阪府選管委員長 

5 大阪府第二区当選 〃 1枚 〃 

6 大阪府第二区当選 昭30.3.1 1枚 〃 

7 当選告知書 大阪府第二区 昭35.11.22 1枚 〃 

8 大阪府第二区当選 〃 1枚 〃 

9 大阪府第二区当選 昭38.11.23 1枚 〃 
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10 大阪府第二区当選 昭42.1.31 1枚 大阪府選管委員長 

11 大阪府第二区当選 昭44.12.27 1枚 〃 

12 当選者宛の事務連絡  1枚 衆議院事務局 

 

5- 8 感謝状(隣組長任期満了に際して) 昭16.11.30 1枚 墨江中一南町会 

5- 9 感謝状(日本社会党結党以来の功労に対

して) 

昭30.10.12 1枚 日本社会党委員長 

5-10 外国記章佩用免許証 

(満州国建国神廟創建紀念章) 

昭16.12.9 1枚 賞勲局 

5-11 旅券等 

 

昭28.6，30.8, 

39.8，42.8， 

45.1(旅券) 

 旅券5、航空券1、予防

接種証明3 

5-12 訪欧資料 昭39  絵葉書、北極通過証等 

5-13 挨拶状見本  1綴  

5-14 名刺(衆議院議員民主社会党中央執行委

員長 西尾末廣) 

 68枚 

 

 

5-15 備忘録  2冊  

5-16 パンフレット「社会党政権への道」  3部 封筒共 

5-17 月刊理論雑誌発行計画案  5枚  

5-18 日刊独立通信 昭24.2.21 1部  

5-19 各種団体パンフレット類  9点  

 

[5－20 文書綴] 

資料番号 資  料 名 年 月 日 数 量 発  行 

1 片山内閣成立以来の政策実施状況 昭22.9.1 1綴 経済安定本部総裁官

房情報部 

2 対日講和条約についての基本的要求 昭24.5.15 1部  

3 中国共産党に対する私見を敍ぶ 昭25.10 1部 中日文化協会研究室 

4 公安速報 ソ連のハンガリア攻略に対す

る総評の態度 

昭31.11.12 1部  

5 平和共存論に就て  1部 清水経済研究会 

6 「新しき愛国心」について  1部 全国食糧増産同志会 

7 日本再建原則綱領  1部  

8 日本タイムス社説 社会党員の役割 (不明).2.4       2枚  
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西村茂生文書  

 

[1 犬養毅書状] 

№ 宛  先 年 月 日 摘  要 

1- 1 政友会本部西村茂生 昭6 帰京予定日通知の件 

1- 2 政友会幹事 昭6.3.30 若尾璋八復党手続の件 

1- 3 政友会本部久原幹事長 昭6.4.4 帰京予定日通知の件 

1- 4 政友会本部久原房之助 昭6.4.6 南京政府中堅少壮者接待の件 

1- 5 政友会幹事 昭6.5.26 封筒のみ 

1- 6 西村茂生 昭6.6.8 松茸礼状 

1- 7 政友会本部西村幹事 昭6.7.8 竹田某に関する記憶 

1- 8 政友会本部幹事長 昭6.7.22 岡山大会・熊本行きの件 

1- 9 政友会本部西村幹事 昭6.7.31 近畿大会宿泊先の件 

1-10 〃 昭6.8.22 岡崎某に関する記憶その他 

1-11 〃 昭6.9.4 呉市候補者推薦状の件 

1-12 政友会西村幹事 昭6.12.8 大連市会議員政友会入党希望の件 

 

[2 通知状] 

2- 1 西村茂生 昭7.1.6 海軍省作成 

正五位叙位の件 

2- 2 〃 昭13.3.23 商工省作成 

度量衡制度調査委員会手当金通知の

件 

 

[3 人事表] 

3- 1 幹事長・会計監督人事   

3- 2 総務人事   

3- 3 幹事人事   

 

[4 人物調査原則（西村茂生作成）]  

 

[5 宣言] 

5- 1 政友会山口県支部作成（大9.12.5 衆議院赤枠用紙）   

5- 2 政友会中国四国大会作成（昭5.11.1 封筒入り）   

 

[6 予算審議延期に関する決議案（政友会院内総務一同）] 

 

[7 議事進行に関する緊急動議（昭6.1.23 望月圭介他15名）]  
  

他に「西村所有」封筒あり 
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村川一郎文書 

 

 [ファイル1]  「政党の党則」 

№ 資  料  名 作成年月日等 資料作成者 

1 

 

新生党  第40回総選挙にあたっての基本政

策 

平5.7.1 

 

新生党 

 

2 細川内閣  連立政権樹立に関する合意事項 平5.7.23 朝日新聞政治部『政界再

編』 

3 新生党規約 平6.3.14施行 新生党 

4 民主党党則(案) 平9.3.22 民主党 

5 日本自由党党則  日本自由党 

6 自由党党則 昭28.9.25 自由党 

7 国民協同党党則 昭22.3.8施行 国民協同党 

8 入党申込書書式  国民党 

9 国民党党則 昭21.9.25 〃 

10 民社党党則 昭37.1.26施行 民社党 

11 社会民主連合規約 昭53.3.26施行 社会民主連合 

12 公明党規約 昭45.6.27施行 公明党 

13 新自由クラブ全国連合会則  新自由クラブ 

14 参議院緑風会会則 昭22.5.17 参議院緑風会 

15 農民協同党党則 昭24.12.27 農民協同党 

16 自由党党則 (6に同じ) 昭28.9.25 自由党 

17 改進党党則  改進党 

18 改進党  支部連合会規約準則  〃 

19 改進党  支部規約準則  〃 

20 自由民主党党則 昭30.1.15決定 自由民主党 

21 日本共産党規約 昭57.7.31施行 日本共産党 

22 綱領(国民党・日本協同党・協同民主党・国

民協同党) 

昭21.9.25, 

昭20.12.8, 

昭21.5.24, 

昭22.3.8 

 

23 改進党憲法調査会理事会運営規程  改進党 

24 改進党党則 (17に同じ)  〃 

25 改進党  支部連合会規約準則 (18に同じ)  〃 

26 改進党  支部規約準則 (19に同じ)  〃 

27 日本民主党党則  日本民主党 

28 新党結成大会スローガン 昭27.1.28決定 政策常任委員会決定 

29 綱領案(一新会)  一新会 宮本委員 

30 綱領案(新政クラブ)  新政クラブ 

31 綱領案(農民協同党)  農民協同党 川口試案 
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32 日程変更通知(新党結成準備委員会) 昭27.1.10 新党結成準備委員会 

33 全体会議附議事項 〃  

34 連絡会附議事項   

 

[ファイル2]  「政党結成資料①」 

1 国民党立党趣意書 昭21.9.25 国民党 

2 綱領 宣言 政策 党則 昭24.12.10立党 農民協同党 

3 1951年の運動方針案 昭26.2.5 農民協同党中央本部 

4 第3回臨時全国大会 大会綱領(政調情報№

27) 

昭26.12.8 国民民主党本部 

5 三木武夫書簡  都道府県支部連合会長宛 昭26.4.18 国民民主党 

6 

 

第13回国会対策要綱案 

 

昭27.1.19 

 

国民民主党国会対策委員

会 

7 党大会政策準備委員会開催通知(早川崇宛

葉書) 

昭26.11.16 国民民主党 

8 総務委員会・両院議員総会開催通知(早川崇

宛葉書) 

昭26.10.3 〃 

9 政調情報№18 昭25.12.25発行 国民民主党政務調査会 

10 改進党結成全国大会 昭27.2.8 新党結成準備委員会 

11 新党への躍進(中間経過報告) 昭27.1.10 〃 

12 改進党(綱領・宣言、政策大綱、十大緊急政

策、党則、支部連合会規則準則、支部規則

準則) 

昭27.2.18 改進党本部 

13 政党法案要綱(案)  改進党選挙制度特別委員

会 

14 改進党第4回全国大会 昭28.2.9 改進党 

15 平和と独立を守る自衛軍備論 昭29.5 改進党宣伝情報委員会 

16 新党結成準備委員会連絡先  新党結成準備委員会事務

局 

17 主要各国の政党の政策要領 昭30.7 日本民主党政務調査会 

18 日本民主党政策要綱 昭30.1.24 日本民主党 

19 第21国会における鳩山内閣施政方針演説集 昭30.1.29 〃 

20 自由党憲法調査会案  日本国憲法改正案要

綱 

昭29.11.5 日本民主党政務調査会 

21 新党結成大会  議案 昭30.11.15  

22 新党の使命、性格、政綱 昭30.8.25 新党組織委員会 

23 首都に関する緊急十大政策  自由民主党 

24 新党結成大会  議案(21に同じ) 昭30.11.15  

25 進歩党結成大会挨拶原稿 昭60.1.22 結成準備委員長 

田川誠一 

26 進歩党結成大会  議案書 〃 進歩党 

27 『新党』結成大会案内状 平6.12.10 新党結成準備会 

28 新進党結成大会次第 〃  
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29 新党準備会ニュース(号外) 平6.12.10 新進党広報企画委員会 

30 新人候補者適性コンテスト概要 〃 新進党 

31 新進党結成大会(結党宣言、綱領、規約、当

面する重点政策) 

〃 〃 

32 新進党党首公開選挙  投票用紙等  〃 

33 新党準備会要綱(案) 平6.9.28  

34 新党準備会・統一会派関係日程(案) 〃  

35 統一会派に関する合意事項(案) 〃  

36 1997年度民主党定期大会  議案書 平9.3.22 民主党 

37 参議院自由民主党・自由国民会議議員会則 

参議院自由民主党・自由国民会議経理規程 

昭52.7.28改正 参議院自由民主党・自由

国民会議 

38 社会民主党「基本理念と党則(平成9年4月改

正)」 

平9.5 社会民主党全国連合 

39 新党の性格 昭30.7.22 政策小委員会第2次案 

40 新生党ニュース  創刊号 平5.12.10 新生党本部 

41 新生党規約・結党宣言 平6.3.1施行  

 

[ファイル3]  「政党結成資料②」 

1 国民協同党国会年鑑  第1回 昭22.3.8 国民協同党 

2 国民民主党  婦人部報告(9月)  国民民主党婦人部長 

3 党務・政策・組織常任委員会  審議状況報

告 

昭27.1.19 新党結成準備委員会事務

局 

4 改進党結成全国大会 (於：日比谷講堂) 昭27.2.8 新党結成準備委員会 

5 改進新聞 第2号 昭27.4.1 改進新聞社 

6 改進新聞 第12号 昭27.9.1 〃 

7 改進新聞 第14号 昭27.10.11 〃 

8 改進新聞 第16号 昭27.12.1 〃 

9 改進新聞 第19号 昭28.2.11 〃 

10 改進新聞 第26号 昭28.8.15 〃 

11 改進新聞 第27号 昭28.9.21 〃 

12 我が改進党諸君に訴う 昭28.1.30 衆議院議員 佐伯宗義 

13 改進党政策大綱(案) 〃 〃 

14 自由民主党憲法調査会「憲法改正の問題点」

等に関する批判座談会要領 

昭32.6.20 自由民主党憲法調査会 

15 アメリカ合衆国における政治資金の規正に

関する概要 

昭30.10 自治庁選挙部 

16 日本民主党報 第1号 昭30.2.10 日本民主党 

17 日本民主党報 第7号 昭30.7.25 〃 

18 新党の使命、性格、政綱 昭30.8 新党組織委員会 

19 新党結成大会議案 昭30.11.15  

20 日本の新憲法について 昭29.5.10 改進党憲法調査会 
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21 日本国憲法の草案について(憲法資料第11

号) 

昭39.9.25 自由民主党憲法調査会 

 

[ファイル4]  「政党資料」 

1 日本新党基本政策 平5.2 日本新党 

2 太陽党党則（案） 平9.4.18 太陽党 

3 太陽党パンフレット、入党申込書  〃 

4 太陽党  平成9年運動方針(案) 平9.4.18 〃 

5 日本新党  政策理念と基本課題 平5.7 日本新党 

6 太陽党党則案 平9.4 太陽党 

7 改革クラブ 役員体制 平10.1.12 改革クラブ 

8 改革クラブ  政治の基本理念 平10.1.1 〃 

9 改革クラブ  綱領 〃 〃 

10 改革クラブ  当面の重点政策 平10.1.12 〃 

11 社会民主党全国連合  基本理念と党則 平8.1.19 社会民主党 

12 社会民主党党則  〃 

13 民政党規約 平10.1 民政党 

14 民政党結党総会資料 平10.1.23 〃 

15 民主党  私たちの基本理念・基本政策 平10.4.27 民主党 

16 民主党  私たちの基本理念・基本政策・民

主党規約 

〃 〃 

17 民主党党則(案) 平9.4 〃 

18 さきがけ党則 平8.12 さきがけ 

 

[ファイル5]  「新党政策委員会（保守合同①）」 

1 主要政綱案 昭30.7.1 自由党、日本民主党 

2 新保守党政策大綱項目(案) 〃 日本民主党政務調査会 

3 新党の性格 昭30.7.18 政策小委員 

4 第1回新政策会合(発言メモ) 昭30.7.6  

5 新党政策案 〃 須磨彌吉郎 

6 新保守党政策の問題点(案) 昭30 早川 

7 世界の新形勢と日本の国策 昭30.7.8 須磨彌吉郎 

8 第2回新政策会合(発言メモ) 〃  

9 第3回民自政策委員会(発言メモ) 昭30.7.10  

10 第4回自由 民主政策委員会(発言メモ) 昭30.7.13  

11 検討すべき具体政策   

12 新党の性格と使命(メモ)   

13 五原則   

14 新党の使命(案)、新党の性格(原稿)   

15 新党政綱(案)   

16 政綱   
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17 新党の使命   

18 新党の性格   

19 新党の性格と使命(第1次試案)   

20 新党の性格(政策小委員会案) 昭30.7.18 政策小委員会 

21 新党の使命(試案) 〃 小委員会 

22 第5回民自政策委員会(発言メモ) 〃  

23 新党の使命(案) 昭30.7.20  

24 第6回民自政策委員会(発言メモ) 〃  

25 第7回民自政策委員会 昭30.7.22 民主党新政策特別委員会 

26 新党の使命(政策小委員会第2次案) 〃 政策小委員会 

27 新党の政綱(試案) 昭30.7 〃 

28 新党の政綱(政策小委員会第2次案) 昭30.7.22 〃 

29 新党の性格(政策小委員会第2次案)(26の原

稿) 

〃 〃 

30 新党の性格(政策小委員会第2次案) 〃 〃 

31 民自政策委の論説委員との懇談メモ 昭30.7.25  

32 新党の政綱(政策小委員会第2次案) 〃 政策小委員会 

33 政策アンケート1  党の性格 その1  荻野、野依、植原、山本、

松原、広瀬、池田、夏堀、

前田、三浦、床次、三好、

須磨 

34 政策アンケート2  党の性格 その1  山本勝市、直崎勝次、中

村三之丞、山口好一、須

磨彌吉郎、池田淸志、植

原悦二郎、松原一彦、紅

露みつ、荻野豊平、前田

房之助、大橋忠一、夏堀

源三郎、野依秀市、廣瀬

正雄 

35 須磨氏案(メモ)  須磨彌吉郎 

36 第8回民自政策委員会(発言メモ) 昭30.7.25 千葉、船田、早川、三浦、

水田 他 

37 新党の政綱(政策小委員会第2次案) 〃 政策小委員会 

38 新党の政綱 昭30.7.28 政策委員会 

39 独立体制の完成(原稿)   

40 自主積極外交の展開(原稿)   

41 第9回民自政策委員会(発言メモ) 昭30.7.27  

42 第10回民自政策委員会 昭30.7.28  

43 新党の性格 〃 政策委員会 

44 新党の政綱 〃 〃 

45 新党の性格 〃 〃 

46 新党の使命(最終案) 〃 〃 

47 新党の政綱(最終案) 〃 〃 
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48 新党政策委員会声明 昭30.7.28 政策委員会 

49 政党の使命、新党の性格、新党の政綱 〃 新党政策委員会 

 

[ファイル6]  「保守合同②」 

1 政策委員会名簿   

2 はしがき(原稿) 昭30.8 新党政策委員会(淸瀨一

郎・水田三喜男) 

3 はしがき 〃 〃 

4 両党首脳にたいする申入(原稿) 昭30.9.10  

5 両党首脳にたいする申入 〃  

6 地方財政に関する問題点 昭30.9.20 大蔵省印刷局 

7 民自両党政策委員会  三木発言を了承 昭30.9.26 (新聞記事) 

8 昭和30年度地方財政における要財源措置額

に関する資料 

昭30.10.10  

9 地方財政に対する当面の措置に関し検討す

べき問題点 

昭30.10.8  

10 当面の政策の問題点 昭30  

11 申入書(メモ) 昭30.10.24 自由党本部 

12 自由党十大政綱  自由党 

13 検討すべき具体政策   

14 当面の政策の問題点、重要政策(案)   

15 具体政策(項目)(原稿) 昭30.11.1 日本民主党 

16 重要具体政策項目   

17 重要具体政策項目(16の原稿)      

18 新党結成準備会委員会名簿 昭30.10.29 新党結成準備会事務局 

19 各委員会開催要領 〃 新党結成準備会 

20 新党の政策に対する吾々の主張(案)   

21 輸出の振興ほか(資料名不明)   

22 具体政策(項目) 昭30.11.1  

23 国民道義の確立と教育の改革(資料名不明)   

24 政策大綱   

25 平和外交の推進ほか(資料名不明)(メモ)   

26 食料管理制度改正の基本方針   

27 外交政策の基本方針   

28 文教改革の基本方針   

29 地方行財政刷新の基本方針(未定稿)   

30 労働政策の基本方針   

31 憲法改正の基本方針   

32 社会保障政策の基本方針   

33 原子力及び科学技術政策の基本方針   

34 文教の刷新ほか(資料名不明)(メモ)   
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35 緊急重要政策(項目)   昭30.11.5  

36 緊急重要政策(項目)(35の訂正版) 〃  

37 一般政策(案) 昭30.11.6 小委員会 

38 緊急重要政策(案) 〃 〃 

39 「一般政策」に挿入する案 昭30.11.7  

40 (外交)緊急重要政策(第1案)   

41 日ソ国交の合理的調整促進ほか(資料名不

明)(メモ) 

  

42 緊急重要政策(第2案)(原稿)   

43 新聞通信出席者 昭30.11.8  

44 新党党則草案(第8次決定草案) 〃 党規党則委員会  

新党結成準備会 

45 平和外交の積極的展開ほか(資料名不明) 

(メモ) 

昭30.11.9  

46 対ソ外交の基本方針   

47 緊急政策 昭30.11.9  

48 緊急政策 昭30.11.10  

49 緊急政策 昭30.11.11  

50 緊急政策(49の訂正版)    〃  

51 緊急政策 昭30.11.12  

52 緊急政策(51の訂正版) 〃  

53 綱領(案)(原稿)   

54 立党宣言   

55 綱領   

56 一般政策(案)   

57 資料名不明(日程表)   

58 自由党の政策(パンフレット) 昭30.1 自由党政調事務局 

 

[ファイル7]  「保守合同③」 

1 新党組織委員会報告(第1号) 昭30.8.2 新党組織委員会 

2 新党組織委員会報告(第2号) 〃 〃 

3 新党組織委員会報告(第3号) 昭30.8.4 〃 

4 新党組織委員会報告(第4号) 昭30.8.8 〃 

5 新党組織委員会報告(第5号) 昭30.8.9 〃 

6 新党組織委員会報告(第6号) 昭30.8.12 〃 

7 新党組織委員会報告(第7号) 昭30.8.24 〃 

8 新党組織委員会報告(第8号) 昭30.8.25 〃 

9 新党組織委員会報告(第9号) 昭30.8.30 〃 

10 新党組織委員会報告(第10号) 昭30.9.10 〃 

11 新党組織委員会報告(第12号) 昭30.9.15 〃 
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12 党規党則小委員会中間報告 昭30.8.11 新党組織委員会  

党規党則小委員 

13 新党結成経過規程の内容試案 昭30.9.27 〃 

14 新党結成に伴う地方組織対策委員派遣の件 昭30.10.1  

15 新党結成準備会報告(第2号) 昭30.10.29  

16 新党結成準備会報告(第3号) 昭30.11.2 新党結成準備会事務総長 

17 事務局各部署決定通知 昭30.11.28 自由民主党事務総長 

武知勇記 

 

[ファイル8]  「改進党結成資料」 

1 政策(政綱) 昭26.1.13 新党結成準備委員会 

2 政策大綱 〃 〃 

3 連絡会付議事項 昭26.12 〃 

4 連絡会付議事項 昭26.12.21 〃 

5 政策常任準備委員委嘱状(宮本吉夫宛) 昭26.12.22 〃 

6 声明 〃 〃 

7 新党結成準備委員会常任委員氏名表 〃 〃 

8 常任準備委員宛通知 昭26.12.26 〃 

9 政策委員会変更通知 昭26.12.28 〃 

10 新党結成準備委員会日程表 昭26.12 〃 

11 申合わせ事項 〃  

12 常任準備委員会附議事項   

13 全体会議附議事項 昭27.1.10 新党結成準備委員会 

14 常任委員宛日程変更通知 〃 〃 

15 政策大綱 昭27.1.14 小委員会内定草案を補修 

16 政策大綱  堀木試案 

17 綱領案  農民協同党 川口試案 

18 綱領案  新政クラブ 

19 綱領案  一新会 宮本委員 

20 各党の綱領   

21 組織綱領案  組織委員会 

22 

 

綱領案 

 
 

日本新生協議会 河野試

案 

23 前文、要綱   

24 前文、要綱   

25 宣言  新人会提案 

26 党友(員)候補  一新会 

27 吉田内閣打倒新政治力結集国民大会案内

(葉書) 

昭27.1.18付 新党結成準備委員会 

28 新党結成大会日程通知(葉書) 昭27.1.22付  

29 新党結成大会スローガン 昭27.1.24 政策常任委員会事務局案 



- 64 - 

30 政策大綱案 昭27.1.24 政策委員会起案 

31 附議事項 〃  

32 政策大綱案 〃 政策委員会起案 

33 政策大綱案 〃 政策委員会決定 

34 新党結成大会スローガン 昭27.1.28 政策常任委員会事務局決

定 

35 新党結成大会開催通知(宮本吉夫宛) 昭27.1.30 新党結成準備委員会 

36 新党結成大会委任状送付願い   

37 全体会議附議事項 昭27.2.5  

38 新党結成大会日程表   

39 綱領案 昭27.2.6  

40 十大緊急政策案 〃 新党結成準備委員会総会 

41 全体会議附議事項 〃  

42 新党結成大会構成員之証(宮本吉夫) 昭27.2.8  

43 改進党パンフレット(綱領・宣言、政策大綱、

十大緊急政策、党則、支部連合会規則準則、

支部規則準則) 

昭27.2 改進党 

44 附議事項 昭27.3.12 選挙対策委員会 

45 中央常任委員会(議題) 昭27.4.16  

46 組織活動方針(案)   

47 選挙対策委員  改進党 

48 公認決定の基準(案) 昭27.7.30  

49 不成立予算における税制改正案と今回の税

制改正案との主な相違点(極秘) 

 
 

50 両院議員名簿 昭27.6,10 改進党本部 

51 改進党第3回臨時全国大会プログラム 昭27.12.5 改進党 

52 講演速報(第6巻第7号) 昭27.7.1 講演速報社 

53 改進党第4回全国大会プログラム 昭28.2.9 改進党 

54 昭和28年度予算政府案に対する態度 昭28.2.28 改進党政策委員会 

55 大会提出問題  改進党北海道支部連合会 

56 重光改進党総裁演説集 昭28.3.17 改進党宣伝情報委員会 

57 改進党選挙対策資料 昭28.3 改進党 

58 青年部活動の概要と今後の運動と任務  改進党青年部全国常任委

員会書記局 

59 十大政策(案) 昭28.3.17  

60 早川崇衆議院議員立候補挨拶(葉書) 昭28.3.24付 早川崇 

61 躍進全国大会順序案 昭28.6.10  

62 青年部情報 昭28.6.5 改進党青年部 

63 改進党所属両院議員名簿 昭28.4 改進党本部 

64 朝鮮戦線の防衛機構 ―国連軍と韓国軍の

実情― 

昭28.5.15 改進党政策委員会 
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山岡萬之助文書 

 

[選挙関係資料 (内務省警保局長時代)] 

№ 資  料  名 年 月 日 数 量 備  考 

1 衆議院議員当選者一覧  7枚綴 昭和3年2月総選挙開票結果、 

｢秘｣の印あり、ガリ版 

2 衆議院議員総選挙当選者党派別一覧

表 

昭3.2.24 1枚 ガリ版 

 

3 社会民衆党ノ分野系統一覧表   便箋にペン書き 

4 無産政党一覧表   〃 

5 無産政党代議士   〃 

6 鈴木内務大臣談  7枚綴 美濃判 

7 我カ輩ハ過般皇室中心主義ヲ唱導シ

テ･･･ 

 3枚 内務省用箋、活版刷 

 

8 濱口民政党総裁に呈する公開状  昭3.3.26 1枚 原田政治、活版刷 

 

[その他の政治活動資料] 

1 大日本興亜同盟綱領 昭17.7.7 1枚 大日本興亜同盟大阪支部結

成大会、活版刷、他にコピー

1枚 

2 原稿『 選挙演説 』  7枚 400字詰原稿用紙、ペン書き 

3 会員名簿か  4枚綴 美濃判 

4 濱口総理大臣ニ対スル質問要領  3枚綴 罫紙、ペン書き 

 

[パンフ・雑文書]  

1 昭和16年4月以降ノ支那事変戦況要図 昭16.11  陸軍省 

2 海軍作戦経過概要図 昭17.2.10  海軍省 

3 シンガポール要塞防備要図第1図 昭17.2  陸軍省印刷 

4 シンガポール要塞攻略経過第2図 〃  〃 

5 陸軍南方作戦一般要図第3図 〃  自昭17.1.15 至昭17.2、陸軍

省印刷 

6 メモ 6枚    

 

[履歴資料] 

1 ｢人間山岡萬之助傳  

―わが道をゆく―｣ 

  細島喜美著 

 

2 履歴書     昭和7年まで 

3 山岡萬之助氏略歴   1冊  

 

 



- 66 - 

緑風会関係文書 

 

[組  織] 

組 織 
 

№ 資  料  名 年 月 日 数 量 備  考 

1- 1 諸務綴 昭22.5 1綴 結成当初の記録 

1- 2 緑風会関係綴  1綴 発足以来解消までの記録

と懇親会結成記録 

1- 3 緑風会関係綴 昭40.2.27 1綴 解消時の新聞切抜 

1- 4 結社届に関する綴 昭23.1.26～27 1綴  

1- 5 緑風会規約改正経過 昭22～24 一括  

1- 6 関係書類綴 昭37.3～39.9 1綴  

1- 7 所属異動関係綴 昭22.5～34.6 一括  

1- 8 役員異動経過 昭22～24 一括  

1- 9 緑風会に復名した当時の経過綴 昭39 一括  

1-10 弔辞綴 昭31～38 1綴  

1-10-2 日誌 昭25.8～11 1冊  

1-11 諸通知控 昭22～31 1綴  

1-13 諸印刷綴 昭22～32 1綴  

1-14 予算･決算綴 昭24.4～35 1綴 緑風会の経理表 

1-15 政治資金規正法ニ関スル綴 昭26～40 1綴  

1-16 収支伝票 昭40.5,6 1綴 懇親会以後のもの 

 

名 簿 

1-17 緑風会会員名簿 昭22～37 1綴  

1-18 緑風会役員名簿 昭22.5～37 1綴 付 諸委員名簿 

1-19 緑風会役員名簿 昭29～39 1綴 付 秘書名簿 

1-20 参議院議員名簿 昭23～37 1綴  

1-21 参議院議員宿所表 昭40 2枚  

1-22 緑風会・同志会名簿 昭36～38 一括  

1-23 緑風会議員現存者名簿 昭54,56 一括 

5部 
 

 

懇親会 

1-24 懇親会記録 昭30～40 1綴  

1-25 懇親会関係  一括  

1-26 退会者・死亡者会員票  1綴  

 

[議事録] 

2- 2 会務委員会・議員総会会議録 昭25.8～26.8 1綴  

2- 3 〃 昭26.8～27.6 1綴  
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2- 4 会務委員会・議員総会会議録 昭27.6.16 

～11.28 

1袋  

2- 5 〃 昭28.12.2 

～29.6.22 

1袋  

2- 6 〃 昭29.5～10 1袋  

2- 7 〃 昭29.11.2 

～30.5.28 

1袋  

2- 8 〃 昭30.6.29 

～31.3.19 

1袋  

2- 9 〃 昭31.3.26～6.3 1袋  

2-10 〃 昭31.7.11 

～12.20 

1袋  

2-11 〃 昭31.11.12 

～32.5.17 

1袋  

2-12 〃 昭32.5.18 

～11.4 

1袋  

2-13 〃 昭32.12～33.4 1袋  

2-14 〃 昭33.6.10～7.8 1袋  

2-15 〃 昭33.7～12 1袋  

2-16 〃 昭34.1～6 1袋  

2-17 〃 昭38.5,6 1袋  

2-18 破防法ニ関スル議員総会議事録 昭27.6 1袋 

コピー 

 

2-19 会務委員会・議員総会会議録 昭28.3.20 

～11.24 

1袋  

 

[広報・選挙] 

広 報 

3- 1 緑風時報（27号～34号） 昭25 一括  

3- 3 政経時報 昭40 一括 緑風会解散の記事提出 

11部 

3- 4 機関紙｢緑風｣（1号～4号･6号～14

号） 

昭24 13枚 改題して緑風時報 

3- 5 緑風時報発送控 昭25 一括  

3- 6 国会報告 昭24～26 1綴 第4国会～第12国会 

3- 7 国会報告 昭27～40 59冊 第13国会～第48国会（各

2･3冊） 

3- 8 国会報告 〃 一括 3-7の余分のもの一括平

均5冊 

3- 9 日本国憲法（緑風会政調発行） 昭30 3冊  

3-10 参議院緑風会 昭28～34 7冊  

3-11 緑風会は何をしたか   1冊  

3-12 二院制度と緑風会  1冊  

3-13 THE RYOKU-FU-KAI 1954  1冊  

3-14 緑風文庫 1～3  3冊  
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3-15 スクラップ  10冊 旅行・紀行など政治関係

些少 

3-16 〃  5冊 日ソ交渉3冊 

乱闘国会2冊 

 

選  挙 

3-17 選挙印刷物綴 昭31～37 一括  

3-18 選挙運動のしおり 昭34.4 1冊 国会しおり、ちらし、パ

ンフ等 

3-19 選挙に使用した印刷物（緑風会発

行） 

 一括  

3-20 選挙結果調総括表  一括 緑風会、石黒忠篤、 

奥むめお等 

3-21 選挙ポスター 昭37 一括  

 

政務調査等 

3-22 政務調査会資料 昭28 7冊  

3-23 破防法資料 昭27 一括  

3-24 地方行政委員会乱闘事件告発一件

書類 

昭31 一括  

3-25 安保デモ当時声明文 昭35 一括 

7枚 

 

3-26 演説原稿(予算委員会質問) 昭40 3綴 奥むめお、佐藤尚武(原子

兵器禁止の件) 

3-27 標札  2点 緑風会・緑風会政務調査

会 

 

[写  真] 
 

4- 1 写真  一括 各所属議員顔写真、諸行

事記念写真 ネガ4セッ

ト、紙焼多数 
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絵  画 

日本画・洋画 

―肖像― 

作 品 名 作 者 名 制作年 種 別 法 量 資料番号 

秋田  淸 熊岡 美彦 昭8 油 彩 53 × 45 43A- 20 

東   武 西沢 笛畝  日本画 53 × 45 43B- 24 

井上角五郎 中沢 弘光  油 彩 53 × 45 43B-  6 

伊藤 博文 星野 九郎  油 彩 41 × 32 43C- 15 

〃 上野 広一  油 彩 117   × 91 43C- 25 

犬養  毅 木下 孝則  油 彩 53 × 45 43B-  1 

〃 秋山 淸水  油 彩 118   × 91 43C- 18 

板垣 退助 上野 広一  油 彩 117   × 91 43C- 29 

上埜安太郎 長尾  己  油 彩 53 × 45 43B- 19 

植木 枝盛 渡辺 一郎  油 彩   40 × 30.5 43C- 14 

小川 平吉 中野 和高  油 彩 53 × 45 43B- 21 

尾崎 行雄 小磯 良平 昭35 油 彩 130   × 90 43B- 27 

〃 中沢 弘光  油 彩 90 × 71 43C- 16 

〃 秋山 淸水 平3 油 彩 118   × 91 43C- 23 

大岡 育造 中沢 弘光  油 彩 53 × 45 43A- 10 

〃 弦田英太郎  油 彩 53 × 45 43B-  9 

大久保利通   油 彩 132   × 101 43C- 24 

大津淳一郎 田島 長齢  油 彩 53 × 45 43B-  8 

岡崎 邦輔 中野 和高  油 彩 53 × 45 43B- 18 

岡田 忠彦 寺内万治郎 昭21 油 彩 53 × 45 43A- 25 

奥 繁三郎 湯浅 一郎 昭3 油 彩 53 × 45 43A- 11 

加藤政之助 末永 胤生  油 彩 53 × 45 43B- 13 

粕谷 義三 白滝幾之助  油 彩 53 × 45 43A- 13 

〃 弦田英太郎  油 彩 53 × 45 43B- 17 

片岡 健吉 青山 熊治  油 彩 53 × 45 43A-  5 

片山  哲 柴田  完  油 彩 42 × 34 43C- 21 

川原 茂輔 永尾嘉多留 昭4 油 彩 53 × 45 43A- 16 

〃 森田  茂  油 彩 53 × 45 43B- 16 

木村小左衞門 寺内万治郎  油 彩 73 × 63 43C- 17 

楠本 正隆 岡田三郎助 昭4 油 彩 53 × 45 43A-  3 

小山 松壽 神津 港人  油 彩 53 × 45 43A- 23 

河野 廣中 清水 良雄 昭3 油 彩 53 × 45 43A-  6 

〃 中沢 弘光  油 彩 53 × 45 43B-  3 

西園寺公望 上野 広一  油 彩 117   × 91 43C- 26 

坂本 龍馬 公文 菊僊  日本画（軸装） 123   × 51 43C- 11 
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島田 三郎 和田 英作 昭7 油 彩 53 × 45 43A- 12 

〃 中沢 弘光  油 彩 53 × 45 43B-  4 

島田 俊雄 寺内万治郎 昭21 油 彩 53 × 45 43A- 26 

杉田 定一 中村 不折  油 彩 53 × 45 43A-  8 

關  直彦 江藤 純平  油 彩 53 × 45 43B- 10 

田子 一民 寺内万治郎  油 彩 53 × 45 43A- 24 

高木 正年 田島 長齢  油 彩 53 × 45 43B- 12 

武富 時敏 弦田英太郎  油 彩 53 × 45 43B-  7 

津田 眞道 柴田  完  油 彩 41 × 32 43C- 22 

富田幸次郎 永尾嘉多留 昭11 油 彩 53 × 45 43A- 22 

中島 信行 永地 秀太 昭2 油 彩 53 × 45 43A-  1 

中村啓次郎 梶原 貫五 昭7 油 彩 53 × 45 43A- 19 

西尾 末廣 マツモトマサコ  油 彩   65 × 54.5 西尾3- 1 

〃   油 彩 64.5 ×   53 西尾3- 2 

根本  正 長尾  己  油 彩 53 × 45 43B- 11 

野田卯太郎 中野 和高  油 彩 53 × 45 43B- 15 

長谷場純孝 山下新太郎  油 彩 53 × 45 43A-  9 

鳩山 和夫 小林 万吾  油 彩 53 × 45 43A-  4 

濱田 國松 永尾嘉多留 昭10 油 彩 53 × 45 43A- 21 

原   敬 洞田 天涯  日本画（軸装） 117   × 40 43C- 13 

〃 上野 広一  油 彩 117   × 91 43C- 27 

樋貝 詮三 寺内万治郎 昭23 油 彩 53 × 45 43A- 27 

藤澤幾之輔 片多 徳郎 昭5 油 彩 53 × 45 43A- 18 

〃 森田  茂  油 彩 53 × 45 43B- 14 

降旗元太郎 辻村八五郎  油 彩 53 × 45 43B- 22 

星   亨 北  蓮蔵  油 彩 53 × 45 43A-  2 

堀切善兵衞 上野 広一 昭5 油 彩 53 × 45 43A- 17 

〃 江藤 純平  油 彩 53 × 45 43B- 26 

松田 源治 末永 胤生  油 彩 53 × 45 43B- 23 

松田 正久 石川 寅治 明39 油 彩 53 × 45 43A-  7 

箕浦 勝人 江藤 純平  油 彩 53 × 45 43B-  2 

元田  肇 権藤 種男 昭4 油 彩 53 × 45 43A- 15 

〃 中野 和高  油 彩 53 × 45 43B-  5 

森田  茂 梶原 貫五  油 彩 53 × 45 43A- 14 

山崎  猛 白川 一郎 昭27 油 彩 53 × 45 43A- 28 

横山金太郎 新延 輝雄  油 彩 53 × 45 43B- 25 

吉植庄一郎 長尾  己  油 彩 53 × 45 43B- 20 

吉田  茂 馬堀 遠州 平14 油 彩  100 × 80.3 43C- 33 

リンカーン アイゼンハワー  油彩（複製） 51 × 41 43C-  3 
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―似顔絵― 

犬養  毅 宍戸 左行  墨・着彩 

（色紙） 

27.1 ×   24 41  - 52 

神近 市子 近藤日出造  水墨（色紙） 27 × 24 41  - 46 

〃 那須 良輔  水墨（色紙） 27 × 24 41  - 47 

歴代首相漫像 平子 聖龍  墨・着彩 

（扁額） 

 55 × 177 41  - 49 

政治家似顔絵 宍戸 左行  墨・着彩 12.8 × 12.7 41  - 50 

政治家漫像集 井上剣花坊  水彩（折本） 24×18×2.5 41  - 54 

 

―歴史― 

作 品 名 作 者 名 制作年 種 別 法 量 資料番号 

憲法発布の詔勅公布 伊藤 芳峡 昭15 日本画 54 × 85 41  - 38 

第一回帝国議会開院式行幸 高島  信 明40 油 彩  61 × 90 41  - 21 

第一次帝国議会仮議事堂 藪野  健 平2 油 彩  80 × 130 41  - 37 

第一次仮議事堂 柴田  完 〃 油 彩   50 × 60.5 41  - 42 

第二次仮議事堂と皇居遠景の 

図 

高島  信 明40 油 彩 50 × 65 41  - 22 

第二次仮議事堂 柴田  完 平2 油 彩   50 × 60.5 41  - 43 

議事堂風景 榎戸 庄衛 昭10頃 油 彩  80 × 100 41  - 25 

議事堂屋上からの展望図 高橋健司郎 昭11 ペン画 17.5   × 153 41  - 27 

議事堂は残った 大島 多蔵 昭21 油 彩 116   × 91 41  - 23 

議事堂周辺の図 小林 正紹 昭34 水 彩 79   × 110 41  - 28 

日本国憲法公布記念式典 宮永 岳彦 昭53 油 彩 97   × 130 41  - 30 

第一回国会開会式 宮永 岳彦 昭55 油 彩 97   × 130 41  - 32 

祝寿図 紀念中日邦 

正常化二十周年 

兪致貞・劉力上  墨・着彩 

（軸装） 

96.5   × 80 41  - 45 

 

―尾崎行雄十二景― 

作 品 名 作 者 名 種 別 法 量 資料番号 

新潟赴任 萩森 久朗 油 彩 72 × 60 41  -  1 

 1879(明治12)年、新潟新聞主筆となり、海路新潟に赴いた。 

保安条例 小林藤四郎 油 彩 72 × 60 41  -  2 

 1887(明治20)年、憲法発布を前に政府は要注意人物の東京からの退去を

図り保安条例を発した。 

第一議会登院 橋本 綵可 日本画 72 × 60 41  -  3 

 1890(明治23)年、三重県第5区で当選した尾崎は人力車に乗り初登院し

た。 

水源地調査 中出 三也 油 彩 72 × 60 41  -  4 

 

 

1903(明治36)年、東京市長となった尾崎は、水道の水源地調査に奥多摩

の山地に赴いた。 
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桂内閣弾劾 山尾  平 油 彩 72 × 60 41  -  5 

 1913(大正2)年、第3次桂内閣の出現は憲政擁護運動を引き起こした。第

30回帝国議会で尾崎は、有名な「玉座を以て胸壁となし」の桂内閣弾劾

演説を行った。 

炭焼 奥山 芳泉 日本画 72 × 60 41  -  6 

 1920(大正9)年、軽井沢別荘でのひと時。 

普選演説 森谷 重夫 油 彩 72 × 60 41  -  7 

 1922(大正11)年、普通選挙獲得運動の陣頭に立ち、東京芝公園で普選即

行演説をした。 

神戸港上陸 平井 憲廸 油 彩 72 × 60 41  -  8 

 1933(昭和8)年、外遊中、ロンドンでテオドラ夫人が客死し、尾崎は遺

骨を抱いて帰国した。 

林内閣攻撃 松生 正彦 油 彩 72 × 60 41  -  9 

 1937(昭和12)年、第70回帝国議会で林銑十郎内閣の軍備増強政策を攻撃

した。 

スキー 平野 一男 油 彩 72 × 60 41  - 10 

 1941(昭和16)年、池の平にてスキーを楽しむ。 

天皇に拝謁 松浦 莫章 油 彩 72 × 60 41  - 11 

 1945(昭和20)年、88歳の尾崎は宮中に参内し、天皇陛下に拝謁した。 

ワシントンの桜の下で 山名  武 油 彩 72 × 60 41  - 12 

 1950(昭和25)年、前駐日大使グルーの招きで訪米した折、かつて東京市

長時代に米国に贈った桜と再会した。 

 

―風景・その他― 

作 品 名 作 者 名 制作年 種 別 法 量 資料番号 

武州金沢之景 高橋 源吉  油 彩   62       ×     122 41  - 24 

 
明治の頃の夏島の風景（現在横須賀市）。画中にある夏島で大日本帝国

憲法の草案が作られた。 

十二峰図 佐久間鉄園  日本画 

（軸装） 

148 × 39 41  - 44 

 中国明代の詩人何景明の「十二峰」の詩を、伊藤博文が揮毫した書幅に

併せ、北宗派の画家佐久間鉄園が十二峰を描いたもの。 
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版画（錦絵） 

―歴史― 

作 品 名 作 者 名 制 作 年 種 別 資料番号 

江水散花雪 大蘇芳年 明4頃 大錦 3枚続 42  - 66 

 
1860(万延元)年3月、大老井伊直弼は尊王攘夷派の水戸浪士らに

桜田門外で斬殺された。 

画巻国史 七卿西走之図 年英 明24 大錦 3枚続 42  - 65 

 

1863(文久3)年8月、朝廷内の政変で、尊王攘夷派公卿は公武合体

派により宮中から一掃された。三條實美ら7名は、この時京都を

逃れて長州に脱走した。 

日本外史之内 一橋慶喜公 方円舎清親  大錦 3枚続 42  - 78 

 

1864(元治元)年7月、尊王攘夷派の長州藩急進派は、京都に出兵、

巻き返しを図ったが、禁裏御守衛総督一橋慶喜は、幕兵、薩摩兵

を指揮して長州軍を敗走させた。 

日本名女咄 桂小五郎と幾松 楊洲周延 明27 大錦 2枚続 42  - 83 

 1864(元治元)年7月、幕府対長州の戦い、いわゆる禁門の変に敗

れた長州藩の桂小五郎は、幕吏に追われ、居所を転々と変えた。

京都の芸妓幾松は、桂を助け、苦労を重ね、のちに桂（木戸孝允）

夫人となった。 

毛理嶋山官軍大勝利之図 照皇斎国広 明元 大錦6枚続のうち 

左3枚 

42  - 67 

 1868(明治元)年1月、鳥羽・伏見で幕府軍と薩長軍が戦端を開い

た。画題の毛理嶋山とは実在の地名ではなく、毛利（長州）、島

津（薩摩）、山内（土佐）の反幕3藩をもじったものである。 

東台山王山戦争之図 大蘇芳年  大錦 3枚続 42  - 70 

 1868(明治元)年3月、旧幕臣たちは彰義隊を結成して上野山内に

立てこもった。大村益次郎指揮の新政府軍は5月15日上野を攻撃

し、彰義隊を潰走させた。 

春永本能寺合戦 英斎 明元 大錦 3枚続 42  -124 

 上野山の彰義隊の戦いの図。 

会津軍記 早川松山 明9 大錦 3枚続 42  - 81 

 1868(明治元)年8月、新政府軍は奥羽越列藩同盟の中核、会津藩

の主城会津若松城攻略に全力を注いだ。孤立無援となった会津藩

は、抗戦1ヶ月後、9月22日降伏開城した。 

東京名勝 日本橋御高札場之図 (三代)広重 明3 大錦 3枚続 42  - 62 

 1868(明治元)年3月、明治新政府は旧幕府の立てた禁令の高札を

撤去し、新たに禁令5条を定めて掲示した。日本橋は旧幕府以来

の高札場（掲示場）である。 

東京新橋煉化石鉄道蒸気車真景図 一曜斎国輝  大錦 3枚続 42  -125 

 1872(明治5)年、新橋－横浜間に鉄道が開通した。 

東京銀座練化石繁栄之図 芳雪  大錦 3枚続 42  - 85 

 1872(明治5)年2月26日、銀座は大火で南北8丁の街筋は全焼した。

東京府知事由利公正は、耐火不燃の都市の建設を考え、西欧風の

煉瓦造りの街並を計画、2年後に銀座は装いを一変した。 

東京銀座要路煉瓦石造真図 一曜斎国輝  大錦 3枚続 42  -126 

上州富岡製糸場之図 一曜斎国輝  大錦 3枚続 42  -129 
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上野公園内国勧業博覧会 (三代)広重  大錦 3枚続 42  -127 

征韓論之図 楊洲斎周延 明10.8 大錦 3枚続 42  - 68 

 1873(明治6)年、朝鮮問題で新政府部内は分裂した。西郷隆盛・

板垣退助・江藤新平ら征韓派は、内治優先を唱える岩倉具視・大

久保利通らと激しく争った。 

薩摩国全図 梅堂国政 明10 大錦 3枚続 42  - 77 

 1873(明治6)年政変で西郷隆盛、桐野利秋らは下野し、故郷鹿児

島に帰った。郷党の若者を「私学校」で育成する西郷らの動向は、

明治政府にとって頭痛の種となった。 

赤坂仮皇居御出門之図 (三代)広重 明14 大錦 3枚続 42  -108 

 1873(明治6)年5月5日、皇居は北隅の女官部屋から出火、宮殿は

全焼した。明治天皇は、仮皇居を赤坂離宮に置いた。 

大日本弁理大臣支那於北京台湾事 

件議決之図 
大蘇芳年  大錦 3枚続 42  - 72 

1874(明治7)年、台湾に漂着した日本漁民の殺害に端を発した台

湾出兵の解決のため、内務卿大久保利通は北京に赴き和議を図っ

た。 

幻燈写心競 女史演説 楊洲周延 明23 竪大錦 42  -114 

 1874(明治7)年、板垣退助らが「民撰議院設立建白書」を左院に

提出したことを契機に国会開設運動が全国的に広がり、民権を訴

える演説会が各地で開かれた。 

建白御評議之図 季邑 明10.9 大錦 3枚続 42  - 52 

 1875(明治8)年、大阪会議の後、参議に復活した板垣退助は同年

10月、内閣と省卿の分離を主張、右大臣島津久光と共に太政大臣

三條實美に迫ったが意見は退けられた。 

明治名誉一覧 年信 明10.9 大錦 3枚続 42  - 69 

 明治政府の顕官はしばしば錦絵の画題となった。これもその一つ

で三條實美・岩倉具視を中心に伊藤博文ら諸参議が描かれてい

る。 

大日本優名鏡 年信 明11 竪大錦 42  - 88 

 西郷隆盛死し、板垣退助が去った後、明治政府の中心となったの

は、太政大臣三條實美・右大臣岩倉具視と参議兼内務卿大久保利

通の3人であった。 

北越海岸之景北陸道御巡幸之図 周延 明11.9 大錦 3枚続 42  - 29 

 1878(明治11)年9月、明治天皇は、民心安定を図り数次にわたっ

て全国を巡幸した。画は竹橋事件直後の時期に行われた北陸東海

巡幸の際のものである。 

明治文徳武功競 進斎 明13 大錦 3枚続 42  - 17 

地方官会議開院式図 (三代)広重 明13 大錦 3枚続 42  -109 

 1875(明治8)年、明治政府は地方行政を円滑に進めるため、地方

官（知事）を東京に集め会議を開いた。これは、明治13年に開か

れた第3回地方官会議の開院式の図で、場所は宝田町（麹町区）

の太政官分局である。 

板垣君遭難之図 一陽斎豊宣 明15.4 大錦 3枚続 42  - 30 

 

 

 

1882(明治15)年4月、岐阜に遊説した自由党総理板垣退助は演説

会場の中教院で暴漢に刺された。この時板垣は、「板垣死すとも

自由は死せず」の名文句を残した。 
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皇国高官鑑 石斎国保 明20 大錦 3枚続 42  - 84 

 1885(明治18)年、内閣制度が発足し、最初の内閣総理大臣には伊

藤博文が就任した。 

観兵式御幸図 井上探景 明18.3 大錦 3枚続 42  -111 

大日本帝国造営御所之図 立斎幾英 明21 大錦 3枚続 42  - 93 

 焼失した皇居の再建は、「民産ヲ損シ衆庶ヲ苦シマシムル」とし

て明治天皇の裁可が下りず長らくそのままであったが、1883(明

治16)年、漸く設計の議が定まり、明治21年5月造営成り、翌年 

の憲法発布式は新宮殿正殿で挙行された。 

新皇居御拝賀之図 石斎国保 明20 大錦 3枚続 42  -117 

枢密院会議之図 楊洲周延 明21.10 大錦 3枚続 42  -  1 

 1888(明治21)年6月、伊藤博文・井上毅らによって起草された憲

法草案は、新設された天皇の諮問機関枢密院で天皇臨席のもと、

審議が行われた。 

 

―西南戦争― 

絵入新聞別号記載 西郷君暴徒説諭の図 芳虎 明10 大錦 3枚続 42  -119 

鹿児島戦記内川尻酒宴図 楊洲斎周延 〃 大錦 3枚続 42  -120 

鹿児嶋戦争一覧図絵 楊洲斎周延 〃 大錦 3枚続 42  -121 

鹿児島士族熊本城戦争之図 楊洲斎周延 〃 大錦 3枚続 42  -122 

鹿児島新話 桜斎 〃 大錦 3枚続 42  -123 

西郷隆盛討死之図 雷斎年基 〃 大錦 3枚続 42  - 64 

 
―憲法発布― 

憲法発布式之図 井上探景 明22.2 大錦 3枚続 42  - 11 

大日本憲法発布式之図 梅堂小国政 〃 大錦 3枚続 42  - 18 

大日本憲法発布式之図 楊斎延一 明22.8 大錦 3枚続 42-53,82 

明治22年2月11日 憲法発布式之図(複製) 勝月 明22.9 大錦 3枚続 42  -  4 

新皇居於正殿 憲法発布式之図 松斎吟光 明22.3 大錦 3枚続 42  - 47 

憲法発布新皇居 二重橋御出門図(複製) 楊洲周延 明22.6 大錦 3枚続 42  -  5 

憲法発布青山観兵式真図(複製) 探景 明22.2 大錦 3枚続 42  - 24 

憲法発布式祝祭図 幾英 〃 大錦 9枚続 42  - 63 

憲法発布式桜田之景 梅堂小国政 〃 大錦 3枚続 42  - 16 

憲法発布上野賑 勝月 明23.3 大錦 3枚続 42  - 23 

憲法御発布式祝祭之景況并ニ弐重橋御成行列之

図 

楳樹国利 明22.2 大錦 3枚続 42  - 99 

 

―国会開設― 

大日本帝国国会仮議事堂之図 探景 明21 大錦 3枚続 42  - 76 

大日本帝国議会之図 松斎吟光 明22.3 大錦 3枚続 42  - 56 

東京名勝 大日本国会議事堂之図 春暁 明24 竪大錦 42  -100 

東京府下糀町区幸町国会議事堂之光景 梅寿国利 明23 大錦 3枚続 42  - 14 

大日本帝国々会議事堂之図 楊斎延一 〃 大錦 3枚続 42  - 13 
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国会会議之図 楊洲周延 明23 大錦 3枚続 42  - 87 

大日本国会議事図 楊斎延一 〃 大錦 3枚続 42  - 80 

国会議事堂之図 東州勝月 明23.3 大錦 3枚続 42  - 92 

国会議事堂図 楊斎延一  大錦 3枚続 42  -  2 

国会議事之図 国利 明23 横大錦 42  - 98 

帝国議会議事堂之図 楊斎延一 明23.9 大錦 3枚続 42-15,102 

帝国議会 衆議院議員 楊堂玉英 明23 大錦 3枚続 42  - 97 

国会貴族議員銘鑑(複製) (三代)国輝 明23.11 大錦 3枚続 42  -  7 

帝国議会貴顕行幸之図 楊洲周延 明23 大錦 3枚続 42  -113 

大日本帝国衆議員肖像 (三代)国輝 明24.2 大錦 3枚続 42  - 46 

東京名勝 国会議事堂会議之図 春暁 明24.3 竪大錦 42  - 28 

大日本帝国議会之図 芳景 明24 大錦 3枚続 42  - 90 

帝国議事堂炎上之図 清親 〃 大錦 3枚続 42  - 91 

帝国国会議事堂之図 梅寿国利 〃 大錦 3枚続 42  - 45 

帝国議会衆議院之図 楊斎延一 〃 大錦 3枚続 42  -  8 

帝国衆議院会議之図(複製) 楊斎延一 〃 大錦 3枚続 42  -  6 

国会議事堂行幸鹵簿之図 耕漁園耕晴 明24.11 大錦 3枚続 42  -112 

帝国々会議事堂之図 豊原国輝 明25.3 大錦 3枚続 42  - 10 

第二会廿五年国会議事堂 梅堂小国政 明25.4 大錦 3枚続 42  - 51 

大日本国会議事堂会議之図 楊洲周延 明31.1 大錦 3枚続 42  -  9 

東京名所 帝国国会議事堂 楊斎延一 明31 大錦 3枚続 42  - 89 

日本帝国国開仮議事堂図 吟光  大錦 3枚続 42  - 86 

 
―日清戦争― 

参謀本部行啓之図 清親 明28 大錦 3枚続 42  - 31 

朝鮮政府大改革之図  明27.8 大錦 3枚続 42  - 94 

日本万才 百選百笑李鴻章の大頭痛 清親 明27 大錦 42  - 95 

馬関於テ媾和談判開廷ノ図 楊斎延一 明28.4 大錦 3枚続 42  - 27 

媾和談判之図 年章 明28 大錦 3枚続 42  - 71 

     

―日露戦争― 

日露会見談判図 尾形耕漁 明37.2 大錦 3枚続 42  -107 

 
―風景・風俗― 

東都名所 霞ヶ関の図 (初代)広重  大錦 3枚続 42  -  3 

古今東京名所 外さくら田弁慶堀 (三代)広重  横中判 42  - 50 

古今東京名所 外桜田陸軍参謀本部 (三代)広重 明16 横中判 42  - 49 

東京十二景 内桜田 (三代)国輝  横中判 42  - 48 

桜田門より参謀本部を望む   横小判 42  -116 

東京名所ノ内 新皇居二重橋真景 幾英 明22 竪大錦 42  - 25 

皇居近郊一覧之図 梅翁道人 明27 大錦 3枚続 42  - 12 
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―双六― 

大日本国会議事堂双六 香朝楼国貞 明23 83 × 43 42  - 57 

国会議員誉の双六 団々珍聞768号付録 米作  39.5 × 54.5 42  - 54 

教育明治双六(部分)   37 × 24 42  - 96 

 

 

版画（木版、石版、銅版画ほか） 

―肖像― 

作 品 名 作 者 名 制 作 年 種別 法 量 資料番号 

板垣伯之肖像 岡村政子 昭13.9 石版  33 ×22.5 43C-  2 

黒田清隆内閣閣僚 毎日新聞5460号付録 明22.2.26  35 × 45 43C-  9 

第一回総選挙当選者肖像 三益社 明23  223  × 96 43C-  4 

衆議院議員肖像 改進新聞2245号付録 明23.8.1  64.5 × 46 43C- 10 

第一回貴衆両議員名簿 毎日新聞6069号付録 明24.2.22  53 × 40 43C-  8 

私撰衆議院正副議長之肖像 都新聞   36 × 26 42 - 44 

伊藤・中島貴衆両院議長之鞘当 国民新聞274号付録    31 ×45.5 42 - 41 

日本十傑肖像 今日新聞301号付録 明18  36.5× 26 42 - 33 

 
―その他― 

 
 

   

桜田参謀本部(複製) 井上探景 明16～19頃 横小判 9.6       ×15.5 42 - 19 

虎ノ門工部大学校(複製) 井上探景 〃 横小判 9.6        ×15.5 42 - 20 

枢密院憲法会議之図 改進新聞1622号 明21.8  36 × 54 42 - 34 

憲法発布式次第及正殿式場之図 東京日日新聞号外 明22.2  29 × 20 42 - 37 

憲法発布式場之図 朝野新聞号外 〃  34.5×49.5 42 - 36 

憲法発布都下賑 熊澤喜太郎 明22 石版 37.5×48.5 42 - 60 

憲法発布式之図  明22.2.9 石版 38.5× 54 42 -131 

帝国憲法発布式場之図  明22.2.26 石版 33 ×44.5 42 -132 

帝国議会仮議院全図 

 

東京朝日新聞1221号 

付録 

明22.1 

 
 

59 × 42 

 

42 - 59 

 

国会議事堂之図 一柳芳蔵 明22 木版 24.5× 34 42 - 75 

東京名所 帝国議事堂之図   石版 17.5× 24 42 - 73 

帝国議会仮議事堂正面之図 大阪公論付録 明23.2  53.2× 40 42 -101 

大日本帝国議会開院式場之図 自由新聞付録 明23  39.1×52.6 42 - 58 

帝国仮議事堂之図 中川 昇 〃 石版 30.3× 40 42 -103 

帝国国会議事堂之図 辻本治三郎 明23.7 石版 33 ×42.5 42 - 38 

登院風景 大同新聞33号付録 〃  36 ×50.5 42 - 39 

貴族院議場之光景 

 

郵便報知新聞5418号

付録 

明23  33 × 48 42 - 40 

帝国衆議院議会 夫島徳三郎 明23.12 石版  34 ×44.5 42 - 55 

大日本帝国衆議院議場之図 熊沢喜太郎 明24.1.20 石版  37 ×48.5 42 - 22 

第一期第二回帝国議会開院式之図 東京日日新聞付録 明24.11.26  39.5× 55 42 -105 
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國會議員雙六 美濃源三 明25.12.6 石版 58 × 46 42 -130 

大日本国会議事堂之図 太田節次 明27.4 石版 32.3× 44 42 - 61 

新議事堂 三木辰夫  銅版  92 × 137 42 -136 

帝国議事堂 奥山儀八郎  木版 26 × 31 42 - 74 

帝国議事堂 奥山儀八郎  木版 23 × 28 42 -106 

新版画 国会議事堂   木版 29 × 45 42 - 79 

華狩頌 棟方志功 昭29 木版 135 × 162 42 -133 

森 シーグルドソン  木版 58.5×79.6 42 -134 

ブランデンブルク門   銅版 62.5× 71 42 -135 
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工  芸 

―彫 塑― 

作 品 名 作者名・寄贈者 材 質 法 量 資料番号 

河野磐州レリーフ 太田良平 作 ブロンズ 51 × 42 55 -  1 

中野正剛立像 木戸龍一 作 銅   64 × 31.5 55 -  2 

淺沼稻次郎胸像原型 堀野秀雄 作 石膏 77×47×38 55 -  3 

岩倉具視像 堀野秀雄 作 石膏 60×34×20 55 -  4 

加藤高明座像  銅 28×18×26 55 -  6 

犬養 毅レリーフ 名取正美 作 石膏 

ブロンズ仕上 

40.5 × 30.5 55 -  7 

真﨑甚三郎胸像  銅 61×51×29 55 -  8 

 大正・昭和期の陸軍大将。 

吉田 茂立像 盛岡勇夫 作 ブロンズ 37 × 16 55 -  9 

田中正造立像 栗﨑二夫 作 鉄 13.5×7×5.5 55 - 10 

西尾末廣胸像 盛岡勇夫 作 ブロンズ 27.5×56×61 西尾4 - 1 

 

―造 形― 

 
   

オブジェ いのち 

 

勅使河原蒼風 作 

 

木 

(大谷石台) 

157×282 

×116 

92 –  32 

 

 

―木 工― 
    

三條實美所用の文書箪笥 大久保利謙氏 杉 
61×46×38 51 -  2 

73×46×40 51 -  3 

     

―その他― 

東征軍旗 大久保利謙氏 絹 163 × 171 52 -  5 

武運長久旗 元木光雄氏   700 × 1000 21 -243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 80 - 

所蔵資料の貸付・閲覧等の取扱い 

 

 

1  貸付、写真撮影等について 

   学術研究等公共的目的をもつ展示会等に対して許可しています。 

 

2  閲覧について 

   公用及び学術用の研究又は調査をする場合、当館の指定する日に閲覧を許可しています。 

（原則：祝日・休館日を除く毎週月曜日） 

 

 

   なお、1、2 については、いずれも所定の手続きがありますので、予め下記連絡先までご連 

  絡下さい。 

 

 

－ 連絡先 －            

衆議院憲政記念館            

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-1-1 

ＴＥＬ 03-3581-1651          

[担当]  資料管理課資料係 
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