
 

 

 

 

 

 

大平正芳関係文書 

件名目録 
 

小池聖一、福永文夫 編 

 

 

2018 年 7 月 



大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100701 予定表
昭和57年1月1日～
2月1日

森田一氏日程
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

24枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100702 「週間日程」 1月1日～2月5日
挿入･追加多数あり、
同件2枚あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 7枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100703 「週間日程」 1月30日～2月26日
赤線･挿入･追加多数
あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 5枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100704 「週間日程」 2月27日～3月29日 挿入･追加多数あり Ｂ4洋紙、乾式コピー 5枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100705 「週間日程」 3月26日～4月29日 Ｂ4洋紙、乾式コピー 7枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100706 白紙 同件7枚あり
Ｂ4洋紙、乾式コピー
にて罫線のみあり

8枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100707 「週間日程」 4月27日～5月29日
黒ペン書にて多数書込
あり

Ｂ4洋紙 6枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100708 「週間日程」 5月9日～6月12日
わら半紙に赤ペン書に
て多数書込あり

Ｂ4洋紙5枚、10㎝×
15㎝わら半紙1枚、乾
式コピー、ホッチキス
どめ

6枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100709 「週間日程」 5月28日～6月12日
黒ペン書にて多数書込
あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 5枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100710 「週間日程」 7月11日～7月31日
7.5cm×19cmの洋紙に
鉛筆書にてメモあり

Ｂ4洋紙2枚、7.5㎝×
19㎝洋紙1枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

3枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100711 「週間日程」 8月1日～8月19日
黒鉛筆書にてメモ多数
あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 3枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100712 「週間日程」 9月5日～9月24日
黒ペン書にて書込多数
あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 4枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100713 「週間日程」
10月17日～11月6
日

赤ペン･鉛筆書にて書
込多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100714 「週間日程」
10月3日～10月16
日

鉛筆書にて書込多数あ
り

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100715 「週間日程」
10月31日～11月20
日

鉛筆書にて書込多数あ
り

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100716 「週間日程」
11月19日～12月31
日

赤ペン･鉛筆書にて書
込多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 7枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100717 6月5日、6日のスケジュール
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100718 6月5日～7日に関するスケジュール 同件2枚あり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

5枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100719 「大平先生を偲ぶ行事」 5月21日
大平正芳先生を偲
ぶ会事務所

同件20枚あり Ｂ5洋紙、乾式コピー 20枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100720 「入会申し込み書」
大平正芳先生を偲
ぶ会会長

4.5㎝×9㎝洋紙、乾
式コピー

1枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100721 「山本町大平正芳先生を偲ぶ会役員名簿」 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100722 手書き地図
18㎝×23㎝洋紙、、
鉛筆書

1枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100723 「西村前副総裁予定」
7.5㎝×18㎝洋紙、黒
ペン書

1枚

週間日程・日誌 週間日程・日誌 010100724
大平正芳先生を偲ぶ会及び、森田一後援会
に関する件

Ｂ4洋紙、葉書、19㎝
×34㎝洋紙

週間日程・日誌 大平正芳日誌 010200100 大平正芳日誌 昭和39年（1964年） 大平正芳カ
A4冊子（The
Economist DIARY)、
洋紙

1冊

週間日程・日誌 大平正芳日誌 010200200 大平正芳日誌 昭和40年（1965年） 大平正芳カ
The Economist
DIARY.M.O.のイニシャ
ルあり

A4冊子（The
Economist DIARY)、
洋紙

1冊
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週間日程・日誌 大平正芳日誌 010200300 大平正芳日誌 昭和41年（1966年） 大平正芳カ
The Economist
DIARY.M.O.のイニシャ
ルあり

A4冊子（The
Economist DIARY)、
洋紙

1冊

週間日程・日誌 大平正芳日誌 010200400 大平正芳日誌 昭和42年（1967年） 大平正芳カ
The Economist
DIARY.M.O.のイニシャ
ルあり

A4冊子（The
Economist DIARY)、
洋紙

1冊

週間日程・日誌 大平正芳日誌 010200500 大平正芳日誌 昭和43年（1968年） 大平正芳カ
The Economist
DIARY.M.O.のイニシャ
ルあり

A4冊子（The
Economist DIARY)、
洋紙

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000100 「日誌」
昭和37年7月20日
～昭和39年7月20
日

外務大臣期のもの、昭
和37年10月20日、12月
8日、昭和38年5月6
日、6月1日、6月19日、
7月1日、9月10日、昭
和39年7月3日の頁に
ホッチキスどめ、糊付
けにて挟み込みあり

B5洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン書、厚さ4㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000101 日程表
昭和39年1月7日～
7月13日

表紙の裏に挟んであり
B5タイプ用紙11枚、和
文タイプ、ホッチキス
どめ

11枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000102
「外務大臣主催英国金融視察団歓迎午餐会
への財界関係者案内先」

昭和37年10月16日
野村證券　海外企
画調査部

昭和37年10月16日の
頁に挟んであり

B5わら半紙2枚、A4わ
ら半紙5枚、和文タイ
プ、ホッチキスどめ

7枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000103 「公聴会報号外」 昭和39年3月16日 日本国民公聴会
昭和39年1月18日の頁
に挟んであり

B5わら半紙、活版 1枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000104 「外務大臣週間予定表」 10月13日 最後の頁に挟んであり B4洋紙、湿式コピー 1枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000200 「日誌」
昭和41年11月14日
～昭和42年2月25
日

九州鉱山株式会社
分室

B5洋紙、冊子、青ペ
ン・黒ペン・赤ペン・鉛
筆書、厚さ1㎝

1冊
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大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000300 「政調会長時代予定表」
昭和42年11月25日
～昭和43年9月1日

A4洋紙、冊子、鉛筆・
黒ペン・黒マジック書、
厚さ0.8㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000301 海運事業問題に関するメモ 昭和43年7月31日カ
長銀　稲田〔耕作〕
専務(一橋同窓）

大平正芳
昭和43年7月31日の頁
に挟まれてあり

7㎝×10㎝洋紙、青ペ
ン書

1枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000400 「日誌(控え、来訪者控え)」
昭和43年4月15日
～6月30日

大平事務所（石の）
B5洋紙、冊子、青ペ
ン・鉛筆書、厚さ0.4㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000401 見積書（ジュータンクリーニング） 昭和43年3月
日本ビルサービス
株式会社

大平事務所
昭和43年5月9日の頁
に挟んであり

A5タイプ用紙、和文タ
イプ、クリップどめ

4枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000402 正誤表

鉛筆書にて「26日、9
時、」とあり、昭和43年
6月1日の頁に挟んであ
り

A5用紙、和文タイプ 1枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000500 「代議士予定及びTEL、来訪者控」
昭和43年7月1日～
12月12日

大平正芳事務所
B5洋紙、冊子、青ペ
ン・鉛筆書、厚さ0.6㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000501 クラス会の日程及び電話番号のメモ
昭和43年8月11日の頁
に挟んであり

B6洋紙、鉛筆・赤ペン
書

1枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000600 「大臣日程表綴」
昭和44年2月1日～
10月4日

大平正芳事務所
B5洋紙、冊子（薄
冊）、青焼き、厚さ4.2
㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000700 「日程表（会館）（通産大臣辞任後）」
昭和44年8月1日～
12月31日

昭和44年8月11日の頁
に北海道新聞米沢秀
一の名刺あり、ホッチ
キスどめ

B5洋紙、冊子、青ペ
ン・黒ペン・赤ペン・鉛
筆書、厚さ1㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000800 「日程表」
昭和45年1月16日
～8月11日

A4洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン・鉛筆書、
厚さ0.8㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020000900 「日程表（会館用）」
昭和45年1月16日
～8月12日

A4洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン・赤ペン・鉛
筆書、厚さ0.8㎝

1冊
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001000 「日程　45.１～」
昭和45年1月19日
～11月29日

大平正芳事務所
A4洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン・赤ペン・鉛
筆書、厚さ1.2㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001001 「大平先生道南日程」及び講演メモ下書き
昭和45年8月31日の頁
に挟んであり

B5赤罫紙、青ペン・黒
ペン・赤ぺン書

1枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001100 「日程　45.1～」
昭和45年1月19日
～4月6日

大平事務所(鈴木）
A4洋紙、冊子、黒ペ
ン・鉛筆・赤ペン書、
厚さ0.5㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001200 「日誌」
昭和45年3月1日～
昭和46年3月30日

大平事務所
B5洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン・鉛筆書、
厚さ1㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001201 2月2日～2月 日までのスケジュールメモ
昭和45年5月14日の頁
に挟んであり

B6日本塩回送株式会
社赤罫紙、青ペン・赤
ペン・鉛筆書

1枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001202 資生堂のパーティーに関するメモ
昭和45年11月25日の
頁に挟んであり

B5資生堂黒罫紙、黒
ペン・青ペン・赤鉛筆
書

2枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001300 「日程表(会館）」
昭和46年1月1日～
9月3日

B5洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン・赤ペン・鉛
筆書、厚さ0.8㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001400 「日程（46.9～47.5月10日迄）」
昭和46年9月1日～
昭和47年5月10日

大平事務所(会館）
B5洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン・赤ペン・鉛
筆書、厚さ0.8㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001500 「日程（47.5.1～48.2.28）」
昭和47年5月1日～
昭和48年2月28日

大平事務所(議員
会館）

B5洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン・赤ペン・鉛
筆書、厚さ0.8㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001600 「日程　48.3.1～外務大臣時代10.31まで」
昭和48年3月1日～
10月31日

B5洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン・赤ペン・鉛
筆書、厚さ0.8㎝

1冊
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大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001700 「日程　48.11.1～49.6.30」
昭和48年11月1日
～昭和49年7月16
日

B5洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン・赤ペン・鉛
筆書、厚さ0.8㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001800 「日程　49.7.1～50.4.30」
昭和49年7月1日～
昭和50年5月8日

大平正芳事務所
B5洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン・赤ペン・鉛
筆書、厚さ1㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001801 「9月16日(月)日程表」 昭和49年9月16日
昭和49年9月16日の頁
に挟んであり

A5変洋紙、青焼き 1枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001802 1月9日(木)のスケジュール
昭和49年10月11日の
頁に挟んであり

B6洋紙、乾式コピー 1枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020001900 「日程表」
昭和50年5月1日～
昭和51年3月4日

大平事務所
B5洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン・赤ペン・鉛
筆書、厚さ1㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020002000 「日程表」
昭和51年3月1日～
昭和52年3月24日

大平事務所
B5洋紙、冊子、青ペ
ン・赤ペン・鉛筆書、
厚さ1.2㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020002100 「日程表」
昭和52年3月25日
～昭和53年1月31
日

大平事務所
B5洋紙、冊子、青ペ
ン・赤ペン・鉛筆書、
厚さ1㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020002200 「幹事長時代の一部　53.9.28～53.10迄」
昭和53年9月28日
～12月26日

B5洋紙、冊子、黒ペ
ン・赤ペン・鉛筆書、
厚さ1.2㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020002300 「日程表　昭和53.10.6～」
昭和53年10月6日
～昭和54年5月31
日

大平事務所　鈴木
B5洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン・赤ペン・鉛
筆書、厚さ0.6㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020002400 「日程表　昭和54.6.1～54.12.31」
昭和54年6月1日～
12月31日

大平事務所
7月21日条に挟み込み
（Ｂ6洋紙1枚、乾式コ
ピー）あり

B5洋紙、冊子、黒ペ
ン・青ペン・赤ペン・鉛
筆書、厚さ0.7㎝

1冊
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020002500 「日程表　55.1.1～」
昭和55年1月1日～
7月16日

大平事務所

昭和55年5月1日の頁
に「大平総理訪米･墨･
加日程」糊付けにてあ
り

B5洋紙、冊子、青ぺ
ン・赤ペン・鉛筆書、
厚さ1.1㎝

1冊

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020002501
「大平総裁滋賀県和歌山県政経文化パー
ティー日程」

5月24日カ
鉛筆書にて加筆あり、
昭和55年5月21日の頁
に挟まれてあり

B4洋紙、乾式コピー 2枚

大平事務所日誌・日程関係
大平事務所日誌・日程
関係

020002600 大平大蔵大臣日程
昭和49年7月16日
～昭和51年12月25
日

昭和51年7月分
（No.42）欠落。　表紙に
「昭和51年12月２３日
自由民主党幹事長就
任」とあり、「取扱注意」
の朱印あり。

B4洋紙、乾式コピー、
紐とじ

49頁

大平正芳書簡
第二次大平内閣関係
成立祝関係

030100300 第二次大平内閣成立お祝い 昭和54年11月9日 日比野久和司 大平正芳 葉書、墨書 1枚

大平正芳書簡
第二次大平内閣関係
成立祝関係

030100400 第二次大平内閣成立お祝い
（昭和54年）11月9
日

海交会全連会長
田渕義雄

大平正芳 葉書、墨書 1枚

大平正芳書簡
第二次大平内閣関係
成立祝関係

030100700 第二次大平内閣成立お祝い
（昭和54年）11月10
日

ダイセル株式会社
大槻義公

大平正芳
A6変洋紙、黒ペン書、
封書

1枚

大平正芳書簡
第二次大平内閣関係
成立祝関係

030101300 第二次大平内閣成立お祝い
（昭和54年）11月14
日

大阪瓦斯株式会社
安田博

大平正芳
19.5㎝×111㎝和紙、
墨書、封書

1枚

大平正芳書簡
第二次大平内閣関係
成立祝関係

030101400 第二次大平内閣成立お祝い
（昭和54年）11月14
日

大阪瓦斯株式会社
西山磐

大平正芳
19.5㎝×93.5㎝和紙、
墨書、封書

1枚

大平正芳書簡
第二次大平内閣関係
成立祝関係

030101500 第二次大平内閣成立お祝い 昭和54年11月15日
駿台学園理事長
瀬尾秀彰

大平正芳
19.5㎝×113㎝和紙、
墨書、封書

1枚

大平正芳書簡
第二次大平内閣関係
成立祝関係

030101600 第二次大平内閣成立お祝い
昭和54年11月（20
日）

日本交通株式会社
社長 川鍋秋蔵

大平正芳
19.5㎝×118.5㎝和
紙、墨書、封書

1枚

大平正芳書簡
第二次大平内閣関係
成立祝関係

030101700 第二次大平内閣成立お祝い 昭和54年11月22日
大阪貿易協会　森
昭人

大平正芳
A6変洋紙、黒ペン書、
封書

1枚

大平正芳書簡 大平志げ子関係 030200102 「故大平正芳逝去100日記念式」
昭和55年9月19日
（金）

B6洋紙、活版、中折 1枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平正芳書簡 大平志げ子関係 030200103 歌詞カード A5洋紙、活版 1枚

大平正芳書簡 大平志げ子関係 030200200 梶原武俊氏電報 昭和61年11月21日
共同通信社広島支
局長 梶原武俊

大平志げ子 誕生日用祝電 電報 1通

大平正芳書簡 大平志げ子関係 030200300 祝電 昭和61年11月21日 大平志げ子 誕生日用祝電 電報 1通

大平正芳書簡 大平志げ子関係 030200400 加藤卓男氏書簡 昭和53年12月13日 加藤卓男（陶芸家） 大平志げ子
B5洋紙、青ペン書、封
書

5枚

大平正芳書簡 大平志げ子関係 030200500 水谷弘氏書簡 昭和31年11月20日 水谷弘 大平志げ子 古希祝いカード
B6洋紙、青ペン書、封
書

1枚

大平正芳書簡 大平志げ子関係 030200600 平岩外四氏書簡 11月20日
平岩外四（経団連
会長）

大平志げ子 古希祝いカード
B6洋紙、黒ペン書、封
書

1枚

大平正芳書簡 大平志げ子関係 030200900 芦田淳氏書簡 芦田淳 大平志げ子 誕生日カード
B6洋紙、黒ペン書、封
書

1枚

大平正芳書簡 大平志げ子関係 030201600 大平正芳宛堀内稔氏書簡 12月1日 堀内稔 大平正芳 読売新聞便箋使用
読売新聞社用箋、青
ペン書、封書

5枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030300100
大蔵大臣就任に際しての各国駐日大使から
の祝辞

大平正芳
A5洋紙5枚、A4変洋
紙11枚、封書、クリッ
プどめ、

16枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030300200 Wilford氏書簡 昭和51年9月17日 Michael Wilford 大平志げ子 A4洋紙、封書 1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030300300 アフリカ開発基金書簡 昭和51年10月1日
GovernoroftheAfric
an De-velopment
Fund

大平正芳
10.5㎝×28㎝カラー
印刷、10.5㎝×28㎝
洋紙

2枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030300400 アルゼンチン経済省書簡 昭和51年7月5日
アルゼンチン経済
省

大平正芳
A4洋紙、活版、クリッ
プどめ、封書

3枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030300500 Douglas MacArtherⅡ氏書簡 昭和51年3月8日
Douglas MacArther
Ⅱ

大平正芳
A4タイプ用紙、英文タ
イプ、封書
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大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030300600 John M.Pope氏書簡 昭和51年9月2日 John M.Pope 大平正芳
A4洋紙、英文タイプ、
封書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030300700 Knud Heinesen氏書簡 昭和51年7月26日 Knud Heinesen 大平正芳 A4洋紙、封書 1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030300800 Morma Swan氏書簡 昭和51年1月30日 Morma Swan 大平正芳
A4洋紙、青ペン書、
A4洋紙、カラー印刷、
封書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030300900 Bruce Rankin氏書簡 昭和51年6月15日 Bruce Rankin 大平正芳 A4洋紙、英文タイプ 1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030301000 Arther F. Burns氏書簡 昭和51年10月29日 Arther F.Burns 大平正芳
A4洋紙、英文タイプ、
封書、クリップどめ

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030301100 和田周一郎氏書簡 昭和49年12月10日 和田周一郎 大平正芳
和田周一郎用箋1枚、
黒ペン書、葉書1枚、
封書

2枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030301200 Rinaldo Ossola氏書簡 昭和51年9月10日 Rinaldo Ossola 大平正芳
A4洋紙、英文タイプ、
封書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030301300 平原毅氏書簡 昭和49年7月17日 平原毅 大平正芳
A4洋紙、青ペン書、封
書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030301400 DuglasMacArtherⅡ氏書簡 昭和51年2月18日
Duglas MacArther
Ⅱ

大平正芳
A4タイプ洋紙、ホッチ
キスどめ、英文タイ
プ、封書

2枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030301500 Shigeaki Ueki氏書簡 昭和51年5月11日 Shigeaki Ueki 大平正芳
B4洋紙1枚、B4変洋
紙1枚、英文タイプ、ク
リップどめ、封書

2枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030301600 国連大学理事会報告 昭和51年7月6日 James M.Hester 大平正芳
A4洋紙、英文タイプ、
B4洋紙

5枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030301700 Gustavo Romeo Kolbeck氏書簡 昭和51年7月8日
Gustavo Romeo
Kolbeck

大平正芳
A4洋紙、英文タイプ、
封書

1枚
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大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030301800
大蔵大臣就任に際してのイタリア大使からの
祝辞

昭和51年9月27日 大平正芳 A4洋紙、英文タイプ 1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030301900 Mocilo Cemovic氏書簡 昭和51年11月26日 Mocilo Cemovic 大平正芳
A4洋紙、英文タイプ、
封書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030302000 Jimmy Carter氏書簡 昭和51年11月26日 Jimmy Carter 大平正芳 B5洋紙、活版、封書 1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030302100 Joel Barnett氏礼状 昭和51年6月10日 Joel Barnett 大平正芳
B5タイプ用紙、英文タ
イプ

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030302200
貿易交渉訪日のニュージャージー州知事礼
状

昭和51年11月18日
ニュージャージー
州知事

大平正芳
B5洋紙、英文タイプ、
封書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030302300 日本滞在のDouglasMcArth-er Ⅱ氏礼状 昭和50年10月12日
Douglas McArther
Ⅱ

大平正芳
B5変タイプ用紙、英文
タイプ、封書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030302400 Jean Frere氏書簡 昭和50年11月17日
ブリュッセルラン
バート銀行 Jean
Frere

大平正芳
A4洋紙、英文タイプ、
封書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030302500 訪日Chaucey J. Medberry,Ⅲ氏礼状 昭和50年8月6日
アメリカ銀行
Chaucey
J.Medberry, Ⅲ

大平正芳
アメリカ銀行用箋、英
文タイプ、封書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030302600 Michael Wilford氏書簡 昭和51年5月6日 Michael Wilford 大平正芳
A4洋紙、英文タイプ、
A4コピー用紙3枚

3枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030302700 訪日のMalcolm Fraser豪首相礼状 昭和51年7月2日
オーストラリア首相
Malcolm Fraser

大平正芳 A4洋紙、英文タイプ 1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030302800 キッシンジャー米国務長官礼状 昭和50年1月28日
アメリカ国務長官
HenryA.Kissinger

大平正芳 B5洋紙、英文タイプ 1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030302900 日ブラジル会談礼状 昭和51年9月24日 shigeaki ueki 大平正芳 B5洋紙、英文タイプ 1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030303000 Sultan Mohmood Pakistan書簡 昭和50年2月14日
Sultan Mohmood
Pakistan

大平正芳 封書

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030303100 中山賀博氏書簡 昭和49年7月19日
在フランス大使館
中山賀博

大平正芳
A4洋紙、青ペン書、ク
リップどめ、封書

2枚
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大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030303200 年賀状 昭和51年1月15日 大平正芳
A4洋紙、活版、中折、
封書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030303300
Wallace E. Rowling ニュージーランド労働党党
首礼状

昭和51年9月28日
ニュージーランド労
働党党首 Wallace
E.Rowling

大平正芳
A4洋紙、英文タイプ、
封書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030303400 Bruce Rankin氏書簡 昭和51年5月28日 Bruce Rankin 大平正芳
A4洋紙、英文タイプ、
封書

2枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030303500 James J.Needham氏書簡 昭和51年11月11日 James J.Needham 大平正芳
B5洋紙、英文タイプ、
封書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030303600 Rachmat Salenインドネシア銀行総裁書簡 昭和50年11月20日
インドネシア銀行総
裁 Rachmat Salen

大平正芳
A4タイプ洋紙、英文タ
イプ、封書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030303700
大蔵大臣就任に際してのJoseph Potolot氏祝
辞

昭和49年7月22日 Joseph Potolot 大平正芳
右上に「大蔵省接受
秘第192号」とあり

A4変洋紙、乾式コ
ピー

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030303800 S.Than氏書簡 昭和49年7月20日 S.Than 大平正芳
A4洋紙、英文タイプ、
封書

2枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030303900 T.J.Park Pohang Steel氏書簡 昭和49年7月22日
T.J.Park Pohang
Steel

大平正芳 A4変洋紙、英文タイプ 3枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030304000 K.C.O.Shann氏質問状 昭和49年7月25日 K.C.O.Shann 大平正芳 A4洋紙、英文タイプ 1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030304100 James D.Hodgson氏質問状 昭和49年7月25日 James D.Hodgson 大平正芳 B5変洋紙、英文タイプ 1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030304200 J.Burke Knapp氏書簡 昭和50年11月3日
国際復興開発銀行
J.Burke Knapp

大平正芳
B5変世銀用紙、英文
タイプ、封書

1枚

大平正芳書簡 大蔵大臣関係 030304300 Ali Wardhana氏融資礼状 昭和50年11月21日
インドネシア大蔵省
Ali Ward-hana

大平正芳
A4変タイプ用紙、英文
タイプ、封書

1枚

大平正芳書簡 見舞状 030500100 封書 昭和55年6月11日 高橋俊夫 大平正芳
配達証明、鉛筆書にて
「サミットへ出席しなさ
いとの文」とあり

黒ペン書、封書 3枚
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大平正芳書簡 見舞状 030500500 封書 昭和55年6月11日 加藤義和 大平正芳
鉛筆書にて「観音寺市
長」とあり

巻紙、墨書、封書 1枚

大平正芳書簡 見舞状 030500700 封書 昭和55年6月21日
日本郷友連盟熊本
支部

大平正芳
B4洋紙、乾式コピー、
封書

1枚

大平正芳書簡 見舞状 030500900 封書 昭和55年6月4日 武田邦太郎 大平正芳
新農政研究所副所長。
池田のブレーン

B5洋紙、黒ペン書、封
書

2枚

大平正芳書簡 見舞状 030501300 封書 昭和55年6月4日
玉川大学長　小原
哲郎

大平正芳
鉛筆書にて「激励（選
挙）」とあり

巻紙、墨書、封書 1枚

大平正芳書簡 見舞状 030501400 封書 昭和55年5月21日 二田松司 大平正芳
B5和紙、黒ペン書、封
書

2枚

大平正芳書簡 見舞状 030501700 封書 昭和55年6月5日 森田豊 大平正芳
B5和紙、黒ペン書、封
書

3枚

大平正芳書簡 見舞状 030503100 封書 昭和55年6月10日
寶酒造株式会社
大宮隆

大平正芳
鉛筆書にて「十四日会
案内」とあり

B4タイプ洋紙1枚、和
文タイプ、郵便葉書1
枚、封書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第1章 040100200 「第十章　三好氏の勃興と讃岐」 A4洋紙、乾式コピー 15枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第1章 040100300 「水と借金」 『私の履歴書』所収 A4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第1章 040100600 メモ 四国各県面積について
B6洋紙、ホッチキスど
め、鉛筆書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第1章 040100700 原稿断片 『素顔の代議士』断片
B5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第1章 040100900 「大平姉妹の話」
5頁欠、インタビュー原
稿。山田ムマ、加地富
江

B5洋紙、乾式コピー 12枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040200000 封筒（伝記編資料第2･3章） B4封筒（大平正芳） 1通
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040200100 「三中時代の思い出」 昭和45年3月27日 大平正芳

「観一高校長本田益夫
氏宛会館小国秘書が
発送　四五、三、二七
（原稿用紙に清書）」と
表書きにあり

B5洋紙、乾式コピー 12枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040200200 「大平総理を語る－同窓生座談会－」
インタビュー原稿。「燧」
（三豊中学同窓会誌）
掲載

A4洋紙、乾式コピー 8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040200300 「小学校の級友の話」 インタビュー原稿 B5洋紙、乾式コピー 21枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040200400 「斎藤学」
インタビュー原稿（三豊
中同期）

B5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040200500 ｢片木さんの話」
インタビュー原稿（三豊
中同窓）

B5洋紙、乾式コピー 9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040200600 校正刷

「静かでがまんづよい
少年　大広久市」「大平
総理の思い出　高橋芳
雄」「同じ和田村に生を
享けて田中隆造」。『大
平正芳回想録　追想
編』所収

A4洋紙、乾式コピー 4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040200900 「大平芳数氏の話」 昭和56年2月26日 大平実弟 B5洋紙、乾式コピー 15枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040201000 ｢森誓夫」（石油資源開発社長）
インタビュー原稿（三豊
中同期）

B5洋紙、乾式コピー 7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040201100 「大平芳数」
インタビュー原稿（大平
実弟）

B5洋紙、乾式コピー 17枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040201200 「山田ムマ」
インタビュー原稿（大平
実姉）

B5洋紙、乾式コピー 4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040201300 「森誓夫」（石油資源開発社長）
インタビュー原稿（三豊
中同期）

B5洋紙、乾式コピー 2枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040201400 「森誓夫」（石油資源開発社長）
インタビュー原稿（三豊
中同期）

B5洋紙、乾式コピー 10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040201500 「片木雅文氏」 インタビュー原稿 B5洋紙、乾式コピー 4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040201600 ｢山田ムマ、加地富江」
インタビュー原稿（大平
実姉、実妹）

B5洋紙、乾式コピー 7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040201700 ｢山田ムマ、加地富江」
インタビュー原稿（大平
実姉、実妹）

B5洋紙、乾式コピー 5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040201800 「本田益夫先生の話」
インタビュー原稿（高商
同期）

B5洋紙、乾式コピー 7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040201900 「大西逸平さんの話」
インタビュー原稿（三豊
中同期）

B5洋紙、乾式コピー 7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040202000 「松岡〔健雄〕氏テープ」
インタビュー原稿（三豊
中同期）

B5洋紙、乾式コピー 13枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040202100 「斎藤学」
インタビュー原稿（三豊
中同期）

B5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040202200 「斎藤学先生」
インタビュー原稿（三豊
中同期）

B5洋紙、乾式コピー 9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040202300 「上森剛」（上森農機社長）
インタビュー原稿（三豊
中一年後輩）

B5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040202400 ｢山田ムマ、加地富江」
インタビュー原稿（大平
実姉、実妹）

B5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第2・3章 040202500
大平正芳中学校成績表（香川県立三豊中学
校）

B4洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040300100 「善き師の思い出」
出射義夫（千葉地
検検事正）

B5変洋紙、乾式コ
ピー

7枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040300200 「橋本〔清〕氏　第一回」
インタビュー原稿（高松
高商同級）

B5洋紙、乾式コピー 21枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040300300 「筒井政夫氏」
インタビュー原稿（イエ
スの僕会関係）

B5洋紙、乾式コピー 21枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040300400 大平正芳、受洗志願書 昭和4年12月22日
基督教団観音寺教会
『洗礼願書綴』『会員名
簿』

B5洋紙、乾式コピー 4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040300500 「山田ムマ、加地富江」
インタビュー原稿（大平
実姉、実妹）

B5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040300600 「赤城猪太郎氏」（富士化学紙工業社長） 昭和56年3月30日
インタビュー原稿（高松
高商同級、一橋同窓）

B5洋紙、乾式コピー 5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040300700 「片木雅文」 インタビュー原稿 B5洋紙、乾式コピー 7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040300800 「山城章氏インタビュー」 3月24日
インタビュー原稿（高松
高商同級、一橋同窓）

B5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040300900 「斎藤学」
インタビュー原稿（三豊
中同期）

B5洋紙、乾式コピー 4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040301000 「大平芳数」
インタビュー原稿（大平
実弟）

B5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040301100 「村上欽二」
インタビュー原稿（高松
高商同窓）

B5洋紙、乾式コピー 3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040301200 ｢斎藤学」
インタビュー原稿（三豊
中同期）

B5洋紙、乾式コピー 4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040301300 ｢大平正芳書簡」 昭和7年8月 大平正芳 斎藤欽二 B5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040301400 「山田ムマ、加地富江」
インタビュー原稿（大平
実姉、実妹）

B5洋紙、乾式コピー 2枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040301500 「鷹尾〔寛〕氏」 3月17日
インタビュー原稿（高松
高商・一橋同窓）

B5洋紙、乾式コピー 36枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040301600 「伝道集会」

『佐藤定吉追想録』「昭
和三年大阪大伝道集
会の思い出 桃谷勘三
郎」「僕会時代を回顧し
て 石黒美種」

B5洋紙5枚、乾式コ
ピー、B6変洋紙1枚、
乾式コピー

6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040301700 「みちびき選集」 山口辰男 B5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040301800 「政治家が聖書を読むとき」『カトリックグラフ』 昭和47年4月1日
大平正芳、田中英
吉（高松教区司教）

雑誌切り抜き、A4変
洋紙

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040301900 「大平正芳と私」『基督教世界』 昭和55年8月10日
桃谷勘三郎（桃谷
順天館社長）

B5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040302000 「眞鍋〔正直〕兄を追慕して」『又信』 昭和13年8月31日 大平正芳
インタビュー原稿（高松
高商時代の友人）

A4洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040302100 「長尾頼隆氏」
インタビュー原稿（高松
高商・一橋同窓）

B5洋紙、乾式コピー 11枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040302200 「増田健次」（野村総合理事会専務理事）
インタビュー原稿（高松
高商昭和4年卒、一橋
同期）

B5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040302300 「神原兄弟」 インタビュー原稿 B5洋紙、乾式コピー 4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040302400 「太田誠三郎氏の話」 昭和56年2月26日
インタビュー原稿（高松
高商同窓）

B5洋紙、乾式コピー 4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040302500 「太田誠三郎」（辰巳商会社長）
インタビュー原稿（高松
高商同窓）

B5洋紙、乾式コピー 7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040302600 「斎藤学氏」
インタビュー原稿（三豊
中同期）

B5洋紙、乾式コピー 3枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040302700 「山本新太郎」
インタビュー原稿（イエ
スの僕会関係）

B5洋紙、乾式コピー 84枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040302800 「桃谷〔勘三郎〕氏の話」 昭和56年2月29日 インタビュー原稿 B5洋紙、乾式コピー 92枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040302900 「山田ムマ、加地富江」
インタビュー原稿（大平
実姉、実妹）

B5洋紙、乾式コピー 9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第4章 040303000 「村上欽二社長さん」
インタビュー原稿（高松
高商同窓）

B5洋紙、乾式コピー 40枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040400100 「杉村〔広蔵〕博士えの追慕」『YMCA』 昭和33年8月10日 大平正芳 B5洋紙、乾式コピー 10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040400200 コピー断片（一橋大学関係） B5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040400300 「津島サンの思い出」
加藤藤太郎（神崎
製紙相談役）

『津島寿一追想録』 B5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040400400 「学究の人」
水野正資（三菱電
機副社長）

高商同期、一橋同窓。 A4洋紙、校正刷 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040400500 「鷹尾寛」
インタビュー原稿（高松
高商・一橋同窓）

B5洋紙、乾式コピー 66枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040400600 「山田ムマ、加地富江」
インタビュー原稿（大平
実姉、実妹）

B5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040400700 「昭和十一年　人物調」 昭和11年

大平正芳の東京商科
大学入学時の調査書
（昭和八年）、学士試験
合格者名簿（大平の部
分）、人物調（昭和十一
年）、成績表

B5洋紙1枚、乾式コ
ピー、B4洋紙3枚、乾
式コピー

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040400800 「橋本清」
インタビュー原稿（高松
高商同級）

B5洋紙、乾式コピー 6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040400900 「出射善雄先生の話」
インタビュー原稿（イエ
スの僕会関係）

B5洋紙、乾式コピー 49枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040401000 「鷹尾寛」

インタビュー原稿（高松
高商・一橋同窓）。『大
平正芳回想録　追想
編』所収

B5洋紙、乾式コピー 7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040401100 「一粒の麦」 梅野典平 高商同期、一橋同窓。 A4洋紙、校正刷 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040401200 「赤城〔猪太郎〕」（富士化学紙工業社長）
インタビュー原稿（高松
高商同級、一橋同窓）

B5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040401300 「山田ムマ、加地富江」
インタビュー原稿（大平
実姉、実妹）

B5洋紙、乾式コピー 8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040401400 「天下の政、粛然として定まる」
庭野正之助（如水
会昭和十一年会代
表）

B5変洋紙、乾式コ
ピー

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040401500 「高等試験断想」『又信』 昭和11年8月27日 大平正芳 A4洋紙、乾式コピー 3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040401600 「長尾頼隆」
インタビュー原稿（高松
高商・一橋同窓）

B5洋紙、乾式コピー 19枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040401700 「大平メモ」
書籍に書き込まれた学
生時大平の感想メモ

A4洋紙、乾式コピー 4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040401800 卒業論文「職分社会と同業組合」部分 昭和11年 大平正芳 小序と参考文献と構成 B4洋紙、乾式コピー 12枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040401900 「郷里と大阪」
断片。『素顔の代議士』
所収

A4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040402000 「武野義治」
インタビュー原稿（一橋
同期、外務省入り）

B5洋紙、乾式コピー 9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040402100 「斎藤学」
インタビュー原稿（三豊
中同期）

B5洋紙、乾式コピー 6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040402200 「メモ」 構成に関するメモ
B5洋紙、大平正芳回
想録刊行会原稿用紙

2枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040402300 「長尾頼隆氏」
インタビュー原稿（高松
高商・一橋同窓）

B5洋紙、乾式コピー 9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040402400 「川口勲氏」（三井アルミニウム工業社長）
インタビュー原稿（一橋
同窓）

B5洋紙、乾式コピー 12枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040402500 「長尾頼隆氏」
インタビュー原稿（高松
高商・一橋同窓）

B5洋紙、乾式コピー 22枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040402600 「メモ　木村政太郎」
B5洋紙、大平正芳回
想録刊行会原稿用紙

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040402700 「紙田〔千鶴雄〕」
インタビュー原稿（一橋
同期、鉄道省）

B5洋紙、乾式コピー 23枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040402800 「武野義治」
インタビュー原稿（一橋
同期、外務省入り）

B5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040402900 「増田〔健次〕」
インタビュー原稿（高松
高商昭和4年卒、一橋
同期）

B5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040403000 「山城章」
インタビュー原稿（高松
高商同級、一橋同窓）

B5洋紙、乾式コピー 5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040403100 「岡本貞良」
インタビュー原稿（一橋
同期、農林省入り）

B5洋紙、乾式コピー 4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040403200 「斎藤晋一」（住友ゴム工業会長） 3月26日
インタビュー原稿（一橋
同期）

B5洋紙、乾式コピー 9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040403300 「校正刷」

「仁者其言也訒　露木
清」「大平哲学のふるさ
と　宮澤健一」「薄化粧
の女性　鷲尾寛」

A4洋紙、乾式コピー 3枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第5章 040403500 「大平さんと私」
B5洋紙2枚、乾式コ
ピー、B6変洋紙1枚、
乾式コピー

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040500100 「在華煙草事業処理要綱（専売局案）ニ就テ」
興亜院経済二課大
平調査官

『秋元文書』Z530 134-
9

B5洋紙、乾式コピー 8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040500200 「東北地方における酒類密造の諸問題」 昭和37年11月27日

目次に「昭和三七、一
一、二七日仙台高橋検
事長陛下の御陪食を
仰せつけられ、その
際、密造酒について奏
上するためこの資料を
提出した」とあり

冊子（B5洋紙、乾式コ
ピー）、42頁、参考資
料「密造酒取締にまつ
わる東北地方の隠
語」11頁

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040500300 「大平間税部長の思い出」
忍込熊之助、今野
幸雄、福田修、曽
根一元

B4洋紙中折、乾式コ
ピー

12枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040500400 「税金随筆　明暗二重相」『NP通信』 昭和33年8月4日 大平正芳
B5変洋紙、乾式コ
ピー

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040500500 「長尾頼隆氏」
インタビュー原稿（高松
高商・一橋同窓）

B5洋紙、乾式コピー 9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040500600 「増田〔健次〕」
インタビュー原稿（高松
高商昭和4年卒、一橋
同期）

B5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040500700 「鷹尾寛」
インタビュー原稿（高松
高商・一橋同窓）

B5洋紙、乾式コピー 7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040500800 「佐藤一郎氏インタビュー原稿」 4月1日
インタビュー原稿（大蔵
一期下）

B5洋紙、乾式コピー 19枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040500900 「紙田〔千鶴雄〕氏」
インタビュー原稿（一橋
同期、鉄道省）

B5洋紙、乾式コピー 28枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040501000 「インタビュー紙田〔千鶴雄〕氏」 3月17日
インタビュー原稿（一橋
同期、鉄道省）

B5洋紙、乾式コピー 4枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040501100 「高橋是清と農民」
B5洋紙、乾式コピー
貼付

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040501200 「酒類密造矯正施設一般」 昭和14年5月 仙台税務監督局 「序　大平正芳」 B5洋紙、乾式コピー 8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040501300 「村山達雄先生」 3月20日
インタビュー原稿（大蔵
一期下）

B5洋紙、乾式コピー 17枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040501400 「巻頭言」
内閣総理大臣大平
正芳

A4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040501500 税務署長関係コピー
B5変洋紙、乾式コ
ピー

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040501600 「私の署長時代」 昭和45年12月 大平正芳 「税のしるべ」投稿 B5洋紙、乾式コピー 5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040501700 「校正稿」
「秀才らしくなく秀才」石
野信一

A5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040501800 「酒類造石容認に関する田中国税課長書簡」 9月23日 田中国税課長 大平間税部長 B5洋紙、乾式コピー 3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040501801 「間税部長より国税課長宛統制の件」書簡案 大平正芳 B5洋紙、乾式コピー 8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040501900 「増田〔健次〕」
インタビュー原稿（高松
高商昭和4年卒、一橋
同期）

B5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040502000 「森永〔貞一郎〕」
インタビュー原稿（大蔵
同僚）

B5洋紙、乾式コピー 14枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040502100 「仙台税務署長時代関係コピーおよびメモ」
B5洋紙、大平正芳回
想録刊行会原稿用
紙、乾式コピー貼付

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第6章 040502200 「興亜院設置問題」『外務省調査月報』 1966年7･8月号 馬場明
冊子（ホッチキスどめ）
B4洋紙中折、乾式コ
ピー

19枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040600100
馬場明「興亜院設置問題」『外務省調査月
報』

1966年7･8月号 馬場明
A4洋紙中折、乾式コ
ピー　322-359頁

19枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040600201 「お知らせ（至急）」
昭和56年6月30日
付

張家口あゆみの会
田中完

大平事務所 官製葉書、青焼き 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040600202 懇親会案内 昭和56年6月25日
張家口あゆみの会
田中完

大平事務所 B5洋紙、乾式コピー 5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040600203 「なつかしの張家口訪問記」 1980年12月 張家口あゆみの会 冊子、同件2部あり 29頁

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040600300 「岡本貞良」
インタビュー原稿（一橋
同期、農林省）

B5洋紙、大平正芳回
想録刊行会原稿用紙
（8-9,31-39,48-65各
頁）

29枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040600400 「蒙疆時代」 遠藤六郎
A4洋紙、乾式コピー
（13-17頁）

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040600500 「張家口当時の大平さんの憶い出」 昭和56年6月 宮城英六郎
B5洋紙、コクヨ原稿用
紙

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040600600 「らくだ会」 4月21日
インタビュー原稿（蒙彊
関係者の集まり）

B5洋紙、乾式コピー 34枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040600700 「思い出の「白頭山節」」 浜田祐生 A4洋紙、校正刷 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040600800 「佐藤一郎氏」
インタビュー原稿（大蔵
一期下）

B5洋紙、大平正芳回
想録刊行会原稿用紙

74枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040600900 「山城章氏」
インタビュー原稿（高松
高商同級、一橋同窓）

B5洋紙、大平正芳回
想録刊行会原稿用
紙、（11-22,41-48頁）

19枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040601000 「蒙疆張家口時代の大平さん」 昭和55年5月31日 遠藤六郎 A4洋紙、乾式コピー 14枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040601200 「万人の祭典」『又信東京』 昭和43年11月25日 大平正芳
Ａ4洋紙2枚、乾式コ
ピー、(30-32頁）

A4洋紙、乾式コピー、
（30-32頁）

2枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040601400 「森田優三、同夫人インタビュウ」 3月19日
インタビュー原稿･要点
メモ

B5洋紙、大平正芳回
想録刊行会原稿用紙

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040601500 「森誓夫氏」（石油資源開発社長）
インタビュー原稿（三豊
中同期）

B5洋紙、乾式コピー、
(11－17頁）

7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040601600 「長生き」 磯崎叡（国鉄総裁）
一橋同期、九賢会の仲
間

A4洋紙、校正刷
（246-7頁）

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040601700
「想い出の街　張家口」清河会『清河のほとり
で』

小池秋羊
B5洋紙（9頁）、乾式コ
ピー

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040601800
「内蒙の思い出を辿って」「内蒙古追憶の断
想」

近藤達雄、渡部豊
B4洋紙、乾式コピー
（86-89,160-163頁）

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040601900 官報 第3587号 昭和13年12月17日 興亜院事務分掌規程 A3洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040602000 「赤城」 インタビュー原稿
B5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040602100 「磯崎〔叡〕氏」 3月24日
インタビュー原稿（一橋
同期、九賢会の仲間）

B5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）、1-28
頁

28枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第7章 040602200 メモ（紙田千鶴雄氏） 一橋同期、鉄道省 A6コピー用紙 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第8章 040700100 「東久邇宮内閣大蔵大臣日誌」
昭和20年8月17日
～10月8日

大平正芳
鉛筆書にて傍線、赤ペ
ン書にて傍線･削除多
数あり

A4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ、鉛筆・赤
ペン書

56枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040800200 注釈切り抜き
18.2㎝×9.3㎝洋紙、
活版

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040800500 “東久邇宮内閣の退陣”についての切り抜き
18.7㎝×6.8㎝洋紙、
乾式コピー

1枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040800600 「佐藤一郎」

インタビュー原稿（大蔵
一期下）、Ｂ5洋紙7枚と
Ｂ5洋紙11枚がそれぞ
れホッチキスどめ

B5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

18枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040800700 「増田〔健次〕」
インタビュー原稿（高松
高商昭和4年卒、一橋
同期）

B5洋紙、乾式コピー、
鉛筆書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040800800 東久邇宮内閣についての切り抜き B5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040800900 「芳塘随想第六集」からの切り抜き
1枚目に鉛筆書にて
「芳塘随想第六集」とあ
り

B5洋紙・切り抜き2
部、乾式コピー、ホッ
チキスどめ、鉛筆書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040801000 「本田益夫氏」

インタビュー原稿（高商
同期）、1枚目に赤ペン
書にて「本田益夫氏」と
あり

B5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040801100 「山城章」

インタビュー原稿（高松
高商同級、一橋同
窓）、1枚目に鉛筆書に
て「山城章」とあり

B5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040801200 「武野義治」

インタビュー原稿（一橋
同期、外務省入り）、鉛
筆書にて「武野義治」と
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
鉛筆書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040801300 「村山達雄」
インタビュー原稿（大蔵
一期下）、鉛筆書にて
「村山達雄」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040801400 「池田満枝夫人」 3月19日
インタビュー原稿、
「1.55時間」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040801500 「わが青春」 天野四郎 赤鉛筆書にて傍線あり
Ａ5わら半紙2枚・Ａ4わ
ら半紙中折3枚、活
版、赤鉛筆書

5枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040801600 「天野四郎　静岡信用金庫理事長」 7月8日

インタビュー原稿、1枚
目に黒ペン書にて「７／
8　天野四郎静岡信用
金庫理事長」とあり

Ｂ5洋紙、大平正芳回
想録刊行会原稿用
紙、黒ペン書、ホッチ
キスどめ

8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040801700 「優しい兄貴」
谷村裕（東京証券
取引所所長）

大蔵同僚。『大平正芳
回想録　追想編』所収

21.7㎝×17㎝洋紙・
21.7㎝×8.5㎝洋紙、
活版、鉛筆書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040801800
宮沢喜一の津島寿一回想録への記述切り抜
き

各原稿用紙に貼付あり
Ｂ5洋紙、大平正芳回
想録刊行会原稿用
紙、黒ペン・鉛筆書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040801900 「信頼できる人、大平君」 福田赳夫
『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、活版、鉛筆
書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040802000 「終戦のころ」 宮沢喜一
2･3枚目に切り抜き跡
あり。『大平正芳回想
録　追想編』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040802100 「津島寿一先生の思い出」 黒金泰美
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040802200 「橋本清」
インタビュー原稿（高松
高商同級）、鉛筆書に
て「橋本清」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
鉛筆書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040802300 「故大平総理のゴルフ」
佐々木栄一郎（丸
茶社長）

『素顔の代議士』、『大
平正芳全著作集　第１
巻』所収

21.8㎝×19.7㎝わら半
紙1枚、活版、鉛筆書

伝記資料及び草稿 伝記編資料第9章 040802400 「紙田〔千鶴雄〕」

インタビュー原稿、1枚
目に鉛筆書にて「紙
田」とあり（一橋同期、
鉄道省）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040900100 「大蔵大臣財政演説資料」 昭和22年2月3日 給与局
Ａ4洋紙、乾式コピー、
和文タイプ（大日本帝
国政府用箋）

8枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040900200 「共済組合連合会について」
Ａ4洋紙、乾式コピー、
冊子、孔版

26枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040900300 「序文」 大平正芳
活版、国家公務員共済
組合連合会関係

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
（1-10頁）

10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040900400 「稲田登戸病院に寄せる」
国家公務員共済組
合連合会　初代理
事長　今井一男

Ｂ5冊子、活版 10頁

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040900500 「かわらぬ人･大平さん」 後藤田正晴
Ａ4判洋紙、校正刷
（30-31頁）

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040900600 「広島紀念病院三十周年に寄せる」
国家公務員共済組
合連合会初代理事
長　今井一男

手書き
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（国家公務員共済組
合連合会原稿用紙）

27枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040900700 「終戦の頃」 宮澤喜一
Ａ4洋紙、校正刷（72-
73頁）

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040900800 村山達雄インタビュー原稿 大蔵一期下
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）

7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040900900 「斎藤学」
インタビュー原稿（三豊
中同期）

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040901000 コピー用紙

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040901100 「棒樫財政」 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（83-95頁）

7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040901200 「第九節　虎の門病院」

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040901300 「今井」 インタビュー原稿
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）

1枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040901400 「給与局の頃」 昭和45年7月9日 大平正芳
Ｂ4洋紙、乾式コピー
（コクヨ原稿用紙）

9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040901500 「第五章　政府職員共済組合制度」

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040901600 「森永貞一郎氏インタビュー」 3月25日
インタビュー原稿（大蔵
同僚）

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）1-5
頁、23-33頁

16枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040901700 「村山達雄」
インタビュー原稿（大蔵
一期下）

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）49-51
頁

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040901800 「藤井良男氏」（フジタ工業常務）
インタビュー原稿（高松
高商同期カ）

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）22-24
頁

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040901900 「岡本〔貞良〕」
インタビュー原稿（一橋
同期、農林省入り）

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）10-12
頁、70-75頁

9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040902000 「池田夫人」 インタビュー原稿

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）41-42
頁

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040902100 「紙田〔千鶴雄〕」
インタビュー原稿（一橋
同期、鉄道省）

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）63-75
頁

13枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040902200 「池田夫人」 インタビュー原稿
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）5頁

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040902300 「佐藤一郎氏」
インタビュー原稿（大蔵
一期下）

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）112-
133頁

21枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040902400 「森誓夫氏」（石油資源開発社長）
インタビュー原稿（三豊
中同期）

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）17-18
頁

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040902500 「十一　共済組合」『大蔵省回顧録』
『財政つれづれ草』50-
65頁

Ｂ5洋紙、乾式コピー 8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040902600 「一　千八百円水準の問題」 昭和22年10月23日 給与局
Ａ4洋紙、乾式コピー、
和文タイプ

6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040902700 「国家公務員共済組合法案及び施行規則」
Ａ4洋紙、乾式コピー、
和文タイプ（大日本帝
国政府用箋）

16枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第10章 040902800 「今井一男氏」 5月1日 インタビュー原稿

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）1-30
頁

30枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041000100 「森永〔貞一郎〕」
インタビュー原稿（大蔵
同僚）、1枚目に鉛筆書
にて「森永」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

13枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041000200 前川嘉男より伊東正義宛書簡
前川嘉男（大蔵同
僚、前川憲一弟）

伊東正義
1枚目に鉛筆書にて
「11」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

16枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041000300 「上森剛」

インタビュー原稿、1枚
目に鉛筆書にて「上森
剛」とあり（三豊中学一
年後輩）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041000400 上森剛原稿
1枚目に赤ペン書にて
「上森剛」とあり（三豊
中学一年後輩）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
鉛筆・赤ペン書

6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041000500 「赤城」
インタビュー原稿、鉛筆
書にて「赤城」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
鉛筆書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041000600 「斉藤学」
インタビュー原稿、1枚
目に鉛筆書にて「斉藤
学」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

9枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041000700 「大平外相と亡兄〔神原亀太郎〕と賭け」 神原武雄
1枚目に黒ペン書にて
「11」とあり、1枚目に切
り抜き跡あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ぺ
ン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041000800 加地一憲原稿
1枚目に鉛筆書にて
「加治(ママ)一憲」とあ
り（大平甥）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041000900 「ムマ　富江」

インタビュー原稿、2部
あり、洋紙2枚ずつホッ
チキスどめ、1部の1枚
目に鉛筆書にて「ムマ
富江」とあり（大平実
姉、実妹）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041001000 「京阪神大平会」 大平芳数
1枚目に赤ペン書にて
「京阪神大平会　大平
芳数」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041001100 「池田夫人」

インタビュー原稿、2部
あり、洋紙2枚と3枚で
ホッチキスどめ、各部1
枚目に鉛筆書にて「池
田夫人」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041001200 「前田敬二氏テープ」（香川県議会議長カ）
インタビュー原稿、1枚
目に赤ペン書にて「選
挙」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

14枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041001300 「松岡健雄」
インタビュー原稿（三豊
中学同期）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041001400 「村上欽二」
インタビュー原稿（高松
高商同窓）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041001500 「斉藤晋一」（住友ゴム会長）
インタビュー原稿（一橋
同期）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041001600 「ムマ　富江」
インタビュー原稿（大平
実姉、実妹）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
鉛筆書

1枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041001700 村山達雄原稿
1･3枚目に鉛筆書にて
「村山達雄」とあり（大
蔵一期下）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041001800 「津島寿一先生を偲びつつ」 杉田ヨシコ
1枚目に赤ペン書にて
「津島寿一追想録」とあ
り

Ｂ4洋紙3枚・Ｂ5洋紙1
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ、黒ペン・
赤ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041001900 「神原兄弟」
インタビュー原稿、1枚
目に赤ペン書にて「神
原兄弟」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041002000 「佐藤一郎」

インタビュー原稿（大蔵
一期下）、1枚目に赤ペ
ン書にて「佐藤一郎」と
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、赤ペ
ン・鉛筆書

7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041002100 「小学校級友･大広･高橋」

インタビュー原稿、1枚
目に赤ペン書にて「小
学校級友･大広･高橋」
とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041002200 「気になる想い出」
瀬川美能留（野村
證券相談役）

『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、活版、鉛筆
書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041002300 村山達雄原稿
1枚目に鉛筆書にて
「村山達雄」とあり（大
蔵一期下）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

19枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041002400 大平正芳追想録原稿
茂木啓三郎･泉美
乃松・松本正雄・松
岡健雄・黒田忠雄

『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、活版、鉛筆
書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041002500 「アメリカの点描」コピー
1枚目に黒ペン書にて
「財」とあり。『財政つれ
づれ草』143-220頁

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ、黒ペン
書

40枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041002600 「太田誠三郎」

インタビュー原稿（高松
高商同窓）、1枚目に鉛
筆書にて「太田誠三
郎」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

3枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041002700 赤城原稿

2部あり、各1枚目に鉛
筆書にて「赤城」とあ
り、2枚がホッチキスど
め

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041002800 「池田夫人」

インタビュー原稿、2部
あり、各1枚目に鉛筆
書にて「池田夫人」とあ
り、2枚がホッチキスど
め

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041002900 「太田誠三郎」

インタビュー原稿、1枚
目に赤ペン書にて「太
田誠三郎」とあり（高松
高商同窓）

B5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041003000 村山達雄原稿
1枚目に鉛筆書にて
「村山達雄」とあり（大
蔵一期下）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041003100
「登坂重次郎氏」（池田蔵相秘書官、衆院議
員）

昭和56年3月16日
インタビュー原稿、1枚
目に「登坂重次郎氏
56･3･16 40分」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン書

21枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041003200 「池田夫人」
インタビュー原稿、1枚
目に鉛筆書にて「池田
夫人」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041003300 村山達雄原稿
1枚目に鉛筆書にて
「村山達雄」とあり（大
蔵一期下）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第11章 041003400 「太田誠三郎」

インタビュー原稿、1枚
目に赤ペン書にて「太
田誠三郎」とあり（高松
高商同窓）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041100300 「池田夫人」
インタビュー原稿、1枚
目に鉛筆書にて「池田
夫人」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

6枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041100400 「国会断想」

2部あり、9枚と5枚ずつ
ホッチキスどめ、9枚綴
の方に切り抜き跡あ
り、各1枚目に黒ペン書
にて「素」とあり。『素顔
の代議士』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

14枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041100500 「人物鑑賞」

3部あり、8枚と4枚と2
枚でホッチキスどめ、
各1枚目に黒ペン書に
て「素」とあり。『素顔の
代議士』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

14枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041100600 「農村の断面」
1枚目に黒ペン書にて
「素」とあり。『素顔の代
議士』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041100700 「国会断想」
1枚目に黒ペン書にて
「素」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041100900 「政務次官日誌」 昭和53年12月1日 今井勇
1枚目に黒ペン書にて
「今井勇「政務次官日
誌」」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041101000 「財研通信　国会報告特集」 昭和33年7月20日 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
黒ペン・赤ペン書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041101200 「臨時恩給等調査会報告書」 昭和32年11月 臨時恩給等調査会
表紙に鉛筆書にて
「12」とあり

Ｂ5洋紙、冊子35冊、
活版、鉛筆書

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041101300 今井一男原稿
1枚目に鉛筆書にて
「今井一男」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041101400 「謹賀新年国会報告」 昭和31年1月9日 大平正芳 『納税通信』掲載
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

2枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041101500 加地一憲原稿 大平甥
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン・鉛筆書

26枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041101600 「斉藤学氏」

インタビュー原稿、2部
あり、5枚と9枚でホッチ
キスどめ、5枚綴の1･3
枚目と9枚綴の1枚目に
赤ペン書にて「斉藤学」
とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

14枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041101700 村山達雄原稿
1枚目に鉛筆書にて
「村山達雄」とあり（大
蔵一期下）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041101800 「本郷のこと　大平さんを偲んで」 昭和55年12月20日
今城甚造･今城博
美

1枚目に鉛筆書にて
「8」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041101900 赤城原稿
1枚目に鉛筆書にて
「赤城」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
鉛筆書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041102000 「池田夫人」

インタビュー原稿、2部
あり、5枚と9枚でホッチ
キスどめ、各部1枚目
に鉛筆書にて「池田夫
人」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041102100 「斉藤学」
インタビュー原稿、1枚
目に鉛筆書にて「斉藤
学」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041102200 「紙田〔千鶴雄〕」

インタビュー原稿、1枚
目に鉛筆書にて「紙
田」とあり（一橋同期、
鉄道省）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041102300 村上欽二原稿
1枚目に鉛筆書にて
「村上欽二」とあり（高
松高商同窓）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041102400 「親子二代、家族ぐるみで」
藤田一暁（フジタ工
業社長）

鉛筆書にて修正･加筆
あり。『大平正芳回想
録　追想編』所収

Ａ4洋紙、活版、鉛筆
書

1枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041102500 「幹事長室座談会」
1枚目に青ペン書にて
「幹事長室座談会」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、青ペ
ン・赤ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041102600 選挙戦終盤の様子 昭和30年の選挙カ
Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041102700 津島寿一より大平正芳宛書簡（昭和30年） 2月12日 津島寿一 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041102800 「停車運行行程表」
4月11日･15日～18
日

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

14枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041102900 神原兄弟原稿
1枚目に赤ペン書にて
「神原兄弟」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041103000 「サンフランシスコにて」（昭和27年） 10月16日
『大平正芳全著作集
第１巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041103100 「池田提案の狙いとその可能性」 大平正芳
経済時代記事。『大平
正芳全著作集　第２
巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第12・13章 041103200
「内地等において死亡した旧軍人遺族に対す
る特別公務扶助料について」

昭和32年 大平正芳
1枚目に黒ペン書にて
「恩給特報 昭和32年1
月号記事」とあり

Ａ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスど
め、鉛筆・黒ペン書

6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041200100 「アーリントン墓地の丘」等
武内龍次（元外務
次官）

『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、ホッチキスど
め

6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041200200 大平正芳回想録草稿コピー

「藤井良男氏の話」、
「岡本」、「登坂重次郎
氏」、「斉藤晋一」、「森
誓夫氏」、「太田誠三
郎」、「池田夫人」、「今
井一男」、「森永」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

65枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041200300 「底辺と教育」 昭和48年3月
財団法人長欠児童
生徒援護会

Ｂ5変洋紙冊子、活版 187頁

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041200400 「十二年史　自昭和35年　至昭和48年」 昭和48年3月
財団法人長欠児童
生徒援護会

Ｂ5変洋紙冊子、活版 84頁

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041200500 「長欠児童援護会（設立趣旨並に規約）」 昭和34年11月 創立発起人会
『大平正芳全著作集
第２巻』所収

Ｂ5洋紙、活版 5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041200600 「大臣と役人」 昭和31年1月1日 『私の履歴書』所収
Ｂ5洋紙、コピー、ホッ
チキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041200800 「石ころ路　黄十字学園生徒作文集」 財団法人黄十字会 Ａ5冊子、活版 31頁

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041200900 「私はなぜ長欠児童に関心を持つか」 昭和37年8月1日 大平正芳
Ａ5わら半紙冊子、活
版

13頁

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041201000 「池田さんとポスト安保を協議」 Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041201100 大平正芳回想録草稿コピー 「池田夫人」、「森誓夫」
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

16枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041201300 「久保･野原氏インタビュー」 2月17日 インタビュー原稿
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、クリップ
どめ

29枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041201400
「政治家の現代的課題－現代政治家はなに
かを忘れている－」

大平正芳 『経済時代』21巻3号
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041201500 「日米会談の波紋と封ソ交渉」 大平正芳 『経済時代』20巻10号
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041201600
「国会の落書　政治への不信を無くするため
に」

大平正芳 『経済時代』21巻７号
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041201800
「武藤義治」（一橋同期、当時シアトル総領
事）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041201900 「妥当な税制と主税局」　第2671号他 昭和33年8月16日 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

17枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041202000 「大森氏インタビュー」（神崎製紙） インタビュー原稿
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

83枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041202102 「欠席と教育」学校福祉シリーズ（1） 昭和35年6月20日
財団法人　長欠児
童生徒援護会

Ａ5わら半紙冊子32
頁、活版

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041202104 「資料　長欠児童･生徒の問題点」
Ａ5わら半紙冊子、乾
式コピー

8頁

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041202105 「長欠児童･生徒援護会要覧」 昭和35年1月
長欠児童生徒援護
会

Ａ5洋紙冊子、乾式コ
ピー

12頁

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041202107 「祝辞」 加藤藤太郎 高商70周年の祝辞。
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
Ｂ4原稿用紙6枚、青
ペン書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第14章 041202203 「欠席と教育」学校福祉シリーズ第1集
Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

19枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第15章 041300100 「安保騒動の際私は閣議で何を発言したか」
昭和35年5月24日
～昭和35年6月18
日

中曽根康弘
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第15章 041300200 「ふるさとを愛された先生」
香川保（西日本放
送報道制作局次
長）

『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第15章 041300300 「駆けだし記者みた“寛容と忍耐”」 島桂次（NHK記者）
『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第15章 041300400 「痛恨の極み」
竹村吉右衛門（一
橋同窓、安田生命
社長）

『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第15章 041300500 「森永〔貞一郎〕」
インタビュー原稿（大蔵
同僚）

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

5枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第15章 041300600 「開幕のベルは鳴っている」
1960年『エコノミス
ト』別冊

伝記資料及び草稿 伝記編資料第15章 041300700 「久保･野原」原稿 2月17日
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

24枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第15章 041300800 「久保･野原」原稿 2月17日
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

14枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第15章 041300900 メモ
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
鉛筆書、ホッチキスど
め

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041400100 「大平さんを憶う」
田中香苗（元毎日
新聞社長）

題名横に鉛筆書にて
「熟慮した言葉」とあ
り。『大平正芳回想録
追想編』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041400200
「約束を守るということ」『如水会会報』第492
号

昭和46年4月1日 大平正芳 Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041400300 メモ
「大平氏が閣僚として
はじめて入閣したのは
37年7月18日の」とあり

Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041400400
「“クジラ論争”にも悠然、外人記者に好評
だった大平首相」

山下秀雄
Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041400500 「死をかけて遺した安定多数」 福田一
『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041400600 追憶
小野季雄（琴平参
宮電鉄社長）

三豊中学同窓 Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041400700 「大平総理の想い出」
エドウィン･ライシャ
ワー

赤鉛筆書にて矢印等
書込あり。『大平正芳
回想録　追想編』所収

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

37 / 271 



大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041400800 「最近の政局の問題について」 昭和40年12月10日 大平正芳

赤ペン･鉛筆書にて書
込あり。如水会会報
430号掲載。『大平正芳
全著作集　第２巻』所
収

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、クリップ
どめ

73枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041400900 「永田町と霞ヶ関」
黒ペン書にて書込あり
（『私の履歴書』）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041401000 「中国の要人たち」
黒ペン書にて書込あり
（『私の履歴書』）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041401100 「久保･野原氏」 2月24日
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041401400 「池田夫人」
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041401500 「紙田〔千鶴雄〕」 一橋同期、鉄道省
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041401600 「大平さんの想い出」
江戸英雄（三井不
動産会長）

『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第16章 041401700 「二つの出来事」
堀田庄三（住友銀
行名誉会長）

『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041500100 池田入院前後の党内状況報告 昭和39年10月 伊藤昌哉カ
黒マジック･赤ペン書に
て加筆あり

Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

17枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041500200 「又信東京」　第7号 昭和39年12月25日
香川大学経済学部
又信会東京支部

「世界は一つ東京オリ
ンピック－五輪の教え
に倣う－　六回大平正
芳」掲載　赤ペン･黒マ
ジック書にて加筆あり、
蛍光ペンにて囲みあ
り。『大平正芳全著作
集　第２巻』所収

Ｂ4変洋紙、乾式コ
ピー

1枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041500300 「芳友会結成大会」
昭和39年12月12～
13日

芳友会結成準備会
黒マジック･赤ペン書に
て加筆あり

Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙8
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041500500 「久保･野原」

インタビュー原稿、池
田･大平関係につい
て、鉛筆書にて加筆あ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

16枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041500600 大平正樹告別挨拶 昭和39年8月
大平正芳、大平志
げ子

黒マジック書にて加筆
あり

Ｂ5タイプ用紙、和文タ
イプ、ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041500700 「日本外交の座標」 昭和41年5月5日 大平正芳

黒ペン･黒マジック･赤
ペン書にて加筆あり。
『大平正芳全著作集
第２巻』所収

Ａ6洋紙冊子、活版 48頁

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041500800 「胸をうつ大平哲学」
園田清充（参議院
議員）

赤ボールペン書にて傍
線、鉛筆書にて加筆あ
り。『大平正芳回想録
追想編』所収

Ａ4洋紙、活版、ホッチ
キスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041500900 田中角栄証言
赤ボールペン･鉛筆書
にて加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（田中角栄原稿用
紙）、ホッチキスどめ

8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041501000 「池田さんの引退」

黒マジック書にて加筆･
削除、鉛筆書にて加
筆、蛍光ペンにて傍線
あり。『私の履歴書』所
収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041501100 「池田夫人」
インタビュー原稿、鉛筆
書にて加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041501300 「久保･野原」
インタビュー原稿、鉛筆
書にて加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041501400 「池田夫人」
インタビュー原稿、鉛筆
書にて加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041501500 「岡本〔貞良〕」

インタビュー原稿、鉛筆
書にて加筆･削除あり
（一橋同期、農林省入
り）

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）、ホッ
チキスどめ

9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041501600 「木村」
インタビュー原稿、鉛筆
書にて加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041501700 「久保･野原」
インタビュー原稿、鉛筆
書にて加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

16枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041501801 「久保･野原」
インタビュー原稿、青
ボールペン･赤ペン書
にて加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

15枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041501803 「長男正樹との永別」 昭和41年8月 大平正芳カ

鉛筆書にて加筆、蛍光
ペンにて傍線、黒マ
ジック書にて加筆･削除
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041501900 「変革と対応」（『雄心』） 昭和43年3月11日 大平正芳カ

黒マジック書にて削
除、鉛筆書にて加筆あ
り。『大平正芳全著作
集　第３巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041502000 「大平先生と指圧」 石原博司

黒マジック書にて加
筆、赤ボールペン書に
て囲み･加筆、黒ボー
ルペン書にて加筆･囲
みあり

Ｂ5変洋紙、乾式コ
ピー

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第17章 041502100 「宏池会の会長就任の挨拶」 大平正芳
青ペン書にて加筆･修
正･挿入あり

Ｂ5洋紙、大平正芳用
箋、黒ペン書、クリップ
どめ

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041600100 「最近の政局とその問題」 昭和40年12月10日 大平正芳

黒マジック･赤ボールペ
ン書にて加筆あり、如
水会定例晩餐会での
講演

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

40枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041600900 「「青藍会」の誕生」
グレラン製薬社長
柳沢昭

鉛筆書にて修正･加筆
あり。『大平正芳回想
録　追想編』所収

Ａ4洋紙中折、活版 1枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041601000 「暑中御見舞」 昭和42年 大平正芳
観音寺市納税
組合機関紙

黒マジック書にて加筆
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（夕刊新聞社原稿用
紙）

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041601100 「津島寿一先生の一周忌」 昭和43年3月20日 大平正芳

赤ペン･黒マジック書に
て加筆あり。『大平正芳
全著作集　第３巻』所
収

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（自由民主党罫紙）、
ホッチキスどめ

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041601200 「創刊を祝して」 昭和42年11月20日 大平正芳
伊東代議士機関紙投
稿文、黒マジック書に
て加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（財団法人鹿島平和
研究所原稿用紙）、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041601500 「立候補の言葉」 昭和42年 大平正芳
黒マジック･赤ペン書に
て加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041601600 「公報」 昭和42年
黒マジック･赤ペン書に
て加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041601700 「財団法人芳友会について」 昭和39年
設立総会原案、黒マ
ジック書にて加筆あり

Ｂ5洋紙冊子、孔版 19頁

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041602300 総選挙関係演説原稿 昭和42年
鉛筆･黒マジック･赤ペ
ン書にて加筆あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041602400 総選挙関係演説原稿 昭和52年
鉛筆･黒マジック･赤ペ
ン書にて加筆あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

14枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041602500 「瀬戸大橋関係総括質問要旨案」 昭和42年カ 大平正芳
黒マジック･赤ペン書に
て加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041602700 『芳友』第6号 昭和41年8月30日 芳友会事務局

黒マジック書にて加筆
あり、「思想は高く、生
活は低く　大平正芳」掲
載

Ｂ4わら半紙、活版、
両面印刷

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041602800 『芳友』第5号 昭和41年5月25日 芳友会事務局
黒マジック書にて加筆
あり、「四季皆我師也
大平正芳」掲載

Ｂ4わら半紙、活版、
両面印刷

1枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041602900 『芳友』第3号 昭和40年11月10日 芳友会事務局
黒マジック書にて加筆
あり、「アデナウアーの
述懐　大平正芳」掲載

Ｂ4わら半紙、活版、
両面印刷

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041603000 『芳友』第4号 昭和41年1月10日 芳友会事務局
黒マジック書にて加筆
あり、「民主主義とその
規律　大平正芳」掲載

Ｂ4わら半紙、活版、
両面印刷

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041603100 『芳友』第1号 昭和41年1月10日 芳友会事務局

黒マジック書にて加筆
あり、「“日韓問題”の
妥結十余年交渉を解
決した裏話」掲載

Ｂ4わら半紙、活版、
両面印刷

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041603300 「赤城」
インタビュー原稿、鉛筆
書にて加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041603400
京阪神大平会について大田誠三郎インタ
ビュー

インタビュー原稿、鉛筆
書にて加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041603500 瀬戸大橋に関する国会議事録 昭和42年7月19日
黒マジック書にて加筆
あり

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041603600 「畏友宮脇朝男君を偲んで」 大平正芳
黒マジック･鉛筆書にて
加筆あり、雄心会関係

Ｂ5変洋紙、乾式コ
ピー、紙継

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041603700 メモ「戦後の減税総額」 昭和42年
黒マジック･赤ペン書に
て加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041603800 「平和の中の秩序」
黒マジック書にて加筆
あり。日本青年会議所
20周年記念誌のため。

Ｂ4洋紙、乾式コピー
（大平正芳用箋）、ホッ
チキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041604000 選挙支援へのお礼 昭和42年4月8日 大平正芳
黒マジック･赤ペン書に
て加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041604100 激励状案 大平正芳
黒マジック書にて加筆
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041604200 「追悼」 昭和42年3月 安藤千代
鉛筆書にて加筆･削除
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041604300 「わが党政策の重点」
自由新報新年掲載記
事原稿、黒マジック書
にて加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（自由民主党原稿用
紙）、ホッチキスどめ

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041604400 「「ソビエト週報」創刊を祝して」 昭和43年3月26日 大平正芳
黒マジック書にて加筆
あり

Ｂ5洋紙、ホッチキスど
め、乾式コピー

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041604600 『芳友』第2号 昭和40年9月10日 芳友会事務局

黒マジック書にて加筆
あり。「民主主義の真
義マッチーニの言葉」
掲載

Ｂ4わら半紙、活版、
両面印刷

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041604700 『芳友』第7号 昭和42年7月25日 芳友会事務局
黒マジック書にて加筆
あり。「平常心」掲載

Ｂ4わら半紙、活版、
両面印刷

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041604800 『雄心』第6号 昭和43年3月22日 雄心会
黒マジック書にて加筆
あり。「いかに生くべき
か」掲載

タブロイド判、活版、
両面印刷

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041604900 「WhatとHow」『エコノミスト』 昭和42年10月24日 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、手書き

11枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041605000 「立会演説」 昭和42年
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
手書き

10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041605100 「受け身意識からの脱却」 大平正芳
『大平正芳全著作集
第２巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（丸善原稿用紙）

10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041605200 「瀬田に特ダネなくとも」
宇治敏彦（東京新
聞政治部次長）

『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、校正原稿 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041605300 「日米繊維交渉の問題点」 1970年1月19日 日本繊維産業連盟
Ｂ5冊子わら半紙、活
版

11枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041605400 「大平内閣官房長官（1～64）」 昭和56年3月11日 今野耿介
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、クリップ
どめ

64枚

43 / 271 



大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041605500 「私と読書」 昭和40年8月
黒ペン･鉛筆書にて書
込あり。『私の履歴書』
所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041605600 「瀬田の家」 森田一
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041605700
「池田総理がなくなって以後も、よく見えてい
ましたか」

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041605800
「ジョンソン米大統領のベトナム和平演説に
関する緊急質問（案）」

昭和43年4月4日
赤鉛筆書にて書込あ
り。『大平正芳全著作
集　第３巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

23枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041605900 「国際情勢と日本政治の動向」
Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

11枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041606100 「田中角栄氏」草稿
黒ペン書にて「田中角
栄氏」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041606600 「財政の硬直化問題」『エコノミスト』 昭和42年11月21日 大平正芳
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（鹿島平和研究所原
稿用紙）、手書き

13枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041606700 「万人の祭典」『又信東京』 昭和43年11月25日 大平正芳 Ｂ5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041606900 「代表質問（案）」 昭和43年1月30日 大平正芳
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
和文タイプ

11枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041607000 「照一隅」『エコノミスト』 昭和42年12月19日 大平正芳

鉛筆書にて冒頭に「政
調会長就任直後」。『大
平正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー
（コクヨ原稿用紙）、手
書き

7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041607300
官報号外(議員請暇の件　国務大臣の演説に
対する江田三郎君の質疑)

昭和43年1月30日 冊子、活版 16頁

44 / 271 



大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041607400 書簡草稿 昭和42年7月 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（鹿島平和研究所原
稿用紙）、手書き

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041607500 「交友録」 昭和55年8月14日
大阪三品取引所理
事長　神原武雄

文頭にボールペン書に
て「日経掲載　昭和55
年8月14日？」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
手書き

8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041607600 「斎藤学氏」
インタビュー原稿、59-
64頁（三豊中同期）

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）

6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041607700 「加地一憲」
インタビュー原稿（大平
甥）、33-45頁

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）

13枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041607800 「神原武雄」
インタビュー原稿、10-
12頁

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041607900 「神原兄弟の話」 昭和56年2月25日
インタビュー原稿、1-10
頁

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）

10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041608000 「神原兄弟」
インタビュー原稿、13-
16頁、文頭に赤ペン書
にて「江商問題」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041608100 「神原武雄」
インタビュー原稿、17-
35頁、文頭に鉛筆書に
て「江商問題」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041608200
「新技術の進展に伴う塩業政策について
（写）」　中央総発第48号

昭和43年12月25日
塩業組合中央会会
長　大平正芳

日本専売公社
総裁東　海林
武雄

Ｂ5洋紙1枚、乾式コ
ピー、Ｂ4洋紙5枚、乾
式コピー、11頁

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041608300 「首相の孤独」 私の履歴書103-111頁 Ｂ5洋紙、乾式コピー 5枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041608400 「加地一憲」
インタビュー原稿（大平
甥）、27-29頁

Ｂ5洋紙、監視コピー 3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第18章 041608500 「久保、野原氏の話（前半、以后録音不良）」 2月24日
インタビュー原稿、1-30
頁

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）

30枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第19章 041700100 「思いやり深い人　大平先生」
長谷川隆太郎（ア
ラビア石油社長）

鉛筆書にて削除･書込
あり。『大平正芳回想
録　追想編』所収

Ａ4洋紙、活版 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第19章 041700101 「大平通商産業大臣にお仕えして」
大慈弥嘉久（通産
次官）カ

鉛筆書にて書込あり、
041700100に挟み込み

Ａ4洋紙、活版 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第19章 041700300 日米繊維交渉の思い出
宮崎〔輝〕（旭化成
社長）

鉛筆書にて加筆･傍線･
挿入あり。『大平正芳
回想録　追想編』所収

Ａ4変洋紙、活版、ホッ
チキスどめ

伝記資料及び草稿 伝記編資料第19章 041700301 「言行一致の人」 武藤嘉文

鉛筆書にて書込･傍線
あり、041700300に挟
み込み。『大平正芳回
想録　追想編』所収

Ａ4変洋紙、活版

伝記資料及び草稿 伝記編資料第19章 041700400 「公害問題試論メモ」 ＮＨＫ浅野氏
黒ペン書にて書込･削
除、赤ペン書にて書込
あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第19章 041700600 通産大臣時代の大平回想 大平正芳 私の履歴書断片
Ｂ5用紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・鉛筆書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第19章 041700700 森田一による大平評価 森田一
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、赤ペ
ン・青ペン書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第19章 041700800 「村上欽二氏」
インタビュー原稿（高松
高商同窓）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

10枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800100 封筒（繊維連盟決議文） 封筒 1通

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800101 「決議」（日本繊維産業連盟結成の決議） 昭和45年1月19日 日本繊維産業連盟 Ｂ4洋紙、和文タイプ 1枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800102 「日本繊維産業連盟 設立趣意書」 昭和45年1月19日 日本繊維産業連盟 洋紙、活版 1枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800103 「日本繊維産業連盟の設立に際して」 昭和45年1月19日
谷口豊三郎（東洋
紡会長）

Ｂ5洋紙、活版、ホッチ
キスどめ

2枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800104 「委員会第５号議案　当面の運営方針」 Ｂ5洋紙、和文タイプ 1枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800201 「組合員名簿」
日本繊維製品輸出
組合

Ｂ5洋紙、冊子、孔版、
ホッチキスどめ

36頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800202
「会員名簿」（日本化学繊維協会昭和45年1
月）

昭和45年1月 日本化学繊維協会 Ｂ5洋紙、冊子、孔版 34頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800203 「会員名簿」（昭和44年 J.F.K.A工業会） 昭和44年
日本フルファッショ
ンニットウエアー工
業会

Ｂ5洋紙、冊子 7頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800205 「組合員名簿」（日本絹化繊輸出組合）
日本絹化繊輸出組
合

Ａ5変洋紙、冊子、孔
版、ホッチキスどめ

38頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800206 「役員名簿」（日本絹化繊輸出組合）
黒印にて「日本絹化繊
輸出組合」とあり

Ｂ4洋紙、孔版 1枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800207
「組合員名簿」（1970年 日本綿糸布輸出組
合）

昭和45年
日本綿糸布輸出組
合

Ｂ5洋紙、冊子、孔版、
ホッチキスどめ

22頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800208 「役員名簿（付･組合機構）」
日本輸出縫製品工
業組合

Ｂ5洋紙、冊子、孔版 7頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800209 「組合員名簿」（日本靴下工業組合連合会）
日本靴下工業組合
連合会

B4洋紙、孔版 1枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800210
日本メリヤス工業組合連合会 会員･役員名
簿

Ｂ4洋紙、孔版 3枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800211 日本毛整理協会 会員名簿 昭和45年1月 日本毛整理協会
Ｂ5わら半紙、冊子、
孔版

9頁
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伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800212 「社員名簿」（日本染色協会） 昭和45年1月 日本染色協会
Ｂ5洋紙、冊子、孔版、
ホッチキスどめ

12頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800214
「会員名簿　役員名簿」（日本毛織物等工業
組合連合会）

日本毛織物等工業
組合連合会

Ｂ4洋紙、孔版 1枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800215 「会員および役員名簿」
日本絹人繊織物工
業会

Ｂ5洋紙、孔版、ホッチ
キスどめ

4枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800216
「会員名簿」（日本綿スフ織物工業組合連合
会）

昭和45年1月
日本綿スフ織物工
業組合連合会

Ｂ5洋紙、孔版、ホッチ
キスどめ

4枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800217
「会員名簿（日本紡毛紡績工業組合連合会
会員の組合員名簿）」

昭和45年1月
日本紡毛紡績工業
組合連合会

Ｂ5洋紙、冊子、乾式
コピー

10頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800218 「日本羊毛紡績会会員名簿」 昭和45年1月10日 日本羊毛紡績会
Ｂ5わら半紙、冊子、
孔版

17頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800219 「日本紡績協会会員名簿」 昭和45年1月 日本紡績協会 B5洋紙、冊子、孔版 8頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800220 役員名簿（日本繊維産業連盟） Ｂ4わら半紙、孔版 1枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800221 「組合員名簿」（日本毛麻輸出組合） 昭和43年 日本毛麻輸出組合
Ａ5変洋紙、冊子、活
版、ホッチキスどめ

18頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800300 「日米繊維問題の要点」 昭和45年1月19日 日本繊維産業連盟
Ｂ5わら半紙、冊子、
孔版

5頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800400 「繊維産業構造改善対策の概要」 昭和45年1月19日 日本繊維産業連盟
Ｂ5わら半紙、冊子、
孔版

16頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800500 「特恵関税に関する問題点」 昭和45年1月19日 日本繊維産業連盟
Ｂ5わら半紙、冊子、
孔版

10頁

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800600 「池田夫人」 インタビュー原稿
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
黒ペン・鉛筆・赤ペン
書

2枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800700 「増田〔健次〕」
インタビュー原稿（高松
高商昭和4年卒、一橋
同期）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

3枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800800 「上森剛」
インタビュー原稿（三豊
中学一年後輩）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆、赤ペン書

7枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041800900 「70年代経済運営の基調」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、青ペ
ン・黒ペン書

7枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041801000 米国の繊維問題への関心について
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・鉛筆書

6枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041801100 通産大臣当時の大平について
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
鉛筆・黒ペン書

9枚

伝記資料及び草稿
日本繊維産業連盟関
係資料

041801300 アメリカとガットとの関わりについての記事 Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900100 「国際化時代と日本」 昭和45年4月8日
Ｂ4洋紙、ホッチキスど
め、赤ペン・黒ペン・鉛
筆書

22枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900101 目次等について 041900100に挟み込み
Ｂ4洋紙、黒ペン・赤ペ
ン書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900102 「地図と日本の像」 大平正芳 041900100に挟み込み
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900103 加藤藤太郎に関する大平原稿 昭和46年 大平正芳 041900100に挟み込み
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
黒ペン・赤ペン書

7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900104 「約束を守るということ」 大平正芳 041900100に挟み込み
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、赤ペ
ン・黒ペン書

6枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900105 「ナショナリズムの新たな展開」 昭和45年5月13日 大平正芳
1枚目に赤ペン書にて
「旦暮芥考」とあり、
041900100に挟み込み

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
赤ペン・黒ペン書

19枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900106 「津島寿一を追慕して」 昭和46年4月17日 大平正芳 041900100に挟み込み
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・鉛筆・赤ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900200 「姫井忠義君を追慕して」 昭和45年12月10日 大平正芳
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900202 「今後の日米経済」 昭和45年6月25日 大平正芳 041900200に挟み込み
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900203 「新しい創造の契機に」 昭和46年1月23日 大平正芳 041900200に挟み込み
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900204 納税新聞掲載文 昭和45年7月9日 大平正芳 041900200に挟み込み
Ｂ5洋紙、乾式コポー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900205 「政治の伝導体」 昭和45年6月26日 大平正芳 041900200に挟み込み
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900206 「立石道夫君の受賞を祝して」 昭和45年12月5日 大平正芳 041900200に挟み込み
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペンに書込あり

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900207 「夏の信州での一日の清遊」
韮澤嘉雄（世界経
済研究会専務理
事）

041900200に挟み込
み。『大平正芳回想録
追想編』所収

Ｂ4洋紙、活版、鉛筆
書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900208 「山高水清」
小山五郎（三井銀
行会長）

041900207に挟み込
み。『大平正芳回想録
追想編』所収

Ｂ4洋紙、活版、鉛筆
書

1枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900209 「京阪神大平会」 041900200に挟み込み

Ｂ5洋紙1枚、Ｂ6変洋
紙1枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・鉛筆書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900210 「創設四年目を迎えて」 昭和45年12月22日 大平正芳 041900200に挟み込み
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900211 「還暦と自晦」 昭和45年3月12日
041900200に挟み込
み。『大平正芳全著作
集　第３巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・鉛筆書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900212 「歴史的現実　われわれの生き方」 昭和45年4月8日 041900200に挟み込み
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・鉛筆書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900213 「斉藤学氏」

インタビュー原稿、
041900200に挟み込
み、1枚目に赤ペン書
にて「斉藤学」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900214 「平和の中の秩序」 昭和45年9月 大平正芳 041900200に挟み込み
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900400 「木村〔貢〕」（宏池会事務局長）

インタビュー原稿、鉛筆
書にて「池田夫人」とあ
り、同じく鉛筆書にて削
除

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
鉛筆書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900500
「前尾―大平の交替劇に於ける立場」（登坂
重次郎）

1枚目に鉛筆書にて
「登坂重次郎」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・黒ペン書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第21章 041900600 前尾繁三郎、宏池会会長退任の辞
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
鉛筆・黒ペン・赤ペン
書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第23章 042000102
「最近の政治について」（如水会定例晩餐会
講演）

昭和46年8月 042000101に挟み込み

Ｂ5変洋紙、乾式コ
ピー、ホッチキスど
め、赤ペン・黒ペン・鉛
筆書

3枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第23章 042000105 「大平正芳論」
小宮山千秋（政治
評論家）

042000100に挟み込み

Ｂ5変洋紙、乾式コ
ピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆・赤
ペン書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第23章 042000106 「太田誠三郎」

042000100に挟み込
み、インタビュー原稿、
1枚目に赤ペン書にて
「太田誠三郎」とあり
（高松高商同窓）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第23章 042000107 「村上欽二」

インタビュー原稿（高松
高商同窓）、042000101
に挟み込み、1枚目に
赤ペン書にて「村上欽
二」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第23章 042000108 「日本の国土を見直す」 大平正芳
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第23章 042000109 「日本の国土を見直そう」 昭和46年3月29日 大平正芳 042000108に挟み込み
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン・青ペン書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第23章 042000111 「公害をめぐる明暗」 昭和46年4月26日 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・鉛筆・赤ペン書

9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第23章 042000116 「会議の力学」 昭和47年4月 大平正芳
『大平正芳全著作集
第４巻』所収

Ｂ5変洋紙、乾式コ
ピー、黒ペン・鉛筆・赤
ペン書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第23章 042000200 「潮の流れを変えよう」
1枚目に赤ペン書にて
書込･黒ペン書にて書
込･削除あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

24枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第23章 042000201
「経済の軌道修正と財政の役割－通念から
の脱却－」

042000200に挟み込
み、1枚目に赤ペン書
にて書込、黒ペン･鉛筆
書にて書込･削除あり。
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ、黒ペン・
鉛筆・赤ペン書

28枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第23章 042000202 「低開発国と日本」 昭和45年7月 大平正芳

国際時評へのメモあ
り。042000200に挟み
込み。『大平正芳全著
作集　第３巻』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

14枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042100100 「大平正芳氏のこと」
ヘンリー･キッシン
ジャー

Ａ4洋紙、活版、ホッチ
キスどめ、鉛筆・橙色
ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042100200 「世界の政治構造の変化に対応」
田英夫（参議院議
員）

『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、活版、ホッチ
キスどめ、鉛筆書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042100300 「揺れ動く世界と日本」 昭和47年1月 大平正芳 『自由』掲載
Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042100400 「石油危機とエネルギー外交」 藤井
鉛筆書にて「藤井氏」と
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

15枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042100500 「日米友好関係の定着」 藤井
鉛筆書にて「藤井氏」と
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤鉛筆書

7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042100600 「名誉学位」 大平正芳 私の履歴書
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・鉛筆・橙色ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042100700 「日米外交」 大平正芳 私の履歴書
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・鉛筆・橙色ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042100800 「エール大学博士号」 藤井
鉛筆書にて「藤井氏」と
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

5枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042100900 「一橋人」 森田一
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・青ペン・赤ペン書

7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042101000 「日中国交回復」 森田一
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・青ペン・赤ペン書

17枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042101100 「日中国交回復」(2) 森田一
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・青ペン・赤ペン書

11枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042101200 「日中国交正常化」 森田一
1枚目に赤ペン書にて
「日中国交正常化」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、青ペ
ン・赤ペン書

10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042101300 「(三)日中国交正常化」 藤井
1枚目に鉛筆書にて
「藤井氏」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤鉛筆書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042101400 「日米ハワイ会談」 藤井
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤鉛筆書

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042101500 「日中国交の正常化」 私の履歴書
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・鉛筆・橙色ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042101600 「大平正芳回想録 追想編」（原稿）
竹入義勝･田川誠
一･阿部穆･古井喜
実･二階堂進

Ａ4洋紙、活版、鉛筆・
赤ペン書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042101700 「故大平総理の想い出」
ロバート･S･インガ
ソル

1枚目に朱印にて「控」
とあり

Ａ4洋紙、活版、鉛筆・
橙色ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042101900 「対ソ外交について」 森田一
1枚目に赤ペン書にて
「新井-3」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・青ペン・赤ペン書

12枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042102000 「北方領土問題と対ソ外交」 藤井
1枚目に鉛筆書にて
「藤井氏」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤鉛筆書

7枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042102100 「田中内閣訪ソ コミュニケ」 森田一
1枚目に鉛筆書にて
「森田一」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・青ペン書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042102200 「日中航空協定」 森田一
1枚目に鉛筆書にて
「森田一」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042102300 「金大中」 森田一
1枚目に赤ペン書にて
「森田一」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、青ペ
ン・鉛筆・赤ペン書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042102400 「金大中事件の処理」 藤井
1枚目に鉛筆書にて
「藤井氏」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042102500 「経済協力省の創設」 森田一
1枚目に赤ペン書にて
「森田一」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・青ペン・赤ペン書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042102600 「大平外交」 藤井
1枚目に鉛筆書にて
「藤井氏」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・赤鉛筆書

10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042102700 「平衡心と兼愛」 昭和47年12月 大平正芳 『又信会東京会報』

Ａ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスど
め、鉛筆・黒ペン・赤
鉛筆・赤ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042103000 「日中航空協定の締結」 藤井
『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042103100 「三十年ルールのこと」 萩原延寿
Ａ4洋紙、活版、鉛筆
書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042103200 「大平総理と保利茂氏」 岸本弘一
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

41枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042103300
「取扱注意　菊池参事官の帰朝報告につい
て」

昭和46年2月25日 取扱注意 北米二課
1枚目に朱印にて「取
扱注意」とあり

Ｂ5わら半紙22枚、活
版、ホッチキスどめ、
青ペン・赤ペン書

22枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042103500 田中内閣成立の経緯 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・鉛筆・橙色ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042103700 「首脳外交を終えて」 昭和48年12月 大平正芳 『又信会東京会報』

Ａ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン・鉛
筆書

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042103800 「新しい政治家の先駆者大平さん」
黄田多喜夫（元外
務次官）

『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、活版、鉛筆
書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042103900 「岡本〔貞良〕」

インタビュー原稿、鉛筆
書にて「岡本」とあり
（一橋同期、農林省入
り）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042104000 「池田夫人」(前尾－大平関係について)
インタビュー原稿、1枚
目に鉛筆書にて「池田
夫人」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042104100 「村上欽二」(貿易関係)

インタビュー原稿（高松
高商同窓）、1枚目に赤
ペン書にて「村上欽二」
とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、赤ペ
ン・鉛筆書

5枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042104200 「武野義治」

インタビュー原稿（一橋
同期、外務省入り）、鉛
筆書にて「武野義治」と
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
鉛筆書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042104300 「斉藤晋一」
インタビュー原稿、鉛筆
書にて「斉藤晋一」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
鉛筆書

1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第24・25章 042104400 『芳友』（昭和43年9月10日） 昭和43年9月10日
「ロバート・ケネデイの
死」掲載

タブロイド判、黒ペン・
赤ペン書

1部

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042200100
「経済の非常事態を乗り切るため」『財政経済
弘報』第1438号

昭和46年12月6･13
日

大平正芳
Ｂ4変洋紙、乾式コ
ピー

1枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042200200 「混沌の日々（迷走国会）」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

28枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042200300 「4．日暮硯」 大平正芳

昭和45年10月11日日
経「座右の書」のため
の寄稿。『大平正芳全
著作集　第３巻』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042200400 「財政危機宣言と財政硬直化問題」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042200700
「大平大蔵大臣に聞く　日本経済の新しい軌
道」

昭和50年10月
Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042200900 「サンファン･サミット」 森田一
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042201100
「大（平）さんの海外出張にお伴して」、「細い
目で遠いところを」

森永貞一郎、竹内
道雄（日本輸出入
銀行総裁）

『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042201200 「赤字国債発行の功罪」 森田一
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042201500 「所感」 昭和50年5月 大平正芳 Ａ4洋紙、コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042201600 「教えられることの多かった友人」
川口勲（三井アルミ
社長）

『大平正芳回想録　追
想編』所収（一橋同窓）

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042201700 「故大平正芳氏を偲んで」
伊部恭之助（住友
銀行会長）

『大平正芳回想録　追
想編』所収

Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042202000
「内外経済情勢の変化と当面の財政金融政
策　大平正芳（大蔵大臣）」

昭和49年12月 大平正芳
Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042202100
「低成長時代の財政･金融－景気判断のモノ
サシを変える－」

昭和50年1月 下村治との対談
Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚
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伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042202200 「2．財政負担増加要因への取り組み」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

8枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042202300 「1　蔵相就任時の経済、財政の状況」
「財政危機宣言と大平
財政」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042202500 「数々のおしえ」
高木文雄（国鉄総
裁）

Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042202700 「6．昭和51年度予算編成」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

11枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042202800 「5．酒、タバコ関連法案と50年度補正予算」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

10枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042202900 「3．昭和50年度予算編成」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第26章 042203000 「経済の停滞と不況の中で」
『大平正芳全著作集
第４巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第27章 042300100 「失った唯一の特ダネの機会」
青木徹郎（TBS報
道部副部長）

Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第27章 042300200 「椎名裁定のとき」 森田一
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚

伝記資料及び草稿 伝記編資料第27章 042300300 「混沌の日々　努力の二重構造、三木体制」
裏に鉛筆書にて書込あ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

34枚

伝記資料及び草稿
部外秘大臣経歴関係
（文官普通恩給関係）

042400100
「部外秘大臣経歴関係（文官普通恩給関
係）」

部外秘
Ｂ5冊子、黒ペン・青ペ
ン・鉛筆書、活版

1冊

伝記資料及び草稿
総理時代お国入り挨拶
元原稿

042500100 「高松市民会館」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

41枚

伝記資料及び草稿
総理時代お国入り挨拶
元原稿

042500200 「三本松高校体育館での記念講演」 Ｂ5洋紙、乾式コピー 29枚
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伝記資料及び草稿
総理時代お国入り挨拶
元原稿

042500300 「大野原にて」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

5枚

伝記資料及び草稿
総理時代お国入り挨拶
元原稿

042500400
「高松国際ホテル歓迎レセプション（祝賀会）
での挨拶」

Ｂ5洋紙、乾式コピー 16枚

伝記資料及び草稿
総理時代お国入り挨拶
元原稿

042500500 「高松空港での第一声」 Ｂ5洋紙、乾式コピー 4枚

伝記資料及び草稿
総理時代お国入り挨拶
元原稿

042500600 「善通寺弔」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

23枚

伝記資料及び草稿
総理時代お国入り挨拶
元原稿

042500700 「丸亀市」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

25枚

伝記資料及び草稿 訪米時の資料 042600100

「ADMINISTRATIVE POLICY SPEECH BY
PRIME MINIS-TER MASAYOSHI OHIRA AT
THE EIGHTY-SEVENTH SES-SION OF THE
NATIONAL DIET」

昭和54年1月25日 外務省 同件2部あり Ｂ5洋紙冊子、活版 10頁

伝記資料及び草稿 訪米時の資料 042600200 「Masayoshi Ohira」 昭和54年 外務省
Ａ4洋紙冊子、カラー
印刷

10頁

伝記資料及び草稿 訪米時の資料 042600300 「Facts and Figures of Japan」 昭和53年
Foreign Press
Center

同件2部あり Ａ5洋紙冊子、活版 88頁

伝記資料及び草稿 訪米時の資料 042600400
「JAPAN-U.S.RELATIONS SOME FACTS
AND FIGURES」

昭和54年 外務省
Ａ4洋紙、活版、ホッチ
キスどめ

12枚

伝記資料及び草稿 訪米時の資料 042600500
「JAPAN'S POSITIONON SELECTED
FOREIGN POLICY ISSUES」

昭和54年 外務省
Ａ4洋紙、活版、ホッチ
キスどめ

14枚

伝記資料及び草稿 訪米時の資料 042600600 「JAPAN IN THE WORLD ECONOMY」 昭和54年 外務省
Ａ4洋紙、活版、ホッチ
キスどめ

11枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042700100 「諸外国訪問の際の演説等」（未定稿）

Ｂ5洋紙65枚、Ａ4洋紙
5枚、活版、青ペン書、
乾式コピー、クリップ
どめ

70枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042700200
「モスクワ･オリンピック問題に関する政府の
意向の伝達について」

昭和55年2月1日 Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚
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伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042700300 「官房長官談話　対イラン経済措置について」 昭和55年5月23日
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042700400 「内閣総理大臣談話」 昭和55年5月5日 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042700500 「華国鋒総理の大平総理私邸訪問」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042700600 「カーター大統領の大平総理私邸訪問」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042700700
カーター米大統領、フレーザー豪大統領から
の電報等

昭和55年7月10日
Jimmy Carter、
Malcolm Fraser等

Ｂ5変洋紙1枚、Ａ4洋
紙3枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042700800
「内閣総理大臣と知事（地方行政連絡会議代
表）との懇談会の概要」

昭和54年7月19日 自治省
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

15枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042701000
「第1回国際障害者年特別委員会 内閣総理
大臣挨拶」

昭和55年5月13日
Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042701100 「総理にきく　合意の政治と決断」 1月22日 総合テレビ、鼎談
B5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

12枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042701300 「日本記者クラブにおける講演」 昭和54年1月22日
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042701400
「Restoration of Art Works in the Possession
of the Venice Oriental Art Museum」 F.P.C
Press Release No.232(A)

昭和55年6月21日 Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042701500 「総理大臣あいさつ」 昭和54年7月25日 大平正芳
全国都道府県議会議
長会第73回定例総会
挨拶

Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042701600 第56回全国市議会議長定期総会あいさつ 昭和55年5月28日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

3枚
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伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042701700
全国町村議会議長会創立30周年記念式典あ
いさつ等

昭和54年11月28日 大平正芳

全国町村長大会あいさ
つ（Ｂ4洋紙中折1枚、Ｂ
5洋紙1枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ）

Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042701800 日本山岳会チョモランマ登頂祝辞 昭和55年5月26日 同件2部あり
Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042701900 「放送連合会世界会議開会式祝辞」 昭和55年2月28日 大平正芳 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042702000
「第17次地方制度調査会第13回総会におけ
る内閣総理大臣挨拶」

昭和54年7月11日
Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042702100 「弔辞」 昭和54年4月11日
亀山孝一先生の弔辞、
同件2部あり

Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042702200 「総裁」 大平正芳
第18回自由民主党青
年議員連盟全国大会
挨拶

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042702300
「経団連評議員会における内閣総理大臣挨
拶」

昭和53年12月15日
Ｂ4洋紙4枚、Ｂ5洋紙2
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

6枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042702600 「挨拶速記録　大平総裁出陣式」 昭和55年6月19日 作成者、熊野靖子
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

18枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042702700
「来賓挨拶（要旨）国民合意の政治、来年以
降薄日のさす経済を」経団連週報1406

昭和53年12月21日
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042702800
「内外記者会見における大平総理の冒頭発
言（案）」

昭和54年6月21日
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042702900
「By Masayoshi Ohira Prime Minister of
Japan」

昭和55年4月6日
第6回LNG拡大国際会
議での大平首相演説、
同件2部あり

Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042703000 「松野氏辞任についての総理コメント」 昭和54年7月25日 Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

61 / 271 
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伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042703100
「講演要旨」（昭和54年度自民党夏季研修
会）

昭和54年8月22、26
日

同件2部あり Ｂ5洋紙冊子、活版 9頁

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042703200
「外国人記者クラブにおける総理スピーチ（大
綱）」

昭和55年4月17日
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

11枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042703300 「年頭にあたって」 昭和55年1月1日 大平正芳
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042703400 当選演説 昭和54年10月7日 大平正芳 同件2部あり Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042703500
「日本･ニュージーランド共同新聞発表（仮
訳）」

昭和55年1月18日
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042703600 「内閣総理大臣祝辞」 昭和55年5月14日 大平正芳
第10回国際経済協力
シンポジウムにおいて

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042703700

「Summary of Speech by Prime Minister
Masayoshi Ohira at the Professional
Luncheon of the Foreign Correspondents
Club of Japan」

昭和55年4月17日
Foreign Press
Center Japan

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

11枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042703800 「内閣総理大臣あいさつ」 昭和55年3月18日 大平正芳

財団法人日本生産性
本部創立25周年記念
式典において、同件2
部あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042704100 「全国戦没者追悼式における式辞」 昭和54年8月15日 大平正芳 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042704200 「祝辞（案）」 昭和54年6月15日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折2枚、Ｂ5
洋紙1枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042704300 「あいさつ」 昭和54年3月15日 大平正芳
日本商工会議所第49
回通常会員総会での
あいさつ

Ｂ4洋紙中折3枚、Ｂ5
洋紙1枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042704400 「大平内閣総理大臣挨拶」 昭和54年9月20日 大平正芳
昭和五十四年度全国
証券大会において

Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

3枚
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伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042704500
「来賓挨拶（要旨）景気中立型の予算編成を」
経団連週報1459

昭和54年12月27日 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042704600 「内閣総理大臣挨拶」 昭和55年5月28日 大平正芳
全国中小企業団体中
央会において

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

8枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042704900
「大平首相/村松英子さん　順風満帆の“大平
丸”」『自由新報』

昭和54年1月2･9日
「大平首相/村松英子さ
ん　順風満帆の“大平
丸”」所収

Ａ3変洋紙、乾式コ
ピー

1枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042705000
「政治家の資産と収支の公開の取扱いにつ
いて」、「政治倫理確立のための基本的な問
題等について」

昭和54年7月20日
付箋、紙等の貼り付け
あり、赤鉛筆書にて訂
正等あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキス・クリップど
め

12枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042705100
「開催にあたっての総理挨拶」、「提言を受け
ての総理挨拶」

昭和54年5月31日
ダグラス･グラマン問題
に関する協議会開催に
際して

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキス・クリップど
め

14枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042705200 「総理にきく　若い世代からの注文」 3月17日
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

14枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042705900 「祝辞」 昭和54年11月27日 大平正芳
軍恩連盟全国連合会
25周年記念大会にお
いて

Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042706000 「祝辞（案）」 昭和55年4月18日 大平正芳
第12回愛育班員全国
大会において

Ｂ4洋紙中折1枚、Ｂ5
洋紙1枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042706100
「会計検査院創立百年記念式典大平内閣総
理大臣祝辞（案）」

昭和55年3月5日 大平正芳 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042706200
「ごあいさつ（世界と日本のこども展開会式に
よせて）」

Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042706300
「第16回生命保険大会における大平内閣総
理大臣挨拶」

昭和54年9月11日
Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

5枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042706400 「日本会主催「世界総調和の日」あいさつ」 昭和54年8月15日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

2枚
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伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042706500 「総理大臣あいさつ」 昭和54年10月16日 大平正芳
第15回全国農業協同
組合大会において

Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042706600 「内閣総理大臣祝辞（案）」 昭和54年10月18日 大平正芳
更生保護制度施行30
周年記念全国大会に
おいて

Ｂ4洋紙中折、Ｂ5洋
紙、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

1枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042706700
「第31回中小企業団体全国大会 内閣総理大
臣メッセージ」、社会保障制度審議会三十周
年記念式典あいさつ（案）

昭和54年9月19日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折4枚、Ｂ5
洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

1枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042706800 「内閣総理大臣あいさつ」 昭和55年3月19日 大平正芳
日本商工会議所会員
総会において

Ｂ4洋紙中折3枚、Ｂ5
洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

1枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042706900
「地域産業安定化促進「商工会全国大会」内
閣総理大臣あいさつ」

昭和54年11月22日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

5枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042707000
「社会経済国民会議年次総会における内閣
総理大臣挨拶」

昭和54年6月19日
Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042707100
「国際協調による問題の解決を」『経団連週
報増刊』第1429号

昭和54年5月31日
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿
総理遺稿集「収録せ
ず」

042707200 「内閣総理大臣挨拶」 昭和54年5月24日 大平正芳
全国中小企業団体中
央会通常総会において

Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿 派閥40日 042800100 昭和54年9月～11月間の選挙関連日程表 昭和54年 赤鉛筆書にて書込あり
Ｂ4洋紙4枚（同件3部
あり）、Ｂ5洋紙2枚、乾
式コピー、クリップどめ

6枚

伝記資料及び草稿 派閥40日 042800300 「寝返り議員一覧表」 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 派閥40日 042800600 昭和51年以降の主要事実関係年表
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

33枚

伝記資料及び草稿 参考資料大蔵省 042900100 「興亜院より復帰後の履歴」 昭和27年 大蔵省 鉛筆書にて加筆あり
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

7枚

64 / 271 
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伝記資料及び草稿 参考資料大蔵省 042900200
「興亜院出向時（昭和十四年十二月）迄の履
歴」

昭和14年12月
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 参考資料大蔵省 042900300 「京阪神大平会調査（修正分）」 昭和56年3月8日 総務課 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 参考資料大蔵省 042900400 「辞令の署名印」 鉛筆書にて加筆あり Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043000100
「大平正芳回想録刊行会　第1回編集委員会
議事」

昭和55年10月13日
第1回編集委員会議事
のメモあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043000200 政界関係寄稿依頼案
赤ペン、青ペン書にて
加筆あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043000300 「大平正芳回想録刊行趣意書」 昭和55年10月15日
大平正芳回想録刊
行会　世話人伊東
正義、森永貞一郎

Ｂ4洋紙、ホッチキスど
め

2枚

伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043000500 大平正芳関係者一覧 同件3部あり
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043000600
「故大平正芳追悼記念事業の実施について
（案）」

昭和55年8月7日
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043000700 「財団についての検討事項」
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043000800 「大平正芳氏の回顧録の作成（実施要領）」
黒ペン書にて加筆多数
あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043000900 「大平正芳氏の回顧録の作成（実施要領）」
Ｂ5通商産業省原稿用
紙、黒ボールペン・鉛
筆書、クリップどめ

6枚

伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043001000 「大平正芳氏の回顧録の作成」 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043001100 大平正芳交友関係一覧
Ｂ5大平正芳用箋、黒
ペン・鉛筆書、クリップ
どめ

4枚
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伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043001200 「大平正芳回想録刊行趣意書」 昭和55年10月15日
大平正芳回想録刊
行会　世話人 伊東
正義、森永貞一郎

同件3部あり、赤ペン書
にて加筆あり

Ａ4変洋紙、乾式コ
ピー、継紙

3枚

伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043001300 「故大平正芳氏追悼文のお願い」 昭和55年10月15日
大平正芳回想録刊
行会世話人　伊東
正義、森永貞一郎

同件2部あり
Ａ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

2枚

伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043001400 回想録第2巻伝記編編集案
Ｂ4青罫紙、黒ペン
書、クリップどめ

4枚

伝記資料及び草稿 回想録刊行準備 043001500 「大平正芳回想録伝記編目次（案）」 昭和56年5月6日
赤ペン･黒マジック書に
て加筆多数あり

Ｂ4洋紙2枚、Ｂ5洋紙1
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 逝去後スクラップ 043100100 「故大平正芳逝去一〇〇日記念式」 昭和55年9月19日
Ｂ5鳥の子紙、活版、
両面印刷

1枚

伝記資料及び草稿 逝去後スクラップ 043100400 「「大平首相の遺体解剖」『如水会報』」 昭和55年10月
「大平首相の遺体解剖
植松正」所収、黒ボー
ルペン書にて加筆あり

Ｂ5変洋紙、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 逝去後スクラップ 043100500 大平正芳追悼文複写

「大平さんの憶い出
森永貞一郎」（『ファイ
ナンス』昭和55年7月10
日、176号）、「「大平総
理の想い出」宮武支部
長に聞く」「大平さんを
偲んで　又信会副会長
村尾穂積」（「大阪又信
会報」昭和56年6月5
日、18）、「故大平総理
の思い出　高商五回小
林敬三」「故大平総理と
亡兄と私　高商七回神
原武雄」（出典不明）あ
り

Ｂ4わら半紙、乾式コ
ピー、クリップどめ

8枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043300100
記者会見における大平蔵相発言要旨（財政
問題関係）

昭和49年8月19日
～昭和50年12月11
日

鉛筆･赤鉛筆･黒ペン書
にて加筆･削除多数あ
り

Ｂ4洋紙16枚・Ｂ5洋紙
2枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ・クリップど
め

18枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043300200 「財政危機宣言と大平財政」

元原稿はジュリスト原
稿用紙を使用、1枚目
に赤マジック書にて
「①」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚
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伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043300300
「第七十七回国会における大平大蔵大臣の
財政演説」

昭和51年1月23日 Ｂ5洋紙冊子、活版 14頁

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043300400
「大平大蔵大臣就任後の記者会見要旨」事
務連絡(46)

昭和49年7月16日
大蔵省大臣官房文
書課広報室長亀井
敬之

Ｂ5洋紙2枚、Ｂ4洋紙2
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

6枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043300500
「大平大蔵大臣の各社別記者会見における
発言の要点」

昭和49年7月17日
大蔵省大臣官房文
書課広報室

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043300700 「2　49年産米価問題」
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（ジュリスト原稿用
紙）、ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043300800 「記者会見（生産者米価決定後）」 7月22日 Ｂ4洋紙、乾式コピー

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043300900 原稿（米価関係）
元原稿はジュリスト原
稿用紙

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043301000 「生産者米価決定後の会見」 9月6日 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043301100 「3　昭和49年度補正予算」
元原稿はジュリスト原
稿用紙

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043301200
「第七十四回国会における大平大蔵大臣の
財政演説」

昭和49年12月14日
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043301300 「4　昭和50年度予算編成」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043301400
「大平大蔵大臣の記者会見における発言要
旨」事務連絡(93)

昭和49年12月19日
大臣官房文書課広
報室長　亀井敬之

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043301500 原稿（50年度予算）
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043301600
「50年度予算省議を了えての記者会見」事務
連絡（108）

昭和50年1月3日
大臣官房文書課広
報室長

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚
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伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043301700 復活要求進行中の時点での大臣懇談要旨 昭和50年1月6日 大蔵省
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

1枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043301800 「予算大臣折衝後の記者会見」 昭和50年1月10日
赤マジック書にて囲み
2ヵ所あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043301900
「第七十五回国会における大平大蔵大臣の
財政演説」

昭和50年1月24日
赤マジック書にて囲み
2ヵ所あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043302000 「5　財政危機宣言」
元原稿はジュリスト原
稿用紙

Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043302100
「大臣懇談より　経済の現状認識を問われ
て」

昭和50年2月20日 大蔵省
Ｂ4洋紙、Ｂ5洋紙、乾
式コピー、ホッチキス
どめ

1枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043302200 原稿（財政事情について）
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（ジュリスト原稿用
紙）、ホッチキスどめ

6枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043302400 記者会見要旨 4月12日 Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043302500 「歳入不足問題にふれて」 昭和50年4月17日
赤マジック書にて加筆
あり

Ｂ4洋紙2枚、Ｂ5洋紙2
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043302600 「6　財政硬直化問題」
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（ジュリスト原稿用
紙）、ホッチキスどめ

8枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043302700
「大平大蔵大臣の記者会見における発言要
旨」事務連絡(36)

昭和50年7月5日
大蔵官房文書課広
報室長 亀井敬之

Ｂ4洋紙4枚・Ｂ5洋紙1
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

5枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043302800 「大臣懇談より」 昭和50年4月24日
赤マジック書にて加筆
あり

Ｂ4洋紙1枚、Ｂ5洋紙1
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

2枚
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伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043302900 原稿
赤マジック書にて加筆
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

10枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043303000
「第七十六回国会における大平大蔵大臣の
財政演説」

昭和50年10月17日
赤マジック書にて加筆
あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043303100 「8　昭和51年度予算編成」
赤マジック書にて加筆
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（ジュリスト原稿用
紙）、ホッチキスどめ

6枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043303200
「第七十七回国会における大平大蔵大臣の
財政演説」

昭和51年1月23日
赤ボールペン書にて囲
みあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043303300
「記者懇談より（予算編成の最中、政情にふ
れて）」

大蔵省 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043303400
「大臣折衝後の記者会見より　51年度予算に
ふれて」

昭和50年12月29日 Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043303500 「記者会見より（51年度予算追認閣議後）」 昭和50年12月31日
Ｂ4洋紙1枚、Ｂ5洋紙1
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043303600
「記者懇談より　ジャマイカ出張及び同日の
財政演説にふれて」

昭和51年1日23日 大蔵省
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043303700 「51年5月14日記者会見より」 昭和51年5月14日
元原稿は大平正芳回
想録刊行会原稿用紙

Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043303800
「大臣懇談より　公社職員ベースアップと財政
の関連にふれて」

昭和51年5月18日 大蔵省
Ｂ4洋紙1枚、Ｂ5洋紙1
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043303900
「大平大蔵大臣の記者会見における発言要
旨」文書番号　事務連絡(22)

昭和51年5月24日
大蔵省大臣官房文
書課広報室長長富
祐郎

Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙1
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

2枚
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伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043304000 「9　51年度補正予算と52年度予算編成」

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（大平正芳回想録刊
行会原稿用紙）、ホッ
チキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043304100 「記者会見より　所得税減税について」 昭和51年10月15日
Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙1
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043304200 「むすび」
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（ジュリスト原稿用
紙）、ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043304300
「大蔵省を去られるに当っての記者会見」事
務連絡(92)

昭和51年12月24日
大蔵省大臣官房文
書課広報室　篠沢
恭介

Ｂ4洋紙1枚、Ｂ5洋紙2
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043305400 「大臣発言より（財政問題に関係するもの）」
昭和49年8月～昭
和50年12月

Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙
17枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

18枚

伝記資料及び草稿 資料大蔵大臣時代 043305500 「参考資料」
鉛筆･赤鉛筆書にて加
筆･削除多数あり

Ｂ5洋紙1枚、東京国
税局茶罫紙、鉛筆書、
Ｂ4洋紙63枚、Ｂ5洋紙
6枚、乾式コピー、ク
リップどめ

70枚

伝記資料及び草稿 総理時代日程 043400000 「総理時代日程」
昭和53年12月7日
～昭和55年5月28
日

福川伸次
封筒表に黒ペン書にて
「総理時代日程　福川
氏より」とあり

封筒1枚、Ｂ4洋紙218
枚、乾式コピー

219枚

伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043500100
「日本の新世紀の開幕」政策提言「潮の流れ
を変えよう」シリーズⅠ

昭和46年9月1日 大平正芳 Ｂ5変洋紙冊子、活版 12頁

伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043500200
「経済の軌道修正と財政の役割－通念から
の脱却－」

昭和46年9月28日 大平正芳 同件2部あり Ｂ5洋紙冊子、活版 10頁

伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043500300
「経済の非常事態を乗り切るために－緊急財
政対策臨時措置法を提案する－」

昭和46年11月17日 大平正芳 同件2部あり Ｂ5洋紙冊子、活版 8頁

伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043500400
「新世紀の幕を開くために－公債政策につい
て重ねて提言する－」

昭和46年12月16日 大平正芳 Ｂ5洋紙冊子、活版 9頁
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伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043500500
「平和国家の行動原則－量から質へ、ハード
からソフトへ、そしてナショナルからグロ－バ
ルへ－」

昭和47年5月8日 大平正芳 Ｂ5洋紙冊子、活版 17頁

伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043500600 「党情報告」 昭和51年1月21日
自由民主党幹事長
中曽根康弘

第31回自由民主党大
会資料

Ｂ5洋紙冊子、活版 11頁

伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043500700
「時局に対する提言－政治力の回復を求め
て－」

昭和51年8月29日 大平正芳 Ｂ5洋紙冊子、活版 8頁

伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043500800 「党情報告」 昭和52年1月26日
自由民主党幹事長
大平正芳

第32回自由民主党大
会資料

Ｂ5洋紙冊子、活版 11頁

伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043500900 「党改革に関する報告」 昭和52年4月25日
自由民主党幹事長
大平正芳

自由民主党改革･躍進
総決起大会資料、裏表
紙に鉛筆書にて書込あ
り

Ｂ5洋紙冊子、活版 9頁

伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043501000 「党情報告」 昭和53年1月20日
自由民主党幹事長
大平正芳

第34回自由民主党大
会資料

Ｂ5洋紙冊子、活版 10頁

伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043501100 「確かな未来を求めて」 昭和53年8月
自由民主党幹事長
大平正芳

同件2部あり
Ｂ4洋紙、活版、ホッチ
キスどめ

3枚

伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043501200 「大平正芳の政策要綱資料」 昭和53年11月27日 Ｂ5洋紙冊子、活版 64頁

伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043501300
「第七十七回国会における大平大蔵大臣の
財政演説」

昭和51年1月23日 Ｂ5洋紙冊子、活版 14頁

伝記資料及び草稿
提言、党情報告昭51昭
52昭53、政策綱領資料

043501400 「転換の時代と政治運営の指針」 昭和52年
自由民主党幹事長
大平正芳

昭和52年第1回自由民
主党研修会基調演説

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿 総括資料訪米54年 043600100
「日本政府より米国文化団体に対する資金援
助（案）」

昭和54年4月9日 外務省
朱印にて洋紙右上に
「秘　無期限」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚
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伝記資料及び草稿 総括資料訪米54年 043600200 「日米首脳会議発言要領（案）」等 昭和54年

朱印にて洋紙右上に
「極秘　無期限」とあ
り。「日米首脳会談の
キャッチフレーズ」、「橋
本ーバード会談用」、
「東京サミットエネル
ギー準備会合の検討
結果（メモ）秘」、「日米
脳裏水産物貿易関
係」、「総理訪米」、「新
経済社会７ヵ年計画の
基本構想」、「牛場・
Strauss」、「総理訪米ま
でに検討すべき個別経
済問題」、「総理訪米に
むけて検討すべき事
項」、「総理御訪米の際
の共同コミュニケとの
関連で検討すべき事項
（経済問題部分）」、「総
理御訪米までに検討す
べきミクロ経済面の個
別事項」、「日米通商円
滑化委員会（TFC）懸
案」、「園田外務大臣訪
米報告ー日米経済関
係ー」、「日米首脳会談
について（案）」

Ｂ4洋紙22枚、Ｂ5洋紙
6枚、乾式コピー、ク
リップどめ

28枚

伝記資料及び草稿 総括資料訪米54年 043600300 「日米首脳会議共同声明及び共同発表集」 昭和54年4月
外務省アメリカ局
北米第一課

Ｂ5洋紙冊子、活版 128頁

伝記資料及び草稿 総括資料訪米54年 043600400 「歴代総理訪米に関する行事等」 昭和54年3月27日 取扱注意 外務省 「取扱注意」
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿
米・中・ソ関係主要年表
ニクソン声明

043700100 「ニクソン声明」 昭和46年7月16日

Text of Presidential
Statement Made from
Western White House
at 7:30 p.m. PDの本文
と翻訳

Ｂ4洋紙中折4枚、Ｂ5
変洋紙1枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

5枚

伝記資料及び草稿
米・中・ソ関係主要年表
ニクソン声明

043700200 「米･中･ソ関係主要年表（1968年1月以降）」 昭和46年7月27日 中国課
Ｂ4わら半紙、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

17枚

伝記資料及び草稿
回想録資料編年譜元
原稿

043800100 回想録資料編年譜元原稿 昭和53年12月
26㎝×9㎝洋紙、黒ペ
ン書

137枚
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伝記資料及び草稿 弔辞 043900100 「故大平正芳閣下　御霊位」 昭和55年6月 荻須高徳 巻紙、封書 1枚

伝記資料及び草稿 弔辞 043900200 「弔辞」 昭和55年7月9日 佐伯信隆 巻紙 1枚

伝記資料及び草稿 弔辞 043900300 「弔詞　衆議院」 昭和55年7月9日 衆議院 Ａ3鳥の子紙、包紙 1枚

伝記資料及び草稿 弔辞 043900400 弔詞　参議院 昭和55年7月9日 参議院 Ａ3鳥の子紙、包紙 1枚

伝記資料及び草稿 弔辞 043900500 「弔辞　自由民主党副総裁西村英一」 昭和55年7月9日 巻紙、包紙 1枚

伝記資料及び草稿 弔辞 043900600 「追悼の辞」 昭和55年7月9日 服部髙顕 巻紙、包紙 1枚

伝記資料及び草稿 弔辞 043900700 弔辞 昭和55年7月9日 森永貞一郎 巻紙、包紙 1枚

伝記資料及び草稿 弔辞 043900800 弔辞 昭和55年7月9日 伊藤正義 巻紙、包紙 1枚

伝記資料及び草稿 回想録資料年表他 044000100 回想録資料年表
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
赤鉛筆書、クリップど
め

49枚

伝記資料及び草稿 回想録資料年表他 044000200 大平正芳履歴
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

14枚

伝記資料及び草稿 回想録資料年表他 044000301 「スウェーデン社会研究所」
本件は044000300の2
～3頁間に挟み込み

Ｂ5日本大学経済集志
原稿用紙、黒ペン・赤
鉛筆書

1枚

伝記資料及び草稿 回想録資料年表他 044000500 回想録執筆候補者名簿

Ｂ4洋紙、コクヨ青罫
紙、黒ペン・赤ペン・赤
鉛筆・青鉛筆・黄ペン
書、クリップどめ、ホッ
チキスどめ

13枚

伝記資料及び草稿
回想録刊行記者懇談メ
モ

044100000 「回想録刊行記者懇談メモ」 昭和57年5月14日

Ｂ4洋紙1枚、乾式コ
ピー、Ｂ4コクヨ青罫紙
3枚、鉛筆書、一部
ホッチキスどめ、封筒
1枚

4枚
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伝記資料及び草稿 資料（未使用分含） 044200100 回想録伝記編複写
赤マジック書にて加筆
あり

Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 資料（未使用分含） 044200200 「公共事業制度の改善に就いて」
Ｂ5洋紙、大平正芳回
想録刊行会原稿用
紙）、黒ペン書

14枚

伝記資料及び草稿 仙台税務監督局時代 044300100
「故大平前総理大臣関係資料の追送付につ
いて」仙局総一第26号

昭和56年5月22日 仙台国税局長
大蔵省大臣官
房秘書課長

大蔵省の受付印、仙台
国税局長の朱印あり

Ｂ4タイプ用紙中折、
和文タイプ

1枚

伝記資料及び草稿 仙台税務監督局時代 044300600 佐藤久吉氏宅来訪録複写 昭和15年カ Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 仙台税務監督局時代 044300700 大平正芳色紙複写 Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 仙台税務監督局時代 044300800 「（参考）〔回想録〕関係資料の送付区分」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、

2枚

伝記資料及び草稿 仙台税務監督局時代 044300900
「製造場拡張に依る酒類増石容認の件」往復
信

9月23日 田中国税課長
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

13枚

伝記資料及び草稿 仙台税務監督局時代 044301000 大平正芳色紙複写 Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 仙台税務監督局時代 044301100 「大平間税部長回顧目録」 仙台国税局 同件2部あり

B5洋紙、乾式コピー
（仙台国税局税務署
罫紙）、ホッチキスど
め、

7枚

伝記資料及び草稿 通産大臣時代日程 044400100 通産大臣期年表

同件2部あり、うち一部
に「大平大臣日程（抜
粋）」（Ａ4洋紙3枚、乾
式コピー、ホッチキスど
め）挟み込み、青ペン･
赤鉛筆書にて加筆あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

15枚

伝記資料及び草稿 通産大臣時代日程 044400200 通産大臣期年表 赤鉛筆書にて加筆あり
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

24枚

伝記資料及び草稿 通産大臣時代日程 044400300 通産大臣期出演番組･講演一覧 2月26日
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、

4枚
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伝記資料及び草稿 通産大臣時代日程 044400400 外務大臣期年表 2月20日
「1973年1月～4月（続
き）」のメモ

Ｂ4コクヨ青罫、黒ボー
ルペン・青ボールペン
書、クリップどめ

5枚

伝記資料及び草稿 通産大臣時代日程 044400500 通産大臣外遊日程
昭和44年10月16日
～11月3日

通商産業省 黒ペン書にて加筆あり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、

20枚

伝記資料及び草稿 通産大臣時代日程 044400600 「“－1969年秋ヨーロッパの旅－”」 昭和44年
青ボールペン書にて加
筆あり

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044500100
「第八十七回国会における大平内閣総理大
臣施政方針演説」

昭和54年1月25日
『大平正芳全著作集
第５巻』所収

Ｂ5洋紙冊子、活版 17頁

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044500200
「第七十七回国会における大平大蔵大臣の
財政演説」

昭和51年1月23日
『大平正芳全著作集
第４巻』所収

Ｂ5洋紙冊子、活版 14頁

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044500300 「大平正芳の政策要綱資料」 昭和53年11月27日 Ｂ5洋紙冊子、活版 64頁

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044500400 「講演要旨」
昭和54年8月22日、
26日

自由民主党総裁
大平正芳

昭和54年度自由民主
党夏季全国研修会に
於ける講演

Ｂ5洋紙冊子、活版 9頁

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044500500 「党情報告」 昭和53年1月20日
自由民主党幹事長
大平正芳

第34回自由民主党大
会資料

Ｂ5洋紙冊子、活版 10頁

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044500600 「党改革に関する報告」 昭和52年4月25日
自由民主党幹事長
大平正芳

自由民主党改革･躍進
総決起大会資料。『大
平正芳全著作集　第４
巻』所収

Ｂ5洋紙冊子、活版 9頁

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044500700
「時局に対する提言－政治力の回復を求め
て－」

昭和51年8月29日 大平正芳
『大平正芳全著作集
第４巻』所収

Ｂ5洋紙冊子、活版 8頁

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044500800
「新世紀の幕を開くために－公債政策につい
て重ねて提言する－」

昭和46年12月16日 大平正芳 Ｂ5洋紙冊子、活版 9頁

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044500900
「経済の軌道修正と財政の役割－通念から
の脱却－」

昭和46年9月28日 大平正芳 Ｂ5洋紙冊子、活版 10頁
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伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044501000
「日本の新世紀の開幕」政策提言「潮の流れ
を変えよう」シリーズⅠ

昭和46年9月1日 大平正芳
『大平正芳全著作集
第４巻』所収

Ｂ5変洋紙冊子、活版 12頁

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044501100
「停滞の中からたしかな未来を求めて－われ
われの当面の選択－」

昭和49年
同件2部あり。『大平正
芳全著作集　第４巻』
所収

Ｂ5洋紙冊子、活版 9頁

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044501200 取材メモ（参議院選挙関連） 昭和52年4月～6月
松野頼三･宮沢喜一･
大平正芳･小坂徳三郎
へのインタビュー原稿

Ｂ5洋紙、乾式コピー 15枚

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044501400 取材メモ（参議院選挙関連） 昭和52年6月～8月

小坂徳三郎･伊藤昌
哉･大平正芳･矢野絢
也･三木武夫･竹下登
への取材メモ

Ｂ5洋紙16枚、Ｂ5変洋
紙5枚、乾式コピー

21枚

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044501600 取材メモ（政局関連） 昭和52年7月
大平正芳･中曽根康
弘･松野頼三へのイン
タビュー原稿

Ｂ5洋紙、乾式コピー 5枚

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044501800 取材メモ
昭和52年7月～10
月

松野頼三･江崎真澄･
大平正芳へのインタ
ビュー原稿

Ｂ5洋紙9枚、Ｂ4洋紙1
枚

10枚

伝記資料及び草稿 沢氏資料コピー 044501900 取材メモ 昭和52年カ

栗原祐幸･大平正芳･
竹下登･田中六助･
佐々木良作･矢野絢
也･山本幸一へのイン
タビュー原稿、大平正
芳会談要旨

Ｂ5洋紙81枚、Ｂ5変洋
紙7枚、乾式コピー

88枚

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044600100 「故大平総理追悼歌」 昭和55年6月12日 片木雅文
鉛筆･赤鉛筆･黒マジッ
ク書にて加筆･削除あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044600200 「故大平総理胸像披露式」 4月7日
鉛筆･黒マジック書にて
加筆･削除あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044600300 「カーター前大統領会見記」
青マジック書にて加筆
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚
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伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044600500 追悼文 昭和55年12月11日 廖承志
黒マジック･鉛筆･赤鉛
筆書にて加筆･削除あ
り

Ｂ5変洋紙、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044600600 追悼文
宮武徳次郎、赤城
猪太郎

黒マジック･鉛筆･赤鉛
筆書にて加筆･削除あ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044601200 「21世紀への道」『自由国民会議会報』第6号 昭和55年1月 自由国民会議

大平正芳･緒方貞子の
対談掲載。『大平正芳
全著作集　第５巻』所
収

Ｂ5洋紙冊子、カラー
印刷

6頁

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044601300 「総裁挨拶（要旨）」 昭和54年1月24日
自由民主党総裁
大平正芳

第36回自由民主党大
会資料。『大平正芳全
著作集　第５巻』所収

Ｂ4洋紙、活版 1枚

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044601400 「一九八〇年代の新しい選択」
昭和54年8月22日
～28日

自由民主党総裁
大平正芳

第3回夏季全国講習会
での講演録、鉛筆書に
て加筆、赤鉛筆書にて
削除あり。『大平正芳
全著作集　第５巻』所
収

Ｂ5洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

9枚

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044601600 「新総裁挨拶要旨」 昭和53年12月1日
第35回臨時党大会で
の挨拶。『大平正芳全
著作集　第５巻』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044601700 「総裁挨拶」 昭和57年1月23日
自由民主党総裁大
平正芳

第37回自由民主党大
会資料

Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044601800 第35回臨時党大会議事録抄 昭和53年12月1日
鉛筆書にて加筆あり。
『大平正芳全著作集
第５巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044602100 成田知巳への追悼文案 昭和54年4月3日

黒ボールペン書にて加
筆･削除･訂正･挿入あ
り。『大平正芳全著作
集　第５巻』所収

Ｂ4内閣タイプ用紙、
和文タイプ

4枚

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044602200 成田知巳への追悼文 昭和54年4月3日
『大平正芳全著作集
第５巻』所収

Ｂ4内閣タイプ用紙、
和文タイプ、クリップど
め

5枚
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伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044602300
「第九十一回国会における大平内閣総理大
臣施政方針演説」

昭和55年1月25日
『大平正芳全著作集
第５巻』所収

Ｂ5洋紙、Ｂ4洋紙中折
1、乾式コピー、ホッチ
キスどめ

1枚

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044602400
「第九十回国会における大平内閣総理大臣
所信表明演説」

昭和54年11月27日
表紙に朱印にて「注意
総理の演説終了後使
用のこと」とあり

Ｂ5洋紙冊子、活版 10頁

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044602500
「八〇年新体制の出発－三つの安全一つの
誓い－」

昭和55年5月23年
自由民主党総裁
大平正芳

同件2部あり Ｂ5洋紙冊子、活版 6頁

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044602600 成田知巳への追悼文 昭和54年4月10日
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

伝記資料及び草稿 福川氏執筆資料 044602700 成田知巳への追悼文
Ｂ4内閣赤罫紙、墨
書、糸綴

23枚

伝記資料及び草稿 芳友会 044700100 「第七回芳友会　大平政治教室研修資料」
昭和44年9月14～
15日

芳友会 「歴史と青年」所収 Ｂ5洋紙冊子、活版 7枚

伝記資料及び草稿 芳友会 044700300 「第11回芳友会　大平政治教室研修資料」 昭和49年9月16日 芳友会 同件2部あり Ｂ5洋紙冊子、活版 8頁

伝記資料及び草稿 芳友会 044700600 「正友会研修会日程」 昭和48年9月30日 Ｂ5洋紙、活版 1枚

伝記資料及び草稿 卒業論文 044800000 「卒業論文」（抄） 昭和31年12月1日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、Ｂ5フラットファイ
ル一冊

15枚

伝記資料及び草稿 梶原拝 044900100 取材メモ（共同通信のメモ用紙）
表紙に黒ペン書にて
「総括①（大平－香
川）」とあり

15㎝×8.5㎝共同通信
社メモ帳1冊（49枚）、
黒ペン書

1冊

伝記資料及び草稿 梶原拝 044900200 取材メモ（共同通信のメモ用紙） 昭和47年

表紙に赤鉛筆書にて
「47年末総選挙遊説同
行」とあり、前尾議長就
任に関する政治情勢の
メモ（Ｂ6洋紙1枚、湿式
コピー）あり、蛍光ペン
にて下線あり

15㎝×8.5㎝共同通信
社メモ帳1冊（49枚）、
黒ペン書

1冊
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伝記資料及び草稿 梶原拝 044900300 取材メモ（共同通信のメモ用紙）
昭和47年10月18～
22日

表紙に黒ボールペン書
にて「ワシントン '72
10.18-10.22」とあり

15㎝×8.5㎝共同通信
社メモ帳1冊（45枚）、
黒ボールペン・青ペン
書

1冊

伝記資料及び草稿 梶原拝 044900400 取材メモ（共同通信のメモ用紙）
昭和49年1月12～
13日

表紙に青ボールペン書
にて「大平48.1.12-13
香川帰り」とあり

15㎝×8.5㎝共同通信
社メモ帳1冊（50枚）、
15㎝×8.5㎝洋紙3
枚、黒ボールペン・赤
ボールペン・青ボール
ペン書

1冊

伝記資料及び草稿 梶原拝 044900500 取材メモ（共同通信のメモ用紙） 昭和48年10月
梶原〔武俊〕（共同
記者）

表紙に赤ボールペン書
にて「資料①」、黒ボー
ルペン書にて「航空協
定」とあり、新聞切抜を
3ヵ所に貼付

15㎝×8.5㎝共同通信
社メモ帳1冊（49枚）、
黒ボールペン・赤ボー
ルペン・青ボールペン
書

1冊

伝記資料及び草稿 梶原拝 044900600 取材メモ（共同通信のメモ用紙） 昭和49年1月2日
梶原〔武俊〕（共同
記者）

蛍光ペン書にて下線あ
り

15㎝×8.5㎝共同通信
社メモ帳1冊（49枚）、
黒ボールペン・赤ボー
ルペン・黒ペン書

1冊

伝記資料及び草稿 梶原拝 044900700 取材メモ（共同通信のメモ用紙）
切り残し4枚あり、表紙
に黒ボールペン書にて
「田中内閣」とあり

15㎝×8.5㎝共同通信
社メモ帳1冊（43枚）、
黒ボールペン・赤ペ
ン・黒ペン・青ペン・赤
鉛筆書

1冊

伝記資料及び草稿 相馬拝 045000100 取材メモ
昭和55年6月10日
～昭和56年6月1日

共同　相馬
鉛筆書にて下線･加筆
あり

Ｂ5変洋紙、乾式コ
ピー、クリップどめ

78枚

伝記資料及び草稿 相馬拝 045000200 取材メモ
昭和55年3月4日～
6月9日

共同　相馬
鉛筆書にて下線･加筆
あり

Ｂ5変洋紙、乾式コ
ピー、クリップどめ

83枚

伝記資料及び草稿 総理祝賀 045100300 「讃大平学兄」 昭和53年12月1日 関西11年会 寄せ書き
24㎝×27㎝色紙、墨
書

1枚

伝記資料及び草稿 総理祝賀 045100400 「得票数」 大平後援会
13㎝×13㎝冊子、活
版

2冊12頁

伝記資料及び草稿 総理祝賀 045100600 「大平正芳先生の歌」 Ｂ5洋紙、乾式コピー 2枚
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伝記資料及び草稿 総理祝賀 045100700 「大平正芳先生を偲ぶ会案」 入会申込書付
35㎝×19㎝洋紙、乾
式コピー

1枚

伝記資料及び草稿 総理祝賀 045100800 寄せ書きに同封した手紙
齋藤晋一（住友工
業株式会社）

Ｂ5変洋紙中折、墨
書、封書

1枚

伝記資料及び草稿 総裁選資料 045200100 「日ソ交渉」資料 藤井審議官

Ｂ5洋紙16枚、乾式コ
ピー（原稿洋紙）、鉛
筆・赤ペン書、Ｂ5新聞
切り抜き、ホッチキス
どめ、クリップどめ、封
書

伝記資料及び草稿 参議院選挙情勢報告 045300100 参議院選挙地方区情勢報告 昭和55年 赤鉛筆書

Ｂ4洋紙70枚、Ａ4洋紙
14枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ、クリッ
プどめ

84枚

伝記資料及び草稿
一九七九年十二月中
国訪問資料

045400200 中国訪問パンフレット等 メニュー表等

Ｂ4原稿用紙中折1
枚、Ｂ5変洋紙中折7
枚、乾式コピー、黒ペ
ン書、カラーコピー、ク
リップどめ

8枚

伝記資料及び草稿
一九七九年十二月中
国訪問資料

045400300 カーター米大統領からの手紙（大平夫人宛）
昭和58年7月14日、
昭和58年8月2日

Jimmy Carter 大平志げ子
訪日時の礼状、レセプ
ションへの招待状

Ｂ6洋紙1枚、Ｂ5洋紙1
枚、活版、黒ペン書、
封書2通

伝記資料及び草稿
一九七九年十二月中
国訪問資料

045400400 大平夫人訪中時の資料

Ｂ5洋紙26枚、Ｂ4洋紙
中折1枚、封書4枚、
黒ペン・青ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ、
クリップどめ

31枚

伝記資料及び草稿
一九七九年十二月中
国訪問資料

045400500 大平首相訪中時の資料 配車表他

Ｂ5洋紙14枚、Ｂ4洋紙
中折5枚、Ｂ5洋紙冊
子6頁、ホッチキスど
め、Ａ5洋紙冊子29
頁、封書4枚、ホッチ
キスどめ、クリップど
め
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伝記資料及び草稿
一九七九年十二月中
国訪問資料

045400600 「日中友好医院」 昭和59年10月

Ａ4洋紙冊子1冊16
頁、Ａ4洋紙5枚、Ａ3洋
紙中折1枚、活版、カ
ラーコピー、クリップど
め

伝記資料及び草稿 大平外務大臣演説集 045500300 「大平外務大臣演説集」
昭和37年9月～昭
和39年1月

大平正芳 Ｂ5冊子

伝記資料及び草稿 佐藤氏原稿 045600100 大平正芳回想録原稿 昭和53年6月の日程等
Ｂ5洋紙、黒ペン書、ク
リップどめ

6枚

伝記資料及び草稿 佐藤氏原稿 045600200 大平正芳回想録原稿 東京サミット
Ｂ5洋紙、青ペン書、ク
リップどめ

22枚

伝記資料及び草稿 佐藤氏原稿 045600300 大平正芳回想録原稿 カーター大統領訪日
Ｂ5洋紙、青ペン書、ク
リップどめ

4枚

伝記資料及び草稿 佐藤氏原稿 045600400 「東京サミットへむけて」
Ｂ5洋紙、黒ペン書、ク
リップどめ

6枚

伝記資料及び草稿 佐藤氏原稿 045600500 大平正芳回想録原稿
サミット前の赤坂迎賓
館視察

Ｂ5洋紙、黒ペン書、ク
リップどめ

2枚

伝記資料及び草稿 佐藤氏原稿 045600600 大平正芳回想録原稿 昭和54年7月6日
ライシャワーとのやりと
り

Ｂ5洋紙、青ペン書、ク
リップどめ

1枚

伝記資料及び草稿 佐藤氏原稿 045600700 大平正芳回想録原稿 カーター来日
Ｂ5洋紙、黒ペン書、ク
リップどめ

2枚

伝記資料及び草稿 佐藤氏原稿 045600800 メモ「対中国観」
B5洋紙、黒ぺン・青ペ
ン書、クリップどめ

10枚

伝記資料及び草稿 国勢調査と守秘義務 045700100 「衆･予算委員会」答弁 2月7日、2月9日
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、クリッ
プどめ

18枚
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伝記資料及び草稿 国勢調査と守秘義務 045700200 「国勢調査と守秘義務等について」

Ｂ5洋紙23枚、Ｂ4洋紙
中折10枚、乾式コ
ピー、ホッチキスど
め、クリップどめ

33枚

伝記資料及び草稿 国勢調査と守秘義務 045700300 「刑事訴訟法四七条について」
Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 国勢調査と守秘義務 045700400
航空機輸入問題（ダグラス・グラマン）に関す
る決議

昭和54年2月8日

Ｂ5洋紙3枚、Ｂ4洋紙
中折2枚、Ｂ4洋紙2
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

7枚

伝記資料及び草稿 国勢調査と守秘義務 045700500 刑訴法47条メモ書 Ｂ5洋紙、青ペン書 1枚

伝記資料及び草稿 国勢調査と守秘義務 045700600 「2月9日衆･予算（想定問答）対法務大臣」 刑事局
ロッキード問題に関す
る

Ｂ5洋紙4枚、Ｂ4洋紙
中折2枚、Ｂ4洋紙、乾
式コピー、ホッチキス
どめ

1枚

伝記資料及び草稿 国勢調査と守秘義務 045700700 「政治的･道義的責任について」　秘 昭和54年2月2日 秘 補佐官室 識者へのヒアリング
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

18枚

伝記資料及び草稿 国勢調査と守秘義務 045700800 ロッキード事件の答弁速記等

Ｂ5洋紙10枚、Ｂ4洋紙
3枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ、クリップ
どめ

13枚

伝記資料及び草稿 国勢調査と守秘義務 045700900 想定問答 2月9日 刑事局
ダグラス・グラマンに関
する

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

伝記資料及び草稿 東京新聞宇治メモ 045800100 取材メモ：「四十日間抗争」関連」 昭和54年 田中〔六助〕官房長官 Ｂ4洋紙、乾式コピー 14枚

伝記資料及び草稿 東京新聞宇治メモ 045800200 取材メモ：「三木おろし」関連」 昭和49年 Ｂ4洋紙、乾式コピー 9枚

伝記資料及び草稿 東京新聞宇治メモ 045800300 取材メモ：「二人首班指名」関連」ほか 昭和55年1月 Ｂ4洋紙、乾式コピー 12枚

伝記資料及び草稿 データー原稿 045900100
「総合安全保障の理念と防衛問題への取り
組み」

昭和55年5月
於久〔昭臣〕（首相
秘書官、警察庁）

Ｂ5洋紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

20枚
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伝記資料及び草稿 データー原稿 045900200
「航空機輸入をめぐる疑惑問題と再発防止対
策」

昭和55年6月
於久〔昭臣〕（首相
秘書官、警察庁）

Ｂ5洋紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

43枚

伝記資料及び草稿 データー原稿 045900300 「大平内閣官房長官」 昭和56年3月11日
今野耿介（年金福
祉事業団監事）

大平官房長官秘書官
Ｂ5洋紙、黒ペン書、ビ
ニール紐とじ

65枚

伝記資料及び草稿 データー原稿 045900400 「再び外交を」
藤井〔宏昭〕（72年
大平外相秘書官、
外務省）

Ｂ5洋紙、黒ぺン書、ビ
ニール紐とじ

68枚

伝記資料及び草稿 データー原稿 045900500 「財政危機宣言と大平財政」
Ｂ5洋紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

56枚

伝記資料及び草稿 データー原稿 045900600 「政策研究グループの狙いと成果」 照山正夫
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ビニール紐とじ

46枚

伝記資料及び草稿 データー原稿 045900700 「蒙彊･張家口時代の大平さん」 昭和56年5月31日 遠藤六郎
Ａ4洋紙、黒ペン書、ビ
ニール紐とじ

15枚

伝記資料及び草稿 幹事長時代全日程 046000000 括り紐（幹事長時代全日程）
紐1本、Ｂ5コクヨ原稿
用紙、黒ペン書

1枚

伝記資料及び草稿 幹事長時代全日程 046000100 「幹事長時代全日程控」
黒ペン･赤ペン書にて
書込多数あり

Ａ3洋紙119枚・Ａ4洋
紙35枚・Ａ4変洋紙・Ａ
5変洋紙1・Ａ5変洋紙2
枚・Ｂ4洋紙18枚・Ｂ5
洋紙2枚、紐括り・ホッ
チキスどめ、黒ペン・
赤ペン書

1枚

伝記資料及び草稿 「総裁選挙早わかり」 046100100 「総裁選挙早わかり」 昭和53年10月
自由民主党総裁選
挙管理委員会事務
局

Ｂ6変洋紙冊子、活版 24頁

伝記資料及び草稿 仙台税務監督局資料 046600300 「酒類密造矯正施設一般」 昭和14年5月 仙台税務監督局 Ａ5洋紙冊子、活版 195頁

伝記資料及び草稿 元原稿 046700100 「第35章　信頼と合意」 福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

61枚
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伝記資料及び草稿 元原稿 046700200 「第35章　信頼と合意（その2）」 福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

36枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046700300 「大平内閣の発足（体制づくり）」 福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

12枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046700400 「第1次後半（追加）　第1回訪米（追加）」 福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

11枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046700500
「第36章　二十一世紀をめざして（その1）政
治姿勢と時代の認識」

福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ぺン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

162枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046700600
「第37章　民間経済の活力とエネルギー節約
への挑戦」

福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ぺん・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

67枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046700700 「第36章（2）追加　政治倫理の確立」 福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

63枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046700800 「第38章　首脳外交その2　東京サミット」 福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

48枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046700900 「首脳外交の始動その3 UNCTAD出席」 福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

16枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046701000
「第39章　夏の終り（その1）54年度予算修正
問題」

福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ぺン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

28枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046701100
「第39章　夏の終り（その2）財政再建と一般
消費税」

福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ぺン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

57枚
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伝記資料及び草稿 元原稿 046701200 「第40章（2）55年度予算成立と国会審議」 福川
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
原稿用紙、黒ペン・鉛
筆書、ビニール紐とじ

17枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046701300
「第41章　激動する世界の中で（その1）中国
訪問」

福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

42枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046701400
「第41章　激動する世界の中で（その2）大洋
州訪問」

福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

20枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046701500
「第41章　激動する世界の中で（その3）イラ
ン･アフガン問題」

福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

93枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046701600
「第41章　激動する世界の中で（その4）最後
の旅」

福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

85枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046701700
「第41章　激動する世界の中で（その5）華国
鋒来日」

福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

18枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046701800
「第43章　内閣不信任案をめぐって（不信任･
解散･選挙体制）」

福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ぺん・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

67枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046701900 「内政の充実をめざして（経済問題）」 福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

7枚

伝記資料及び草稿 元原稿 046702000 「第44章　永訣（入院、死去、葬儀）」 福川
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ペン・鉛筆書、ビ
ニール紐とじ

89枚

伝記資料及び草稿 政策提言 046800100
「日本の新世紀の開幕」政策提言「潮の流れ
を変えよう」シリーズⅠ

昭和46年9月1日 大平正芳 福川資料
21㎝×18㎝洋紙冊
子、活版

12頁
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伝記資料及び草稿 政策提言 046800200
「財政経済における発想の転換」政策提言
「潮の流れを変えよう」シリーズⅡ

昭和46年12月16日 大平正芳 福川資料
21㎝×18㎝洋紙冊
子、活版

36頁

伝記資料及び草稿 政策提言 046800300
「平和国家の行動原則」政策提言「潮の流れ
を変えよう」シリーズⅢ

昭和47年6月6日 大平正芳
福川資料、本件は自由
新報掲載論文

21㎝×18㎝洋紙冊
子、活版

28頁

伝記資料及び草稿 政策提言 046800400
第８７回国会　大平内閣の施政方針演説　－
信頼と合意の政治を－

目録Ｎｏ．も件名も異
なる（要調査）

伝記資料及び草稿 政策提言 046800500
「正二位大勲位故大平正芳先生香川県民葬
儀」

昭和55年7月13日
故大平正芳先生香
川県民葬儀委員会

同件2部あり、福川資
料

Ａ5洋紙冊子、活版 6頁

伝記資料及び草稿 政策提言 046800600 「故マリア大平志げ子葬儀告別式次第」 平成2年6月4日 福川資料
Ｂ5変洋紙1枚、Ｂ6変
洋紙2枚、Ａ6洋紙1
枚、活版

4枚

伝記資料及び草稿 政策提言 046800700 「政治に複合力を」、「複合力の政治を」
大平正芳総裁実現
推進本部

同件25部あり、福川資
料。『大平正芳全著作
集　第５巻』所収

21㎝×18㎝洋紙、冊
子、活版

8頁

伝記資料及び草稿 政策提言 046800800 「潮にむかって立つ」 大平正芳
同件3部あり、福川資
料

21㎝×18㎝洋紙、冊
子、活版

28頁

伝記資料及び草稿 政策資料 046900100 政策資料「代表質問（案）」 昭和43年1月30日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

11枚

伝記資料及び草稿 政策資料 046900200 政策資料「瀬戸大橋関係総括質問要旨案」 大平正芳

福川資料、同件（書込
に違いあり）2部あり。
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

10枚

伝記資料及び草稿 政策資料 046900300 政策資料「両県の架橋推進の経過」 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 政策資料 046900400 政策資料「幹事長時代」 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、クリッ
プどめ

5枚
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伝記資料及び草稿 政策資料 046900500 政策資料「瀬戸内架橋」 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿 政策資料 046900600
政策資料「日米貿易経済合同委員会につい
て」等

昭和39年12月1日 大平正芳

福川資料、複製。「日
米綿製品取極につい
て」（極秘、昭和39年12
月12日、経済局）、「日
米貿易経済合同委員
会について」（昭和39年
12月1日）、「利子平衡
税問題」、「日米綿製品
交渉」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、クリッ
プどめ

33枚

伝記資料及び草稿 政策資料 046900700 政策資料「内閣支持率調査の比較」等 総理府 福川資料、複製 Ｂ4洋紙、乾式コピー 16枚

伝記資料及び草稿
昭和30年代論文・講演
原稿

047000100 「村山達雄論」 昭和31年3月1日
福川資料、複製（大蔵
一期下）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、クリッ
プどめ（原稿用紙）

16枚

伝記資料及び草稿
昭和30年代論文・講演
原稿

047000200 「私の好きな人」 昭和32年1月1日 大平正芳
福川資料、複製。『大
平正芳全著作集　第２
巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

10枚

伝記資料及び草稿
昭和30年代論文・講演
原稿

047000300 「前尾繁三郎論」 昭和32年9月1日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

2枚

伝記資料及び草稿
昭和30年代論文・講演
原稿

047000400 「池田さんの入閣と政局」 昭和33年6月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

7枚

伝記資料及び草稿
昭和30年代論文・講演
原稿

047000500 「池田勇人の戦後経済史における足跡」 昭和34年11月14日 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

8枚

伝記資料及び草稿
昭和30年代論文・講演
原稿

047000600 「一九六〇年を迎えて」 昭和35年 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

4枚
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伝記資料及び草稿
昭和30年代論文・講演
原稿

047000700 「政局混迷の原因」 昭和34年 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

5枚

伝記資料及び草稿
昭和30年代論文・講演
原稿

047000800 「新春挨拶」 昭和35年1月1日 NHK高松支局 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

9枚

伝記資料及び草稿
昭和30年代論文・講演
原稿

047000900 「タイ特別円問題」 昭和35年頃 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

8枚

伝記資料及び草稿
昭和30年代論文・講演
原稿

047001000 「安保論議について」 昭和36年頃 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

11枚

伝記資料及び草稿
昭和30年代論文・講演
原稿

047001100 「池田内閣総理大臣の辞任決意表明」 昭和39年10月25日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、クリップ
どめ

34枚

伝記資料及び草稿
昭和30年代論文・講演
原稿

047001200 「私はなぜ長欠児童に関心を持つか」 昭和37年8月1日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙1枚、Ａ4洋紙9
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

10枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047100100 「最近の政局の問題について」 昭和40年12月10日 大平正芳 福川資料、複製
B5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、クリップ
どめ

79枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047100200 「スポーツと平和」 昭和40年10月22日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

4枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047100300 「春風秋雨目次」 昭和41年10月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

6枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047100400 「第31回総選挙　立候補の言葉」 昭和42年1月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

6枚
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伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047100500 「第31回総選挙　広報」 昭和42年1月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

9枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047100600 「第31回総選挙」立会演説 昭和42年1月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

17枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047100700 「財政の硬直化問題（エコノミスト）」 昭和42年11月8日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

13枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047100800 「津島寿一先生について」 昭和42年 大平正芳
福川資料、複製。硯滴
昭和四十二年下期掲
載。

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

5枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047100900 「「ソビエト週報」創刊を祝して」 昭和43年3月26日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

3枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047101000
「政府に対する自由民主党代表質問（ベトナ
ム和平を巡る問題）」

昭和42年4月4日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

23枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047101100 「演説草案（物価）」 昭和43年頃カ 大平正芳 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

6枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047101200 「演説草案（外交･防衛）」 昭和43年頃カ 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

15枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047101300 「第32回総選挙の挨拶」（原稿） 昭和44年12月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

6枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047101400 「選挙公報登載原稿」（第32回総選挙用） 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

7枚
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伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047101500 「第31回総選挙」 昭和42年1月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

20枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047101600
「全国治水期成同盟会大会における連合会
長として　挨拶案」

昭和42年5月31日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

6枚

伝記資料及び草稿
昭和40年～44年論文・
講演原稿

047101700 「照一隅」 昭和42年12月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

7枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047200100 「還暦を迎えて」 昭和45年3月12日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

12枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047200200 「国際化時代と日本」 昭和45年4月8日 大平正芳

福川資料、複製。第七
回三菱トップセミナー。
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

22枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047200300
「まづ人間関係を整えよ」（トヨタ自動車工業
(株)へ）

昭和45年5月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

7枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047200400 「本四連絡橋問題の回顧と展望」 昭和45年5月 大平正芳
福川資料、複製。『大
平正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

5枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047200500 「旦暮芥考目次案」 昭和45年5月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

5枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047200600 「旦暮芥考　自序案」 昭和45年5月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

5枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047200700 「ナショナリズムの新たな展開」 昭和45年5月13日 大平正芳
福川資料、複製。『大
平正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ4洋紙18枚、Ｂ4洋紙
6枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

24枚
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伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047200800 「公害問題試論メモ」 昭和45年6月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

7枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047200900 「今後の日米経済」 昭和45年6月25日 大平正芳
福川資料、複製。『大
平正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047201000
「政治の伝導体　塩崎潤代議士の初当選に
寄せて」

昭和45年6月26日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047201100 「塩崎潤代議士の初当選に寄せて」 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5変洋紙1枚、Ｂ5洋
紙2枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047201200 「公害問題試論メモ」 昭和45年6月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4原稿用紙、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047201300 「低開発国と日本」 昭和45年7月 大平正芳
福川資料、複製。『大
平正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ4洋紙11枚、Ｂ5洋紙
3枚、乾式コピー（原稿
用紙）、ホッチキスど
め

14枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047201400 「給与局の頃」 昭和45年7月9日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047201500
「平和の中の秩序（日本青年会議所20周年
記念誌のために）」

昭和45年9月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙6枚、Ｂ5洋紙2
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

8枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047201600 「日暮硯」 昭和45年10月11日 大平正芳
福川資料、複製。『大
平正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

2枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047201700 「私の署長時代」 昭和45年12月 大平正芳
福川資料、複製。『大
平正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047201800 「眼を内に向けよう」 昭和46年1月26日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

3枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047201900
「新しい創造の契機に（フジタ工業（株）に寄
せて）」

昭和46年1月23日 大平正芳
福川資料、複製。『大
平正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

2枚

伝記資料及び草稿
昭和45、46年論文・講
演原稿

047202000 「宏池会の会長就任の挨拶」 昭和46年4月17日 大平正芳
福川資料、複製。『大
平正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

1枚

伝記資料及び草稿
昭和50年代論文・講演
原稿

047300100 「且暮芥考　自序案」 昭和55年5月 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、鉛筆
書、ホッチキスどめ

4枚

伝記資料及び草稿
論文・講演原稿（年代
不明）

047400100 「交友群像」 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

10枚

伝記資料及び草稿
論文・講演原稿（年代
不明）

047400200
「片岡電気株式会社（アルプス電気）15周年
によせて」

大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

3枚

伝記資料及び草稿
論文・講演原稿（年代
不明）

047400300 「アイデンティティについて」 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

4枚

伝記資料及び草稿
論文・講演原稿（年代
不明）

047400400 メモ「年月不詳」 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

4枚

伝記資料及び草稿
論文・講演原稿（年代
不明）

047400500 「WhatとHow」 大平正芳
福川資料、複製。『大
平正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

11枚

伝記資料及び草稿
論文・講演原稿（年代
不明）

047400600 「今後の日米経済（自由新報記載）」 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

5枚

伝記資料及び草稿
論文・講演原稿（年代
不明）

047400700 「予算編成を顧みて」 大平正芳
福川資料、複製。「エコ
ノミスト」のメモあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

10枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿
論文・講演原稿（年代
不明）

047400800 「読書の功徳」 10月4日 大平正芳
福川資料、複製。「サン
デー毎日」のメモあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

3枚

伝記資料及び草稿
論文・講演原稿（年代
不明）

047400900 「私の公約」 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

2枚

伝記資料及び草稿
論文・講演原稿（年代
不明）

047401000 「新しい国際情勢と日本の政治の動向」 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキ
スどめ

11枚

伝記資料及び草稿
書簡・書簡下書き（昭和
20～30年代）

047500100 書簡（昭和20～30年代） 大平正芳
福川資料、複製、、暑
中見舞い、年賀状、礼
状、クリスマスカード等

Ｂ4洋紙19枚、Ｂ5洋
紙、乾式コピー

1枚

伝記資料及び草稿
書簡・書簡下書き（昭和
20～30年代）

047500200 書簡下書き（昭和20～30年代） 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ4洋紙4枚、Ｂ5洋紙
24枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

28枚

伝記資料及び草稿
書簡・書簡下書き（昭和
40年代前半）

047600000 書簡･書簡下書き（昭和40年代前半） 大平正芳

福川資料、複製、暑中
御見舞い、通商産業大
臣拝命案内状、年賀
状、政務調査会長就任
挨拶状、寒中御見舞
い、住所移転届、同総
会挨拶、塩業組合中央
会長としての挨拶、郷
里への挨拶、津島氏喜
寿祝賀会挨拶、商工会
全国大会挨拶、等草
稿、乾式コピー

Ｂ4洋紙33枚、Ｂ5洋紙
43枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

76枚

伝記資料及び草稿
書簡・書簡下書き（昭和
40年代後半）

047700000 書簡･書簡下書き（昭和40年代後半） 大平正芳

福川資料、複製、善通
寺市長選挙メッセー
ジ、郷里への見舞い
状、税制の民主化、全
国小売酒販売組合、暑
中見舞い、年賀状、寒
中見舞い、等草稿

Ｂ4洋紙3枚、Ｂ5洋紙
17枚、乾式コピー（原
稿用紙）、ホッチキス
どめ、クリップどめ

20枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿
書簡・書簡下書き（年代
不明）

047800000 書簡･書簡下書き（年代不明） 大平正芳
福川資料、複製、年賀
状、就任挨拶、案内状
等草

Ｂ4洋紙5枚、Ｂ5変洋
紙10枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ、

15枚

伝記資料及び草稿
祝辞・弔辞原稿（昭和
30年代）

047900000 祝辞･弔辞原稿（昭和30年代） 大平正芳

福川資料、複製、柞田
川総合開発事業五郷
ダム定礎式典祝辞、丸
亀市庁舎落成祝辞、大
野氏弔辞草稿等

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

16枚

伝記資料及び草稿
祝辞・弔辞原稿（昭和
40年代前半）

048000000 祝辞･弔辞原稿（昭和40年代前半） 大平正芳

福川資料、複製、三豊
干拓塩止式祝辞、塩田
氏弔辞、高橋氏弔辞、
宮川氏弔辞、片岡氏弔
辞、森氏弔辞、山崎氏
弔辞、友井氏弔辞、津
島氏弔辞、荒木氏弔
辞、藤田氏弔辞、荻田
氏弔辞草稿等

Ｂ5洋紙45枚、Ｂ4洋紙
26枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ、クリッ
プどめ

71枚

伝記資料及び草稿
祝辞・弔辞原稿（昭和
40年代後半）

048100000 祝辞･弔辞原稿（昭和40年代後半） 大平正芳

福川資料、複製、姫井
氏･津雲氏･古田氏･富
樫氏･津島氏･久田氏･
荒木氏･大久保氏･片
山氏･田野氏弔辞、観
音寺市市制25周年祝
辞草稿

Ｂ5洋紙58枚、Ｂ4洋紙
16枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ、

74枚

伝記資料及び草稿
祝辞・弔辞原稿（昭和
50年代）

048200000 祝辞･弔辞原稿（昭和50年代） 大平正芳

福川資料、複製、琴平
町金丸座復元竣工式
祝辞、松浦氏弔辞、立
石氏藍綬褒章受賞祝
辞、卒業式祝辞、阪急
産業創立30周年記念
式典挨拶草稿

Ｂ5洋紙18枚、Ｂ4洋紙
3枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ、

21枚

伝記資料及び草稿
祝辞・弔辞原稿（年代
不明）

048300000 祝辞･弔辞原稿（年代不明） 大平正芳

福川資料、複製、鎌田
氏結婚式挨拶、豊中町
商工会議所完成祝辞
草稿等

Ｂ5洋紙3枚、Ｂ4洋紙2
枚、乾式コピー（原稿
用紙）、ホッチキスど
め

5枚

伝記資料及び草稿 弔辞・追慕 2 序文 048400000 「弔辞･追慕　2　序文」 大平正芳 福川資料、複製

Ｂ5洋紙82枚、Ｂ4洋紙
39枚、乾式コピー（原
稿用紙）、ホッチキス
どめ、クリップどめ

121枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿
3　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

048500100 「3　挨拶状原稿抄録その他　昭和四十年度」 大平正芳 福川資料、複製

Ｂ5洋紙79枚（原稿用
紙）、Ｂ4洋紙90枚、乾
式コピー、ホッチキス
どめ、クリップどめ

169枚

伝記資料及び草稿
3　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

048500200 「日本の新しい外交」 昭和47年1月17日 大平正芳 福川資料、複製
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、

56枚

伝記資料及び草稿
5　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和五十年度

048600000 「5　挨拶状原稿抄録その他　昭和五十年度」 大平正芳
福川資料、複製、一部
ホッチキスどめあり

Ｂ4洋紙32枚、Ｂ5洋紙
87枚、25.7㎝×68.7
㎝・25.7㎝×87㎝・
25.7㎝×71.1㎝・25.7
㎝×69.6㎝・25.7㎝×
61.3㎝洋紙各1枚、ク
リップどめ、乾式コ
ピー、鉛筆・黒ペン書

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700100 七回忌のお礼状 昭和61年6月
大平志げ子･大平
裕

福川資料、同件2部あ
り

17.6㎝×36.5㎝洋紙、
孔版

2枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700101 「「大平正芳回想録」のご案内」 昭和56年6月
大平正芳回想録刊
行会

福川資料、同件5部あ
り、黒ペン書にて加筆･
訂正･削除あり、
068700100に挟み込み

18.1㎝×38.3㎝杉原
紙、孔版、黒ペン書

5枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700200 「故大平正芳氏回顧録作成事業趣意書」 昭和55年10月
伊東正義･森永貞
一郎

福川資料、同件6部あ
り、新財政研究会原稿
用紙は青ペン書、現代
文化研究所原稿用紙
は鉛筆書

Ｂ5洋紙22枚・Ｂ5新財
政研究会原稿用紙5
枚・Ｂ5現代文化研究
所原稿用紙7枚、乾式
コピー、青ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ、

27枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700300 「大平正芳回想録刊行会（第一回総会）」 10月13日

福川資料、黒ペン書に
て加筆･削除･挿入、赤
ペン書にて削除･傍線
あり

Ｂ5洋紙、新財政研究
会原稿用紙、クリップ
どめ、黒ペン・赤ペン
書

57枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700400 刊行会運営についての手順書
福川資料、2枚目に青
ペン書にて加筆あり

Ｂ5森田一用箋、黒ペ
ン・青ペン書

3枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700500 「大平記念財団レセプション　来賓受付要項」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚
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伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700600 出席者一覧表 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、赤鉛
筆・黒ペン・鉛筆書

3枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700701 「大平正芳氏の回顧録の作成」

福川資料、同件2部あ
り、068700701～
068700705まで一括し
てクリップどめ

Ｂ4洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700702 「大平先生追想録」について 昭和55年8月26日
福川資料、068700701
～068700705まで一括
してクリップどめ

Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700703 第一回編集委員会についてのお知らせ 10月6日
福川資料、068700701
～068700705まで一括
してクリップどめ

Ｂ5洋紙、乾式コピー 3枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700704 回顧録作成事業趣意書
福川資料、068700701
～068700705まで一括
してクリップどめ

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、

5枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700705
「故大平正芳追悼記念事業の実施について
(案)」

昭和55年8月7日

福川資料、5枚目に赤
鉛筆書にて削除あり、
068700701～
068700705まで一括し
てクリップどめ

Ｂ5洋紙、孔版、ホッチ
キスどめ、赤鉛筆書

6枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700800 大平交友関係一覧 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・鉛筆・青ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048700900
「大平正芳氏の回顧録の作成」編集委員等
一覧

福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
赤ペン・黒ペン・青ペ
ン書

1枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048701000 「大平正芳回顧録の準備」 福川資料
Ｂ4洋紙、コクヨ罫紙、
黒ペン・赤ペン・青ペ
ン書、ホッチキスどめ

2枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048701100 大平正芳交友関係一覧（その2） 福川資料

Ｂ5洋紙、大平正芳用
箋、ホッチキスどめ、
黒ペン・赤ペン・青ペ
ン書

4枚
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伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048701200 大平正芳回想録用人脈一覧 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
青ペン・鉛筆・黒ペン
書

3枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048701300 「例会の代表者」 福川資料
Ｂ5洋紙、大平正芳用
箋、黒ペン・鉛筆・黒
ペン書

6枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048701401
「大平正芳回想録刊行会第一回編集委員会
メモ」

昭和55年10月9日･
13日

福川資料、10月9日分
は3枚で青ペン書にて
加筆･訂正あり、
068701401～
068701403まで一括し
てクリップどめ

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
青ペン書

5枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048701402 回想録の構成

福川資料、同件2部あ
り、1部に赤ペン･青ペ
ン書にて加筆あり、
068701401～
068701403まで一括し
てクリップどめ

Ｂ5洋紙、大平正芳用
箋、黒ペン・赤ペン・青
ペン書

2枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048701403 「故大平正芳氏追悼文のお願い」 昭和55年10月
伊東正義･森永貞
一郎

福川資料、068701401
～068701403まで一括
してクリップどめ

Ｂ5洋紙、現代文化研
究所原稿用紙、鉛筆
書

2枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048701500 大平正芳回想録用人脈一覧(2)
福川資料、内容は
068701200とほぼ同一
か

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン・青ペン書

3枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048701600
「大平正芳回顧録刊行会第一回編集員会議
事」

昭和55年10月13日 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、

3枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048701700 「第2部：大平正芳とその時代（執筆要綱）」

福川資料、同件2部あ
り、Ｂ5洋紙については
ホッチキスどめで、1枚
目に黒ペン書にて「Ｂ」
とあり

Ａ4洋紙3枚、Ｂ5洋紙3
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ、黒ペン・
青ペン書

6枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048701800
「大平正芳回想録刊行会第一回編集員会の
ためのメモ」（昭和55年10月9日作成）

昭和55年10月9日 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、青ペ
ン・赤ペン書

3枚
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伝記資料及び草稿 回想録構成案等（1） 048701900 「大平正芳氏の回顧録の作成（実施要項）」
福川資料、3枚目に切
り抜き跡あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・青ペン・赤ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（2） 048800100 回顧録編集作業の進行について 福川資料

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙冊子6、
青ペン・黒ペン・赤ペ
ン書

1枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（2） 048800200 回想録用資料･原稿等 福川資料
Ｂ5新財政研究会原稿
用紙冊子、青ペン・黒
ペン書

100枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（2） 048800300 「安田〔正治〕･福島両名訪中報告メモ」 昭和55年11月17日 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、

2枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（2） 048800400 「第一部　永遠の今」 昭和56年10月24日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
黒ペン書

5枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（2） 048800500 「大平正芳回想録伝記編目次（等）」
昭和56年5月6日･9
月7日

福川資料、同件2部あ
り、5月6日作成分はＢ4
洋紙2枚･Ｂ5洋紙1枚で
黒ペン･赤ペン･鉛筆･
青ペン書にて加筆多数
あり

Ｂ4洋紙3枚、Ｂ4変洋
紙1枚、Ｂ5洋紙2枚、
乾式コピー、ホッチキ
スどめ、黒ペン・赤ペ
ン・鉛筆・青ペン書

6枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（2） 048800600 「第７部　永遠の今」構成案

福川資料、Ｂ5洋紙5枚
はホッチキスどめ、Ｂ4
洋紙の1枚に黒ペン書
にて書込あり

Ｂ4洋紙2枚、Ｂ5洋紙5
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ、黒ペン書

7枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（2） 048800700 「大平回想録第2巻 目次(案)」 昭和56年5月1日

福川資料、青ペン書に
て書込多数あり、3枚目
裏に鉛筆書にて書込あ
り

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
青ペン・鉛筆書

3枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（2） 048800800 回想録行程表 福川資料 Ａ4洋紙、黒ペン書 1枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（2） 048800900 「大平正芳 その人と業績」 昭和56年3月25日 福川資料
Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（2） 048801000
「絵のこと」(各巻表紙･口絵等の画家名と作
品名)

福川資料 Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（2） 048801100 各章担当者と主要テーマ 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆
書

16枚

伝記資料及び草稿 回想録構成案等（2） 048801200 各章担当者と主要テーマ(Ｃ)
福川資料、1枚目に鉛
筆書にて「Ｃ」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、青ぺ
ン・鉛筆書

16枚

伝記資料及び草稿
大平正芳回想録関係
聞き取り

048900100 大平正芳回想録関係聞き取り（1）
福川資料、表紙に黒ペ
ン書にて「2月21日 政
治部長 他」とあり

Ａ4、新財政研究会原
稿用紙、冊子、黒ペン
書

48枚

伝記資料及び草稿
大平正芳回想録関係
聞き取り

048900201 大平正芳回想録関係聞き取り（2） 福川資料

Ａ4大平正芳回想録刊
行会原稿用紙11枚・Ａ
4大平正芳用箋54枚、
冊子65枚、黒ペン・青
ペン書

130枚

伝記資料及び草稿 花岡会長原稿在中 049000000 封筒(「花岡会長原稿在中」)
Ｂ5判大平正芳回想録
刊行会封筒

伝記資料及び草稿 花岡会長原稿在中 049000100 桃谷順天館(大平正芳に関するメモ) 2月26日
Ｂ5洋紙、森田一用
箋、黒ボールペン・青
ペン書

13枚

伝記資料及び草稿 花岡会長原稿在中 049000200 メモ
Ｂ5洋紙、財団法人産
業経理協会原稿用
紙、青ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 花岡会長原稿在中 049000300 「善き師の思い出」
出射義夫(千葉地
検検事正)

Ｂ6判活版32～38頁

伝記資料及び草稿 花岡会長原稿在中 049000400 花岡会長「政治家　大平について」メモ
花岡弥六（電気化
学工業社長）

Ｂ5洋紙、大平正芳回
想録刊行会原稿用
紙、青ペン書

4枚

伝記資料及び草稿 「大平正芳年表」他 049100100 うちわ「必勝　大平正芳先生自民党総裁選」 うちわ1扇
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伝記資料及び草稿 「大平正芳年表」他 049100300 「先輩、知友に恵まれた父」 次男　大平裕
Ｂ4洋紙、コクヨ原稿用
紙、鉛筆書

4枚

伝記資料及び草稿 「大平正芳年表」他 049100500 メモ「池田内閣以来の出来事」
Ａ6洋紙、三鱗印刷株
式会社メモ用紙、赤ペ
ン書

1枚

伝記資料及び草稿 「大平正芳年表」他 049100600 「大平正芳年表」
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
乾式コピー

8枚

伝記資料及び草稿 資料集 049200000 封筒(「資料集」) Ｂ4大平正芳封筒

伝記資料及び草稿 資料集 049200100 「故大平正芳首相を悼んで」 赤城猪太郎
Ｂ5洋紙、原稿用紙、
青ペン書

6枚

伝記資料及び草稿 資料集 049200200 「大平さんを悼む」
芦原義重(関西電
力会長)

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
原稿用紙

5枚

伝記資料及び草稿 資料集 049200300 「カーター前大統領会見記」
Ｂ5洋紙、コクヨ原稿用
紙、青ペン書

5枚

伝記資料及び草稿 資料集 049200400
「互いに信頼、本心を語り合う　今や亡し、五
十年来心の友」

太田誠三郎（株式
会社辰巳商会取締
役社長）

Ｂ5洋紙、原稿用紙、
黒ボールペン書

8枚

伝記資料及び草稿 資料集 049200500 「大平正芳とその生涯」 森田一
Ｂ5洋紙、コクヨ原稿用
紙、青ペン書

10枚

伝記資料及び草稿 資料集 049200600 原稿(ジミー･カーター) ジミー・カーター
Ｂ5洋紙、大平正芳回
想録刊行会原稿用
紙、青ペン書

1枚

伝記資料及び草稿 資料集 049200700 「痛恨の極み」 竹村吉右衛門
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
大平正芳回想録刊行
会原稿用紙

13枚

伝記資料及び草稿 資料集 049200800 「せめて一、二年でも文筆生活を」
宮武徳次郎(京阪
神大平会会長)

Ｂ5洋紙、コクヨ原稿用
紙、黒ペン書

3枚
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伝記資料及び草稿 資料集 049200900 「大平さんを悼む」
堀田正行（阪急産
業会長）

Ａ4洋紙、コクヨ原稿用
紙、黒ペン書

3枚

伝記資料及び草稿 資料集 049201000 故大平正樹の思い出について 昭和56年3月9日 本社物流部白市 遠藤社長 Ｂ5洋紙、乾式コピー 12枚

伝記資料及び草稿 資料集 049201100
「新技術の進展に伴う塩業政策について」
中央総発第48号

昭和43年12月25日
塩業組合中央会会
長　大平正芳

日本専売公社
総裁　東海林
武雄

Ｂ5洋紙冊子、活版 11頁

伝記資料及び草稿 資料集 049201300
「全国区候補者別都道府県得票数(届出順)
香川県」

Ａ4洋紙、変湿式コ
ピー

2枚

伝記資料及び草稿 資料集 049201400 「大胆且つ周密な努力」『東京だより』 昭和40年8月30日 大平正芳 タブロイド判 1枚

伝記資料及び草稿 資料集 049201500 『芳友』第1号～4号

昭和40年7月10日、
同9月10日、同11月
10日、昭和41年1月
10日

芳友会事務局 タブロイド判 4枚

伝記資料及び草稿 資料集 049201900 「知事選挙開票状況確定速報集計表」 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿 資料集 049202100 「故大平総理の面影」 昭和56年7月27日 花岡彌六 Ａ4洋紙、乾式コピー 5枚

伝記資料及び草稿 資料集 049202200 豊浜町用大平正芳履歴 Ｂ5洋紙、乾式コピー 2枚

伝記資料及び草稿 資料集 049202300 回答 昭和55年10月23日 島原 片岡
四国新聞「アメリカを行
く」関連

Ｂ4洋紙、コクヨ原稿用
紙、黒ボールペン書

3枚

伝記資料及び草稿 資料集 049202400 メモ
Ｂ5洋紙8枚、新財政
研究会原稿用紙8枚、
青ペン書

16枚

伝記資料及び草稿 資料集 049202500
「故大平総理のゴルフ」(社)日本工業クラブ
『会報』第117号

昭和55年12月
佐々木栄一郎（丸
茶社長）

Ａ6洋紙冊子、乾式コ
ピー、47～50頁

伝記資料及び草稿
『大平文庫図書目録』
(第一号)

049300200 『大平文庫図書目録』(第一号) 大平事務所編 Ｂ5洋紙冊子 70頁

伝記資料及び草稿
大宅文庫索引一覧、原
稿掲載一覧

049400000 封筒(「大宅文庫索引一覧、原稿掲載一覧」) Ｂ4洋紙大平正芳封筒

伝記資料及び草稿
大宅文庫索引一覧、原
稿掲載一覧

049400100 「大宅文庫索引一覧」(1)
同乾式コピー判1部同
封

Ｂ4洋紙 8枚
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伝記資料及び草稿
大宅文庫索引一覧、原
稿掲載一覧

049400200 「大宅文庫索引一覧」(2) Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

伝記資料及び草稿
大宅文庫索引一覧、原
稿掲載一覧

049400300 「原稿掲載一覧」 昭和42年～47年 「硯滴」 Ｂ5洋紙、コクヨ青罫紙 9枚

伝記資料及び草稿
大宅文庫索引一覧、原
稿掲載一覧

049400400 「原稿掲載一覧」(1)
昭和53年6月1日～
53年11月30日

Ｂ5洋紙7頁、大平正
芳用箋、黒ボールペ
ン書

伝記資料及び草稿
大宅文庫索引一覧、原
稿掲載一覧

049400500 「原稿掲載一覧」(2)
昭和53年12月～55
年9月1日

Ｂ5洋紙7頁、大平正
芳用箋、黒ボールペ
ン書

書類 瀬戸大橋関係 050100000 瀬戸大橋関係資料

「香川県における瀬戸
大橋推進中核機構」、
「香川県議会瀬戸大橋
架設促進特別委員会
名簿・岡山県議会瀬戸
大橋建設促進特別委
員会専門委員会名
簿」、「香川県議会瀬戸
大橋架設推進本部名
簿」、「香川県議会瀬戸
大橋架設推進本部名
簿」、「瀬戸大橋架設推
進香川県協議会名
簿」、「本州四国連絡架
橋に関する国会におけ
る大臣等関係者発言
集（会議録から）」

封筒 1通

書類 瀬戸大橋関係 050100100
「本州四国連絡橋調査の技術的検討の要
約」

昭和42年5月
土木学会･本州四
国連絡橋技術調査
委員会

同件2部あり、但し発信
者は「瀬戸大橋架設推
進香川県岡山県協議
会」、附図多数あり

Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷・オフセット印刷

10頁

書類 瀬戸大橋関係 050100200
「瀬戸大橋と明石鳴門架橋の技術的比較－
土木学会の最終報告から－」

昭和42年5月19日
瀬戸大橋架設推進
香川県協議会

同件2部あり
Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷・オフセット印刷

6頁

書類 瀬戸大橋関係 050100300 「中四国地域体制研究調査報告書〔要旨〕」 昭和42年5月 香川県 同件2部あり
Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷

8頁

書類 瀬戸大橋関係 050100400
「昭和42年度本州四国連絡橋技術調査計画
（案）」

昭和42年
Ｂ4洋紙2枚、タイプ印
刷、ホッチキスどめ

Ｂ4洋紙、タイプ印刷、
ホッチキスどめ

2枚
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書類 瀬戸大橋関係 050100500 「昭和42年度調査計画」 昭和42年5月
近畿地方建設局、
本紙国連絡橋道路
調査事務所

Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷

12頁

書類 瀬戸大橋関係 050100601
「瀬戸大橋架設推進について－実施体制と
当面の課題－」

昭和41年1月5日 香川県 Ｂ5洋紙冊子、活版 18頁

書類 瀬戸大橋関係 050100602 「瀬戸大橋架設推進当面の方策について」 昭和42年5月19日 香川県カ
050100601の1枚目に
挟み込み

Ｂ5洋紙、タイプ印刷 1枚

書類 瀬戸大橋関係 050100700 「瀬戸大橋のあらまし」 昭和42年5月
瀬戸大橋架設推進
香川県協議会

Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷

42頁

書類 瀬戸大橋関係 050100800 「瀬戸大橋関係経過報告」 昭和42年6月
瀬戸大橋架設推進
香川県協議会

Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷

26頁

書類 瀬戸大橋関係 050100900 「瀬戸大橋諸調査報告書要約」 昭和42年3月 香川県･岡山県
Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷

31頁

書類 瀬戸大橋関係 050101000
「瀬戸大橋－経済面からみた優位性－　－国
土計画協会の調査－」

香川県
26㎝×76㎝洋紙、活
版・カラー印刷

1枚

書類 解散問題 050200100
「衆･本会議 問七 保利見解と自民党内の解
散論についての見解を問う」

5月22日
主席内閣参事官
藤森昭一

法制局
同件2部あり、参考資
料添付、福川資料

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 解散問題 050200300
「衆議院の解散に関するいわゆる「保利見
解」について」

昭和54年5月21日
鉛筆書にて加筆3カ所
あり、福川資料

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

書類 解散問題 050200400
「衆議院の解散、衆議院議員の総選挙、内閣
の総辞職、内閣総理大臣の指名等について」

福川資料
Ｂ5洋紙、茶罫紙、黒
ペン書、クリップどめ

7枚

書類 解散問題 050200500 「解散権について」 昭和53年7月11日
赤鉛筆書にて傍線あ
り、福川資料

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

16枚

書類 東京サミット 050300100 「取扱注意　東京サミットについて」 昭和54年6月30日 取扱注意 通産省国際経済課 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

書類 東京サミット 050300200 「東京サミット（一般的対外説明用資料）」 昭和54年7月5日 外務省経済局 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

13枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 東京サミット 050300300 「東京主要国首脳会議と日本」 昭和54年5月
外務省情報文化局
国内広報課

福川資料
Ｂ5洋紙冊子、活版・カ
ラー印刷

49頁

書類 東京サミット 050300400 メモ 福川資料 Ｂ6洋紙、鉛筆書 1枚

書類 東京サミット 050300500 「記者会見発言要旨」 昭和54年7月3日 福川資料 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類 東京サミット 050300600 合同記者会見草稿

黒ペン書にて挿入･修
正･加筆･削除多数あ
り、赤ペン書にて修正
1ヵ所あり、福川資料

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

8枚

書類 東京サミット 050300700
「DECLARATION: TOKYO SUMMIT
CONFERENCE」

福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚

書類 東京サミット 050300800
「インドシナ難民問題に関するサミットの特別
声明（仮訳）」

昭和54年6月28日
黒ペン書にて訂正1ヵ
所あり、福川資料

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 東京サミット 050300900
「SPECIAL STATEMENT OF THE SUMMIT
ON INDO_CHINISE REFUGEES」

昭和54年6月28日 福川資料
Ａ4洋紙、タイプ用紙
一、英文タイプ

1枚

書類 東京サミット 050301000 「東京サミット宣言（仮訳）」 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

15枚

書類 東京サミット 050301200 宮崎報告メモ 7月7日 福川資料 Ｂ6洋紙、鉛筆書 1枚

書類 大平総理会合資料 050400101 「大平会記録」
昭和38年9月24日
～昭和55年7月15
日

福川資料
Ｂ5洋紙ノート、黒ペン
書

1冊

書類 大平総理会合資料 050400102 大平会解散のお知らせ 昭和55年8月7日
当番幹事　増田健
次

福川伸次
福川資料、050400101
の表紙裏に挟み込み

Ｂ5洋紙、乾式コピー・
黒ペン書

1枚

書類 大平総理会合資料 050400201 「9　経済部長との懇談」 昭和54年11月26日

福川資料、赤鉛筆書に
て丸印、青~ペン書にて
加筆あり、050400201
～050400204は同じク
リップどめ

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚
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書類 大平総理会合資料 050400202 「経済論説との懇談」 昭和55年4月9日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400203 「政治担当論説委員との懇談」 昭和55年4月24日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400204 「在京政治部長会会員名簿」 昭和54年11月1日 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400205 「総理との懇談出席1月会名簿」 昭和54年6月4日 福川資料
Ｂ5わら半紙、和文タ
イプ、クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400206 「総理との懇談出席者」 昭和54年11月20日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400207 「政治担当論説委員との懇談」 昭和55年3月25日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400208 「政治担当論説委員との懇談」 昭和54年11月22日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400209 「政治論説懇談会出席者」 8月23日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400210 報道関係者一覧 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400211
「大平内閣第一回経済担当論説委員と総理
との懇談会」

福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400212 「経済担当論説委員と総理との懇談会」 昭和54年1月23日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

2枚

書類 大平総理会合資料 050400213 「経済部長との懇談」 昭和54年6月1日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚
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書類 大平総理会合資料 050400214 社会部長との懇談 1月26日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

2枚

書類 大平総理会合資料 050400215 「官房長官主催在京米特派員夕食懇談会」 昭和54年4月 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400216
「外人記者クラブにおける大平総理の演説に
先立つ昼食会」

2月20日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400217 「大平総理との懇談会」 昭和55年5月29日
福川資料、黒ペン書に
て書込あり

Ｂ5タイプ用紙、和文タ
イプ、クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400218 「政府･自民党との懇談」 2月22日
福川資料、青ペン書に
て加筆あり

Ａ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400219 「政策推進労組との会談メンバー」
福川資料、赤鉛筆書に
て丸印、鉛筆書･青ペ
ン書にて加筆あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400220
「経済同友会･経済開発委員会（CED）プレ･
サミット会議出席者名簿」

4月26日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400301 大平関係懇談会の参加者一覧

福川資料、二木会･わ
んわん会･大栄会･かも
め会･大雄会･吉兆会･
三金会･二金会･政治
評論家との会の会員一
覧

Ｂ6洋紙、乾式コピー、
鉛筆・青ペン・黒ペン
書、クリップどめ

11枚

書類 大平総理会合資料 050400302 「2月定例12日会ご案内先」
福川資料、赤鉛筆書に
て加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400303 「1月16日朝食会出席者」 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 大平総理会合資料 050400304 トヨタ自動車と宏池会幹部との懇談案内 昭和54年2月20日 トヨタ自動車カ 真鍋賢二 福川資料
Ｂ5タイプ用紙、和文タ
イプ、ホッチキスどめ・
クリップどめ

2枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 大平総理会合資料 050400305 かや会名簿 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

3枚

書類 大平総理会合資料 050400308 芳明会名簿
福川資料、青ペン書に
て傍線あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類 特別国会所信表明 050500100
「第九十回国会における大平内閣総理大臣
所信表明演説（案）」

昭和54年11月21日

福川資料、鉛筆書にて
修正1ヵ所あり、
050500100～
050500600は一括しク
リップどめ

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

8枚

書類 特別国会所信表明 050500200
「取扱注意　第九十回国会所信表明演説案
（第二次案）」

昭和54年11月20日 取扱注意

福川資料、鉛筆･青ペ
ン書にて加筆･修正･削
除･訂正多数あり、1枚
目に朱印にて「取扱注
意」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

8枚

書類 特別国会所信表明 050500300
「取扱注意　第九十回国会所信表明演説案
（第一次案）」

昭和54年11月16日 取扱注意

福川資料、同件2部あ
り、但し1部はコピー、
鉛筆書にて修正･加筆
多数あり、1枚目に朱
印にて「取扱注意」とあ
り

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

書類 特別国会所信表明 050500400
「取扱注意　第九十回国会所信表明演説案
（第一次案）」

昭和54年11月16日 取扱注意

福川資料、鉛筆書にて
修正･訂正･削除各1ヵ
所あり、1枚目に朱印に
て「取扱注意」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

書類 特別国会所信表明 050500500
「取扱注意　第八十九回国会所信表明演説
案（別案）」

昭和54年10月17日 取扱注意
福川資料、1枚目に朱
印にて「取扱注意」とあ
り

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

書類 特別国会所信表明 050500600
「取扱注意　第八十九回国会所信表明演説
案」

昭和54年10月16日 取扱注意

福川資料、黒ペン･青
ペン書にて訂正･修正･
削除･挿入多数あり、1
枚目に朱印･赤鉛筆書
にて「取扱注意」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

書類
政治資金疑惑再発防
止

050600101
「航空機疑惑問題等防止対策に関する協議
会提言内容の実施状況」

昭和55年5月27日
内閣官房内閣審議
室

福川資料、青ペン書に
て加筆1ヵ所あり、
050600101～
050600112は一括して
クリップどめ

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

2枚
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書類
政治資金疑惑再発防
止

050600102 「緒言」 昭和54年9月5日
航空機疑惑問題等
防止対策に関する
協議会

福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

2枚

書類
政治資金疑惑再発防
止

050600103 「オンブズマン制度について」 福川資料
Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷、クリップどめ

5頁

書類
政治資金疑惑再発防
止

050600104 「取扱注意　基本的前提問題」 取扱注意 田中
福川資料、1枚目に朱
印にて「取扱注意」とあ
り

Ｂ5わら半紙、タイプ印
刷、ホッチキスどめ・ク
リップどめ

9枚

書類
政治資金疑惑再発防
止

050600105
航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会
第3回会合議事次第及び出席者名簿

昭和54年7月20日 福川資料
Ｂ4わら半紙、タイプ印
刷、クリップどめ

1枚

書類
政治資金疑惑再発防
止

050600106 意見書 取扱注意 辻清明カ
福川資料、1枚目に朱
印にて「取扱注意」とあ
り

Ｂ5わら半紙、タイプ印
刷、ホッチキスどめ・ク
リップどめ

6枚

書類
政治資金疑惑再発防
止

050600107 「取扱注意　古井メモについて」 取扱注意 江幡清カ
福川資料、1枚目に朱
印にて「取扱注意」とあ
り

Ｂ5わら半紙、タイプ印
刷、ホッチキスどめ・ク
リップどめ

4枚

書類
政治資金疑惑再発防
止

050600108 「取扱注意　意見メモ」 取扱注意 岡原昌男カ
福川資料、1枚目に朱
印にて「取扱注意」とあ
り

Ｂ5わら半紙、タイプ印
刷、ホッチキスどめ・ク
リップどめ

5枚

書類
政治資金疑惑再発防
止

050600109
「取扱注意　第2回会合における主要な意見
（項目）」

昭和54年7月6日 取扱注意 内閣審議室
福川資料、1枚目に朱
印にて「取扱注意」とあ
り

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

2枚

書類
政治資金疑惑再発防
止

050600110
「米、英、西独における国会議員等の資産等
登録公開制度」

昭和54年6月9日 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

2枚

書類
政治資金疑惑再発防
止

050600111 「研究項目（試案）」 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類
政治資金疑惑再発防
止

050600112
「航空機疑惑問題等防止対策に関する協議
会について」

昭和54年5月22日 内閣 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚
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書類
政治資金疑惑再発防
止

050600200
「ロッキード事件再発防止のための対策につ
いて」

昭和51年11月12日
ロッキード問題閣
僚連絡協議会

福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類
政治資金疑惑再発防
止

050600300
「ロッキード事件再発防止のための対策とし
て今後検討すべき事項について」

昭和51年11月12日 福川資料 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類
政治資金疑惑再発防
止

050600400
「ロッキード問題に関する調査特別委員会議
録」

昭和51年10月20日
福川資料、赤鉛筆書に
て傍線1ヵ所あり、同件
2部あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

書類 社公民連合政権構想 050700100
「八〇年新体制の出発－三つの安全　一つ
の誓い－」

昭和55年5月23日
自由民主党総裁大
平正芳

福川資料、同件2部あ
り

Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷

6頁

書類 社公民連合政権構想 050700200
「社会党の現状と参院選に対する同党の戦
術」

昭和55年5月
自由民主党調査局
政治資料研究会議

福川資料
Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷

15頁

書類 社公民連合政権構想 050700300
「公明党の自民党に対する選挙戦略とわが
党の対応」

昭和55年4月
自由民主党調査局
政治資料研究会議

福川資料
Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷

14頁

書類 社公民連合政権構想 050700400 「参院選における共産党批判」 昭和55年4月
自由民主党調査局
政治資料研究会議

福川資料
Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷

22頁

書類 社公民連合政権構想 050700500 「連合政権構想批判（その三）」 昭和55年4月
自由民主党調査局
政治資料研究会議

福川資料、赤鉛筆書に
て丸印1ヵ所あり、鉛筆
書にて傍線多数あり

Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷

17頁

書類 社公民連合政権構想 050700600 「連合政権構想批判（その二）」 昭和55年3月
自由民主党調査局
政治資料研究会議

福川資料
Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷

14頁

書類 社公民連合政権構想 050700700 「連合政権構想批判」 昭和55年2月
自由民主党調査局
政治資料研究会議

福川資料
Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷

26頁

書類 社公民連合政権構想 050700800 「野党連合への対応策」
福川資料、赤鉛筆書に
て丸印･傍線各1ヵ所あ
り

Ｂ4洋紙冊子、タイプ
印刷

16頁

書類 社公民連合政権構想 050700900 「野党連合政権構想対比」 昭和55年2月 自由民主党調査局
福川資料、赤鉛筆書に
て丸印1ヵ所あり

Ｂ4洋紙冊子、タイプ
印刷

6頁
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 社公民連合政権構想 050701000 大平正芳演説文 昭和55年5月カ 大平正芳
福川資料、同件2部あ
り

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 社公民連合政権構想 050701100 大平正芳演説文 昭和55年5月カ 大平正芳
福川資料、鉛筆書にて
挿入･削除･訂正多数
あり

Ｂ4洋紙、和文タイプ、
クリップどめ

3枚

書類 社公民連合政権構想 050701200 「自民党に対する野党の攻撃と反論」 昭和55年5月13日 自由民主党調査局 福川資料
Ｂ4洋紙冊子、タイプ
印刷

5頁

書類 社公民連合政権構想 050701500 防衛政策に対する意見 伊藤昌哉 福川資料

Ｂ5洋紙、新財政研究
会原稿用紙、青ペン・
黒ペン書、ホッチキス
どめ

5枚

書類 社公民連合政権構想 050701600
「野党連合の見方など、選挙関連問題につい
て先生方の意見」

昭和55年5月29日 補佐官 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

書類 社公民連合政権構想 050701700 「衆･参同時選挙にあたり、国民の皆様へ」 昭和55年6月2日
自由民主党総裁
大平正芳

福川資料
Ｂ4わら半紙、タイプ印
刷

1枚

書類 社公民連合政権構想 050701800 選挙激励文 昭和55年6月9日
自由民主党総裁
大平正芳

福川資料
Ｂ4わら半紙、タイプ印
刷

1枚

書類
内閣不信任、記者会見
関係

050800100 「大平内閣不信任決議」 昭和55年5月16日カ 福川資料
B4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類
内閣不信任、記者会見
関係

050800200 「記者会見質問要旨」 昭和55年5月頃 福川資料 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類
内閣不信任、記者会見
関係

050800300 記者質問の概要 昭和55年5月頃 福川資料
Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙
中折4枚

5枚

書類
内閣不信任、記者会見
関係

050800400 記者会見回答案 昭和55年5月頃
福川資料、貼付にて修
正2ヵ所あり

Ｂ5自由民主党赤罫
紙、鉛筆書

23枚

書類 葬儀関係 050900100 「IN MEMORIAM MASAYOSHI OHIRA」 福川資料
19.5㎝×11㎝洋紙、
冊子、活版

12枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 葬儀関係 050900200 「故　大平正芳総理を偲ぶ」 昭和55年7月9日 福川資料
19.5㎝×32㎝洋紙、
活版

1枚

書類 葬儀関係 050900300
「IN MEMORIAM M.MASAYOSHI OHIRA
Premier ministre du Japon, 1978-80」

昭和55年7月9日 福川資料
19.5㎝×32㎝洋紙、
活版

1枚

書類 葬儀関係 050900400
「IN MEMORIAM MASAYOSHI OHIRA Prime
Minister of Japan, 1978-80」

昭和55年7月9日 福川資料
19.5㎝×32㎝洋紙、
活版

1枚

書類 葬儀関係 050900500
「葬送式　故大平正芳　五十日記念式･埋葬
式」

昭和55年7月31日 福川資料 Ｂ5変洋紙冊子、活版 81頁

書類 葬儀関係 050900601 「葬儀関係行事メモ」 昭和55年6月12日

福川資料、名刺･新聞
の貼付あり、
050900601～
050900603は一括して
クリップどめ

Ｂ5内閣青罫紙17枚、
Ｂ5洋紙4枚、Ｂ4洋紙5
枚、乾式コピー、青ペ
ン・黒ペン・鉛筆書、ク
リップどめ

26枚

書類 葬儀関係 050900602 「故大平正芳通夜式次第」 昭和55年6月13日
福川資料、同件2部あ
り

Ａ4鳥の子紙、活版、
クリップどめ

1枚

書類 葬儀関係 050900700 「故大平正芳殿御葬儀費明細書」 昭和55年6月 福川資料

Ｂ5洋紙3枚、Ｂ6洋紙1
枚、乾式コピー、鉛筆
書、名刺1枚、封筒1
通、請求書9点、クリッ
プどめ

書類 訪米等関係 051000100
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料[国際情勢
（経済、エネルギー、通貨）]」

昭和55年4月 取扱注意 通商産業省 福川資料

Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半
紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子、孔版・タイプ印
刷

58頁

書類 訪米等関係 051000200
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料（サミット、
MTN、イラン等）」

昭和55年4月 取扱注意 通商産業省 福川資料

Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半
紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子、孔版・タイプ印
刷

43頁

書類 訪米等関係 051000300
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料（日本の経済
情勢、産業･エネルギー政策等）」

昭和55年4月 取扱注意 通商産業省 福川資料
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半
紙、冊子、孔版・タイプ
印刷

23頁
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 訪米等関係 051000400
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料（二国間問題
一般）」

昭和55年4月 取扱注意 通商産業省 福川資料

Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半
紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子、孔版・タイプ印
刷

40頁

書類 訪米等関係 051000500
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料（対米輸出問
題）」

昭和55年4月 取扱注意 通商産業省 福川資料

Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半
紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子、孔版・タイプ印
刷

48頁

書類 訪米等関係 051000600
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料（対米輸入問
題）」

昭和55年4月 取扱注意 通商産業省
福川資料、8･9頁に黒
マジック書にて削除あ
り

Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半
紙、冊子、孔版

40頁

書類 訪米等関係 051000700
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料（エネルギー
問題）」

昭和55年4月 取扱注意 通商産業省 福川資料
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半
紙、冊子、孔版・タイプ
印刷

49頁

書類 訪米等関係 051000800
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料（二国間経
済･貿易問題一般）」

昭和55年4月 取扱注意 通商産業省 福川資料
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半
紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子、孔版

54頁

書類 訪米等関係 051000900
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料（二国間経
済･貿易問題個別問題）」

昭和55年4月 取扱注意 通商産業省
福川資料、青ペン書に
て傍線多数あり

Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半
紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子、孔版・タイプ印
刷

105頁

書類 訪米等関係 051001000
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料（資源･エネ
ルギー日加科学技術協力）」

昭和55年4月 取扱注意 通商産業省 福川資料
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半
紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子、孔版

91頁

書類 訪米等関係 051001100 「メキシコ合衆国概況」 昭和55年4月 通商産業省 福川資料
Ｂ5わら半紙冊子、孔
版

15頁

書類 訪米等関係 051001200
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料　メキシコ編
（その１）応答要領」

昭和55年4月 取扱注意 通商産業省 福川資料
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半
紙、冊子、孔版

54頁

書類 訪米等関係 051001300
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料　メキシコ編
その2　参考資料」

昭和55年4月 取扱注意 通商産業省 福川資料
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半
紙、冊子、孔版

54頁

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100101 構想メモ

福川資料、青ペン書に
て加筆多数あり、
051100101～
051100107は一括して
クリップどめ

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

2枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100102 構想メモ 福川資料
Ｂ5青罫紙、鉛筆書、
クリップどめ

6枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100103
「秘　第八十七国会における大平総理大臣施
政方針演説（案）」

昭和54年1月 秘

福川資料、1枚目に赤
鉛筆書にて「総理用」
「秘」とあり、青ペン書
にて加筆･修正･削除･
訂正･挿入多数あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー 44枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100104 ブレーンの意見
福川資料。香山健一、
公文俊平、長富祐一郎

Ｂ5通商産業省茶罫
紙、緑ペン・赤ペン・青
ペン書、ホッチキスど
め・クリップどめ

9枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100105 「第三十六回国会（臨時会）施政方針演説」 昭和35年10月21日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

7枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100106 「第三十八回国会（臨時会）施政方針演説」 昭和36年1月30日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

6枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100107 「取扱注意　施政方針演説の構成案」 取扱注意
福川資料、青ペン書に
て加筆多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

2枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100201 見出し（総理メモ） 福川資料
Ｂ6洋紙、赤鉛筆書、
クリップどめ

1枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100202 「全国幹事長会議次第」 昭和55年5月23日
福川資料、裏に青ペン
書にて発言要旨あり

Ｂ5わら半紙、タイプ印
刷、クリップどめ

1枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100203
「物価安定政策会議総会における内閣総理
大臣挨拶要旨（案）」

昭和55年5月20日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

8枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100204
全国中小企業団体中央会通常総会における
内閣総理大臣挨拶

昭和55年5月28日
内閣総理大臣大平
正芳

福川資料、青ペン書に
て削除･挿入･修正多
数あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

8枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100205 「内閣総理大臣談話」 大平正芳
福川資料、鉛筆書にて
修正･削除･挿入多数
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

1枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100206 中山伊知郎葬儀における弔辞 昭和55年4月23日 大平正芳
福川資料、鉛筆書にて
修正･削除･挿入多数
あり

Ｂ4内閣用紙、和文タ
イプ、クリップどめ

3枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100207 大屋晋三葬儀における弔辞 昭和55年4月3日 大平正芳
福川資料、鉛筆書にて
修正･削除･挿入多数
あり

Ｂ4内閣用紙、和文タ
イプ、クリップどめ

2枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100208 メモ
福川資料。第2次政権
以降のメモ。

Ａ6洋紙、鉛筆書、ク
リップどめ

2枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100209 「選挙用メモ」 昭和54年9月11日 福川資料
Ｂ5洋紙、鉛筆・黒ペン
書、クリップどめ

10枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100210 「解散声明」

福川資料、紙背に「谷
牧副総理来日に際して
の対中円借款供与問
題に関する総理発言要
領」（昭和54年9月1日、
外務省、乾式コピー）あ
り

Ｂ5洋紙、青ペン書、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

2枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100211 「解散声明」

福川資料、紙背に「共
同通信社予測次回総
選挙における党派別議
席予測」（乾式コピー）
あり

Ｂ5洋紙、鉛筆書、ク
リップどめ

1枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100212 エネルギー問題に関するメモ 福川資料
Ｂ5新財政研究会原稿
用紙、鉛筆書、クリッ
プどめ

1枚

書類
第87回国会施政方針
演説作成資料

051100213 メモ 福川資料
Ｂ5内閣赤罫紙、鉛
筆・黒ペン書、クリップ
どめ

2枚

書類 大平総理入院状況 051200102 「官房長官記者会見用メモ」
（昭和55年カ）6月19
日

福川資料、2枚目に青
ペン書にて挿入･削除･
修正あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 大平総理入院状況 051200103 「テレビ朝日の「訂正とおわび」について」 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 大平総理入院状況 051200109
「テレビ朝日　六月十二日　溝口モーニング
ショー」

福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

11枚

書類 大平総理入院状況 051200111 要請状 昭和55年6月18日
内閣総理大臣秘書
官

佐野寧
福川資料、2枚目に青
ペン書にて修正あり

Ｂ5内閣タイプ用紙、
和文タイプ、クリップど
め

2枚

書類 大平総理入院状況 051200200 「入院中見舞客リスト」
昭和55年5月31日
～6月11日

福川資料
Ｂ5内閣青罫紙用紙、
クリップどめ

29枚

書類 大平総理入院状況 051200301 「6.12　8.30発表」 昭和55年6月12日

福川資料、1枚目に鉛
筆書にて書込あり、
051200301～
051200323までクリップ
どめ

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 大平総理入院状況 051200302 「故　大平総理の剖検（肉眼）所見」 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 大平総理入院状況 051200303 6月12日明け方のメモ 昭和55年6月12日 福川資料
Ｂ5洋紙、青ペン・鉛筆
書

1枚

書類 大平総理入院状況 051200305 病状経過報告
福川資料、1枚目に鉛
筆書にて加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 大平総理入院状況 051200306 経過説明を受けての総理見解（案） 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 大平総理入院状況 051200307 「大平総理の病状経過と予後診断」 昭和55年6月8日 山口洋
福川資料、1枚目に鉛
筆書にて加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 大平総理入院状況 051200308 「6/9　午前発表の総理見解」 昭和55年6月8日 山口洋

福川資料、1枚目に鉛
筆書、2枚目に青ペン･
黒ペン書にて修正･削
除あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 大平総理入院状況 051200309 病床の総理との会見におけるメモ 福川資料
Ｂ6変洋紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

4枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 大平総理入院状況 051200310 6/6　脈拍等のメモ 昭和55年6月6日 福川資料 Ｂ6変洋紙、黒ペン書 1枚

書類 大平総理入院状況 051200311 「総理代表インタビュー質問項目」 昭和55年6月8日 内閣記者会
福川資料、青ペン書に
て傍線･削除あり

Ｂ5洋紙、カーボン複
写

1枚

書類 大平総理入院状況 051200312 「総理秘書官会見記録」 昭和55年6月5日 福川資料
Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

3枚

書類 大平総理入院状況 051200313 血圧･脈拍･体温のメモ 福川資料 Ｂ6変洋紙、黒ペン書 1枚

書類 大平総理入院状況 051200314 お見舞い内容を記したメモ 福川資料 Ｂ5変洋紙、青ペン書

書類 大平総理入院状況 051200315 「6月3日（正午）官房長官会見」 昭和55年6月3日 福川資料
Ｂ6変洋紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

2枚

書類 大平総理入院状況 051200316 「六月二日夜　官房長官会見要旨」 昭和55年6月2日 福川資料
Ｂ6変洋紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

4枚

書類 大平総理入院状況 051200317 6月2日午前　医師団による発表 昭和55年6月2日

福川資料、1枚目に鉛
筆書にて削除、青ペン
書にて書込、1～2枚目
に赤ペンにて書込･修
正あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

書類 大平総理入院状況 051200318 「6月1日（月）11:00～　医師団記者会見」 昭和55年6月1日
福川資料、2枚目に鉛
筆書にて修正あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

書類 大平総理入院状況 051200319 6月1日朝の容態についてのメモ 昭和55年6月1日 福川資料
Ｂ5変洋紙、黒ペン・青
ペン書

1枚

書類 大平総理入院状況 051200320 5月31日　官房長官記者会見（発言振り） 昭和55年5月31日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類
第91国会施政方針演
説作成資料

051300100
「取扱注意　施政方針演説案（五五･一･一
九）」

昭和55年1月19日 取扱注意

福川資料、1枚目に朱
印にて「取扱注意」とあ
り、鉛筆書にて加筆･修
正･挿入･削除多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

14枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類
第91国会施政方針演
説作成資料

051300200
「取扱注意　施政方針演説案（五五･一･一
四）」

昭和55年1月14日 取扱注意

福川資料、鉛筆書にて
修正･挿入･訂正･削除･
加筆多数あり、
051300200～
051300205までクリップ
どめ

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

14枚

書類
第91国会施政方針演
説作成資料

051300201
「取扱注意　施政方針演説案（五五･一･一
一）」

昭和55年1月11日 取扱注意
福川資料、鉛筆書にて
修正･挿入･訂正･削除･
加筆多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

14枚

書類
第91国会施政方針演
説作成資料

051300202
「取扱注意　施政方針演説案（五五･一･十
一）」

昭和55年1月11日 取扱注意
福川資料、1枚目に朱
印にて「取扱注意」とあ
り

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

13枚

書類
第91国会施政方針演
説作成資料

051300203 「施政方針演説案（五五･一･九）」 昭和55年1月9日

福川資料、黒ペン書に
て修正･訂正･挿入･削
除多数あり、14枚目に
鉛筆書にて修正･加筆
あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

14枚

書類
第91国会施政方針演
説作成資料

051300204 「施政方針演説案（五五･一･八）」 昭和55年1月8日

福川資料、赤鉛筆･黒
ペン･青ペン書にて挿
入･削除、赤鉛筆･黒ペ
ン書にて修正･訂正、
黒ペン･青ペン書にて
加筆多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

15枚

書類
第91国会施政方針演
説作成資料

051300205 「施政方針演説案（五五･一･五）」 昭和55年1月5日
福川資料、鉛筆書にて
傍線･削除･修正･挿入･
加筆多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

15枚

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400100
「取扱注意　所信表明演説に対する識者の評
価」

昭和54年9月5日 取扱注意

牧野昇、茂木友三
郎、松尾文夫、高
瀬保、飯田朝次
郎、逸見謙三、芳
賀綏、内田満、奥
原唯弘

福川資料、1枚目に朱
印にて「取扱注意」とあ
り、051400100～
051400105までクリップ
どめ

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

16枚

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400101 「所信表明演説に対する識者の評価（要旨）」 昭和54年9月5日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400102 「総理所信表明演説に対する感想」 森崎国雄ほか 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400103 「臨時国会に関する新聞社説」 昭和54年9月5日 国内資料部 福川資料 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400104 「五十三年度国鉄監査報告書」 昭和54年9月5日 国内資料部 福川資料 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400200
「第八十八回国会における大平内閣総理大
臣所信表明演説」

昭和54年9月3日
福川資料、051400200
～051400210までクリッ
プどめ

Ｂ5洋紙冊子、活版 15頁

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400201 「秘　所信表明演説（案）54･8･27」 昭和54年8月27日 秘
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

10枚

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400202 「省庁間配置転換について」 昭和54年8月27日
福川資料、青ペン書に
て加筆･傍線あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400203 「秘　所信表明演説（案）54･8･24」 昭和54年8月24日 秘

福川資料、1枚目に朱
印にて「秘」とあり、青
ペン書にて挿入･修正･
訂正･削除･加筆多数、
2枚目に黒ペン書にて
挿入あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

11枚

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400204 「取扱注意<原文><修文案>」 昭和54年8月22日 取扱注意 福川資料 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400205 「秘　所信表明演説（案）54･8･23」 昭和54年8月23日 秘

福川資料、1枚目に朱
印にて「秘」とあり、青
ペン書にて加筆･訂正･
削除、鉛筆･赤鉛筆書
にて削除･修正･加筆･
挿入多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

10枚

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400206 「所信表明演説（案）54･8･21」 昭和54年8月21日

福川資料、1枚目に朱
印にて「秘」とあり、添
付あり、青ペン･赤ペ
ン･鉛筆書にて削除･修
正･訂正･加筆･挿入多
数あり

Ｂ4洋紙12枚、Ｂ4変洋
紙1枚、乾式コピー

3枚

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400207 「佐藤･公文先生の意見」 福川資料
Ｂ5洋紙、青ペン・鉛筆
書

1枚

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400208
「秘　所信表明演説（案）（第三次稿）54･8･
21」

昭和54年8月21日 秘
福川資料、添付あり、
鉛筆書にて加筆･傍線
多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

11枚
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書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400209 「三　政治倫理の確立」 昭和54年8月22日
福川資料、1枚目に青
ペン書にて加筆あり

Ｂ4洋紙4枚・Ｂ5洋紙1
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

5枚

書類
第88国会施政方針演
説作成資料

051400210
「取扱注意　所信表明演説（案）（その一）54･
8･14」

昭和54年8月14日 取扱注意

福川資料、1枚目に朱
印にて「取扱注意」とあ
り、赤ペン書にて削除･
修正･加筆･訂正多数、
青ペン書にて加筆多数
あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

書類 行政改革 051500100
「今後における行政改革の課題と方向につい
て　昭和54年12月」

昭和54年12月24日
行政管理委員会委
員

福川資料 Ｂ5洋紙冊子、活版 20頁

書類 行政改革 051500200
「「昭和55年行政改革」の実施状況と今後の
対処方針」

昭和55年5月30日 福川資料
Ｂ4変洋紙冊子、タイ
プ印刷

15頁

書類 行政改革 051500300
「昭和55年度以降の行政改革計画（その1）の
実施について」

昭和54年12月28日 福川資料
Ｂ4洋紙中折冊子、タ
イプ印刷

24頁

書類 行政改革 051500400
「第91回国会（常会）における行政改革関係
法律案の審議結果」

福川資料
Ｂ4変洋紙、タイプ印
刷

1枚

書類 行政改革 051500500 「行政改革の推進について」 昭和52年12月23日
福川資料、青ペン書に
て加筆･傍線多数あり

Ｂ5洋紙冊子、タイプ
印刷

21頁

書類 行政改革 051500600
「特殊法人統廃合の実施時期及び法案提出
時期」

昭和54年12月19日

福川資料、青ペン書に
て加筆･傍線多数あり、
1枚目に朱印にて「取
扱いに注意されたい｡」
とあり、051500600～
051500614までクリップ
どめ

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 行政改革 051500601 特殊法人の統廃合について
昭和54年12月14
日･19日

通商産業省、農林
水産省

福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚

書類 行政改革 051500602
「東北開発株式会社の民間改組問題（時期
の繰上げ）について」

昭和54年12月17日
福川資料、1枚目に黒
ペン書にて加筆あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 行政改革 051500603
「取扱注意　特殊法人の統廃合について（中
間報告）」

昭和54年12月10日 取扱注意

福川資料、1枚目に朱
印にて「取扱注意」とあ
り、青ペン書にて加筆
多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 行政改革 051500604 「各省庁の県単位機関現況調べ（主なもの）」 福川資料 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類 行政改革 051500605 「各省庁のブロック機関調べ」
福川資料、オレンジ色
蛍光ペン書にて傍線あ
り

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 行政改革 051500606
「事務所、支所、出張所及び附属機関等の整
理折衝機関」

昭和54年12月19日
福川資料、朱印にて
「取扱いに注意された
い」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類 行政改革 051500607
「地方支部局及び付属機関等の整理合理化
についての処理方針（案）」

昭和54年12月19日
福川資料、鉛筆書にて
傍線･加筆あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類 行政改革 051500608 特殊法人問題と国会について

福川資料、朱印にて
「取扱いに注意された
い」とあり、鉛筆書にて
加筆多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類 行政改革 051500609
「昭和55年度以降の行政改革計画の立案に
ついて」

昭和54年11月28日 行政改革本部 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 行政改革 051500610
「行政改革についての11月14日（水）三閣僚
懇談結果の報告」

昭和54年11月22日 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 行政改革 051500611 「秘　行政改革の基本的考え方」 昭和55年11月22日 秘
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘」とあり、鉛
筆書にて加筆あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 行政改革 051500612 「厳秘　今後における行政改革の課題」 昭和54年7月13日 厳秘 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 行政改革 051500613
「機構、定員等に関するサマー･レビューにつ
いて」

昭和54年7月23日 行政管理庁
福川資料、鉛筆書にて
傍線･加筆あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 行政改革 051500614 「今後における行政改革の課題」 昭和54年7月
福川資料、鉛筆書にて
傍線･加筆あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 中国出張 051600101 「中国経済の最近の動向について」 昭和54年10月18日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

14枚

書類 中国出張 051600102 「最近の日中経済関係について」 昭和54年11月19日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

12枚

書類 中国出張 051600103 「最近の日ソ関係」 昭和54年11月 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

10枚

書類 中国出張 051600104 「中ソ関係の推移概略」 11月29日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

14枚

書類 中国出張 051600105 「中越紛争テクノロジ－」 昭和54年11月 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

18枚

書類 中国出張 051600106 「米中関係の現状」 昭和54年11月28日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

書類 中国出張 051600107 「華国鋒中国総理の西欧4カ国訪問」 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

書類 中国出張 051600200 「日中経済関係主要懸案事項」 昭和54年11月27日 北アジア課
福川資料、051600200
～051600213までクリッ
プどめ

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 中国出張 051600201 「日中長期貿易取決めについて」 昭和54年11月26日 北アジア課
福川資料、赤鉛筆･青
ペン書にて傍線、青ペ
ン書にて加筆多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

書類 中国出張 051600202 「2.石油の輸入について」 昭和54年8月28日
福川資料、青ペン書に
て傍線･加筆、赤鉛筆
書にて傍線多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚
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書類 中国出張 051600203 「3.石炭の輸入について」 昭和54年11月7日 北アジア課
福川資料、青ペン書に
て傍線･加筆、赤鉛筆
書にて傍線多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

7枚

書類 中国出張 051600204 「4.対中プラント輸出について」
福川資料、青ペン書に
て傍線･加筆、赤鉛筆
書にて傍線多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

16枚

書類 中国出張 051600205 「5.上海宝山製鉄所について」 昭和54年11月19日 北アジア課
福川資料、青ペン書に
て傍線･加筆、赤鉛筆
書にて傍線多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 中国出張 051600206
「6.資源開発プロジェクトの進歩状況につい
て」

昭和54年11月19日 北アジア課
福川資料、青ペン書に
て傍線･加筆多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

23枚

書類 中国出張 051600207 「7.対中資金協力について」 昭和54年11月19日 北アジア課
福川資料、1枚目に青
ペン書にて傍線あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

7枚

書類 中国出張 051600208 「8.対中特恵関税の供与について」
福川資料、青ペン書に
て傍線･加筆多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

31枚

書類 中国出張 051600209 「中国特恵について」 昭和54年11月29日 大蔵省 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 中国出張 051600210 「9.特殊貿易について」 昭和54年11月26日 北アジア課
福川資料、青ペン書に
て加筆あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 中国出張 051600211 「10.合弁について」 昭和54年11月20日 北アジア課
福川資料、青ペン書に
て傍線･加筆多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

22枚

書類 中国出張 051600212 「11.対中科学技術協力について」 昭和54年11月21日 北アジア課
福川資料、1枚目に青
ペン書にて傍線あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

27枚

書類 中国出張 051600213
「12.商社等の在中国駐在員事務所の設置等
について」

昭和54年11月19日 北アジア課 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 訪米発言要領関係 051700100
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
用資料一覧」

昭和54年4月26日 秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚
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書類 訪米発言要領関係 051700200 「取扱注意　対エジプト援助関係資料」 昭和54年4月25日 取扱注意 経済協力局
福川資料、1枚目に朱
印にて「取扱注意」とあ
り

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

7枚

書類 訪米発言要領関係 051700300
「極秘　無期限　大平総理･カーター大統領会
談　発言要領　（日米二国間関係　1.総論、2.
日米安保体制とわが国の防衛努力」

昭和54年4月 極秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「極秘　無期限」
とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

書類 訪米発言要領関係 051700400
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
発言要領(日米経済関係)」

昭和54年4月 秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

16枚

書類 訪米発言要領関係 051700500
「極秘　無期限　大平総理･カーター大統領会
談発言要領(国際情勢及び主要国際問題に
おける日米協力)」

昭和54年4月 極秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

B5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

37枚

書類 訪米発言要領関係 051700600
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
発言要領(国際経済関係)」

昭和54年4月 秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー

35頁

書類 訪米発言要領関係 051700700
「極秘　無期限　大平総理･カーター大統領会
談発言要領（その他取上げられる可能性の
ある事項）」

昭和54年4月 極秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「極秘　無期限」
とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

14枚

書類 訪米発言要領関係 051700800
「秘　無期限　カーター政権の課題」、「秘　無
期限　日米関係（総論）」、「秘　無期限　日米
安全保障問題」

昭和54年3月27日 秘　無期限 外務省

福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り　3枚目に鉛筆書にて
加筆･傍線あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

11枚

書類 訪米発言要領関係 051700900
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
（参考資料）」

昭和54年4月 秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚

書類 訪米発言要領関係 051701000
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
（参考資料）日米経済関係」

昭和54年4月 秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー

30頁

書類 訪米発言要領関係 051701100
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
（参考資料）（国際情勢及び主要国際問題に
おける日米協力）」

昭和54年4月 秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

25枚

書類 訪米発言要領関係 051701200
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
（参考資料）インドシナ難民問題」

昭和54年4月 秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

13枚
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書類 訪米発言要領関係 051701300
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
（参考資料）（ソ連軍の越港湾及び空港利用
と越の立場）」

昭和54年4月 秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

書類 訪米発言要領関係 051701400
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
（参考資料）中近東情勢」

昭和54年4月 秘　無期限
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

32枚

書類 訪米発言要領関係 051701500
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
（参考資料）対ソ関係」

昭和54年4月 秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

書類 訪米発言要領関係 051701600
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
（参考資料）西欧諸国との関係」

昭和54年4月 秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

27枚

書類 訪米発言要領関係 051701700
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
（参考資料）アフリカ問題（国連関係を含む）」

昭和54年4月 秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙10枚、Ｂ4変洋
紙1枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

11枚

書類 訪米発言要領関係 051701800
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
（参考資料）国際経済関係」

昭和54年4月 秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

72枚

書類 訪米発言要領関係 051701900 「最近の日米経済関係」 昭和54年3月 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚

書類 訪米発言要領関係 051702000
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
（参考資料）」

昭和54年4月 秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

13枚

書類 訪米発言要領関係 051702100
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
（参考資料）日米文化交流」

昭和54年4月 秘　無期限
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

書類 訪米発言要領関係 051702200
「秘　無期限　大平総理･カーター大統領会談
（参考資料）」

秘　無期限 外務省
福川資料、1枚目に朱
印にて「秘無期限」とあ
り

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

11枚

書類 大平首相対談関係 051900300 「総理大臣出演番組」 昭和54年12月24日

福川資料、青ペン･鉛
筆書にて加筆、オレン
ジ色蛍光ペン書にて傍
線あり、051900300～
051900318までクリップ
どめ

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚
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書類 大平首相対談関係 051900301 大平総理出演番組視聴率
福川資料、2枚目に鉛
筆書にて加筆あり

Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙1
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

2枚

書類 大平首相対談関係 051900302
「「総理と語る」タイトル「くらしどうなるの、大
平さん」」

昭和55年4月24日
福川資料、青ペン書に
て加筆多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 大平首相対談関係 051900303 「総理にきく　若い世代からの注文（仮）」 福川資料 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類 大平首相対談関係 051900304 「総理にきく　若い世代からの注文」
福川資料、鉛筆書にて
加筆多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類 大平首相対談関係 051900305
「大平総理の省エネルギー工場の視察及び
TV番組“総理と語る”の録画について」

福川資料
Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙5
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

6枚

書類 大平首相対談関係 051900306
「総理にきく　くらしからの注文～秋田･名古屋
～」

福川資料、4枚目に青
ペン書にて加筆あり

Ｂ4洋紙2枚、Ｂ4変洋
紙2枚、乾式コピー

4枚

書類 大平首相対談関係 051900307 「「総理と語る」制作について」 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 大平首相対談関係 051900308 「転機に立つ大平政治」 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 大平首相対談関係 051900309 「総理にきく」
福川資料、Ｂ4洋紙は
乾式コピー、Ｂ5洋紙は
鉛筆書

Ｂ4洋紙1枚、Ｂ5洋紙1
枚、乾式コピー、鉛筆
書

2枚

書類 大平首相対談関係 051900310 総理と語る　日本テレビ

福川資料、Ｂ6変洋紙
は黒ペン書、Ｂ5タイプ
用紙はタイプ印刷、Ｂ4
洋紙は青焼きと鉛筆書

Ｂ6変洋紙1枚、Ｂ5タイ
プ用紙2枚、Ｂ4洋紙1
枚、青焼き・青ペン・鉛
筆書・タイプ印刷、ク
リップどめ

4枚

書類 大平首相対談関係 051900311 「総理にきく　相互依存の世界」
福川資料、2枚目に青
ペン･赤ペン書にて加
筆あり

Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙2
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

3枚
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書類 大平首相対談関係 051900312 「民放協共同番組」 福川資料
Ｂ6変洋紙1枚、Ｂ5洋
紙3枚、乾式コピー・鉛
筆書、クリップどめ

4枚

書類 大平首相対談関係 051900313 「NHK「総理と語る」（3月分）」 福川資料
Ｂ5内閣青罫紙、鉛筆
書

3枚

書類 大平首相対談関係 051900314 「テレビ朝日「総理と語る」」 昭和54年2月26日 福川資料
Ｂ5洋紙2枚、Ｂ6変洋
紙、乾式コピー・青ペ
ン書

書類 大平首相対談関係 051900315 総理にきく　NHK　1月22日 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

書類 大平首相対談関係 051900316 「総理対談候補者」 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー・
青ペン書、ホッチキス
どめ

2枚

書類 大平首相対談関係 051900317 対談者リストメモ 福川資料
Ｂ6変洋紙、鉛筆・青
ペン書

1枚

書類 大平首相対談関係 051900318 「福田総理「総理と語る」」 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 大平首相対談関係 051900400
「こども記者会見　総理大臣　大平さんに聞
く」

福川資料、Ｂ5変洋紙
に青ペン書にて加筆･
訂正あり、051900400
～まで貼り付け

Ｂ5変洋紙7枚、Ｂ4タイ
プ用紙2枚、名刺1枚、
乾式コピー、タイプ印
刷、ホッチキスどめ

書類 大平首相対談関係 051900401 「総理と日本のこどもたち（仮題）企画案」

福川資料、Ａ4洋紙6枚
はホッチキスどめ、Ｂ4
洋紙に鉛筆書にて加筆
あり

Ａ4洋紙7枚、名刺1
枚、Ｂ4洋紙1枚、乾式
コピー、クリップどめ

書類 大平首相対談関係 051900402 対談資料
福川資料、1枚目に青
ペン書にて加筆あり

Ｂ5洋紙、Ｂ4洋紙、乾
式コピー、ホッチキス
どめ

1枚

書類 大平首相対談関係 051900403 お知らせ 昭和54年7月 福川資料 Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚
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書類 大平首相対談関係 051900404 総理と100人の子供達　視聴率 福川資料
Ｂ6変洋紙、鉛筆・赤
鉛筆書

1枚

書類 大平首相対談関係 051900405 「首相出演番組（NHK）」
福川資料、鉛筆･青ペ
ン書にて加筆あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 大平首相対談関係 051900406
「自由国民会議機関紙（21世紀への道）対談
要旨」

昭和54年8月9日 福川資料 Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類 大平首相対談関係 051900407 「21世紀への道」第7号について 昭和54年4月27日 福川資料 Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

書類 大平首相対談関係 051900408 報知新聞社　質問要旨 福川資料 Ｂ4洋紙、タイプ印刷 1枚

書類 大平首相対談関係 051900409 西日本放送からの連絡 昭和54年12月11日
福川資料、Ｂ4タイプ用
紙

Ｂ5洋紙2枚、Ｂ4タイプ
用紙1枚、内閣青罫紙
2枚、タイプ印刷、青ペ
ン・鉛筆書、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

5枚

書類 大平首相対談関係 051900410 テレビ企画対談 昭和54年
福川資料、Ｂ4洋紙に
鉛筆書にて加筆あり

Ｂ4洋紙1枚、Ｂ5洋紙1
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

2枚

書類 大平首相対談関係 051900411 「総理世界を語る」（緒方貞子との会談） 昭和54年12月18日
福川資料、青ペン書に
て加筆あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類 その他 052000100
「大平総理豪州･ニュージーランド御訪問御日
程･行事次第」

昭和55年1月15日
～1月20日

外務省 福川資料 Ａ6洋紙冊子、活版 139頁

書類 その他 052000200 「主要国首脳会議」
昭和49年6月28日
～29日

外務省 福川資料 Ａ5変洋紙冊子、活版 103枚

書類 その他 052000300

「THE OFFICIAL VISIT OF HIS
EXCELLENCY THE PRIME MINISTER OF
JAPAN AND MRS. OHIRA TO THE UNITED
STATES」

昭和54年4月～5月 福川資料
Ａ6変ファイル、厚さ2
㎝、活版

1冊

書類 その他 052000400

「THE OFFICIAL VISIT OF HIS
EXCELLENCY THE PRIME MINISTER OF
JAPAN AND MRS. OHIRA TO THE UNITED
STATES」

昭和55年4月30日
～5月1日

福川資料
Ａ6変ファイル、厚さ2
㎝、活版

1冊
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書類 その他 052000501
「取扱注意　総理訪米（日程･諸行事等関係
資料）」

昭和54年4月30日
～5月7日

取扱注意 外務省

福川資料、扉に朱印に
て「取扱注意」とあり、
青ペン書にて加筆多数
あり

Ａ4洋紙、乾式コピー、
Ａ4ファイル1冊

119枚

書類 その他 052000503
「大平総理訪米公式スケジュール以外の私
的表敬等」

5月2日
福川資料、052000501
の見出し「6」の最後に
挟み込み

Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

書類 その他 052000504 ワシントン･ニューヨーク中心部地図

福川資料、052000501
の見出し「11」の最初に
挟み込み、赤ペン書に
て加筆2ヵ所あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 2枚

書類 その他 052000505 メトロポリタン美術館概要
福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み

Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

書類 その他 052000506
ライシャワー･ハーバード大学教授、ジョンソ
ン･マサチューセッツ工科大学コーポレーショ
ン会長略歴

福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 その他 052000507
「大平総理大臣御一行ニューヨーク御滞在御
日程」

昭和54年5月4日
在ニューヨーク日
本国総領事館

福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み、052000507～
052000516は一括して
クリップどめ

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

2枚

書類 その他 052000508 「総理夫人御日程」

福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み、052000507～
052000516は一括して
クリップどめ

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

3枚

書類 その他 052000509 「米側出席者略歴」

福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み、052000507～
052000516は一括して
クリップどめ

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

12枚

書類 その他 052000510 「米側出席者リスト」

福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み、052000507～
052000516は一括して
クリップどめ

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

3枚
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書類 その他 052000511 「行事概要（1）」

福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み、052000507～
052000516は一括して
クリップどめ

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

5枚

書類 その他 052000512 「行事概要（2）」

福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み、052000507～
052000516は一括して
クリップどめ

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

4枚

書類 その他 052000513 「行事概要（3）」

福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み、052000507～
052000516は一括して
クリップどめ

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

2枚

書類 その他 052000514 「行事概要（4）」

福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み、052000507～
052000516は一括して
クリップどめ

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

2枚

書類 その他 052000515 「行事概要（5）」

福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み、052000507～
052000516は一括して
クリップどめ

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

3枚

書類 その他 052000516 「行事概要（6）」

福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み、052000507～
052000516は一括して
クリップどめ

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリッ
プどめ

1枚

書類 その他 052000517 「総理下院訪問･米側出席予定者」
福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み

Ａ4タイプ用紙、英文タ
イプ、ホッチキスどめ

5枚

書類 その他 052000518 「総理上院訪問･米側出席予定者」
福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み

Ａ4タイプ用紙、英文タ
イプ、ホッチキスどめ

2枚

書類 その他 052000519 「大平総理大臣滞華御日程」 昭和54年4月27日 在米大使館
福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み

Ａ4タイプ用紙、英文タ
イプ、ホッチキスどめ

3枚
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書類 その他 052000520 「ゲストリスト」 昭和54年5月2日 福川秘書官
福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み

Ａ4洋紙6枚、6.7㎝×
12.5㎝洋紙1枚、乾式
コピー、黒ペン書、
ホッチキスどめ

7枚

書類 その他 052000521

「Coffee and Meeting in honor of His
Excellency Masayoshi Ohira Prime Minister
of Japan with Members of the House of
Representives and the Com-mittee on
Foreign Affairs」

昭和54年5月3日
福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み

21㎝×42㎝洋紙、活
版

1枚

書類 その他 052000522
「MEETING WITH HIS EXCELLENCY
MASAYOSHI OHIRA PRIME MINISTER OF
JAPAN」

昭和54年5月3日
福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み

22㎝×50㎝洋紙、活
版

1枚

書類 その他 052000523
「TABLE REMARKS, WHITE HOUSE STATE
DINNER」

昭和54年5月2日

福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み、鉛筆書にて「find」
とあり

Ａ5変洋紙、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

4枚

書類 その他 052000524
「LUNCHEON in honor of His Excellency
Masayoshi Ohira Prime Minister of Japan」

昭和54年5月4日

MR. DAVID
ROCKEFELLER
Chairman of the
Board The Chase
Manhattan Bank

福川資料、052000501
の裏表紙裏に挟み込
み、青ペン書にて加筆
あり

21㎝×10㎝洋紙冊
子、活版

6枚

書類 その他 052000601
「取扱注意　総理訪米、訪加（日程･諸行事関
係資料）」

昭和55年4月30日
～5月8日

取扱注意 外務省
福川資料、扉に朱印に
て「取扱注意」とあり

Ａ4ファイル、厚さ1.5
㎝、乾式コピー

1冊

書類 その他 052000603
「総理ユーゴー、西独訪問（日程･諸行事関係
資料）」

昭和55年5月 外務省欧亜局 福川資料
Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

27枚

書類 その他 052000604 タウンマップ　オタワ･バンクーバー
福川資料、赤鉛筆書に
て書込多数あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
赤鉛筆書

2枚

書類 その他 052000700
「取扱注意　ワシントンにおける総理の内外
記者会見用資料（応答要領）」

昭和54年4月27日 取扱注意 情報文化局報道課
福川資料、扉に「取扱
注意」とあり

Ｂ5ファイル、厚さ1.3
㎝、乾式コピー

1冊

書類 その他 052000800
「秘　無期限　大平総理大臣訪中首脳会談用
発言･応答要領及び参考資料」

昭和54年12月 秘　無期限 外務省アジア局
福川資料、扉に朱印に
て「秘無期限」とあり

Ｂ5ファイル、厚さ1.7
㎝、乾式コピー

1冊

書類 その他 052000901
「極秘　無期限　第六回主要国首脳会議用資
料」（Ⅰ）

極秘　無期限

ファイル表紙に朱印に
て「極秘無期限」とあ
り。ヴェネチア・サミット
用発言要領・参考資
料。

Ａ4ファイル、厚さ2.7
㎝、乾式コピー

1冊
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書類 その他 052000902
「極秘　無期限　第六回主要国首脳会議用資
料」（Ⅱ～Ⅵ）

極秘　無期限

ファイル表紙に朱印に
て「極秘無期限」とあ
り。ヴェネチア・サミット
用発言要領・参考資
料。

Ａ4ファイル、厚さ1.9
㎝、乾式コピー

1冊

書類 その他 052001001 「大平総理訪中資料」 昭和54年12月 外務省
Ａ4ファイル、厚さ1.1
㎝、乾式コピー

1冊

書類 その他 052001002
「中国訪問の大平総理随員の準備事項につ
いて」

昭和54年11月22日
外務省アジア局中
国課

052001001裏表紙裏に
挟み込み

Ａ4洋紙冊子、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

9頁

書類 その他 052001101 「取扱注意　総理訪墨」
昭和51年5月1日～
4日

取扱注意 外務省
Ａ4ファイル、厚さ1.1
㎝、乾式コピー

1冊

書類 その他 052001102 タウンマップ　メキシコ中心部
赤鉛筆書にて書込あり
052001101の裏表紙裏
に挟み込み

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
赤鉛筆書

1枚

書類 その他 052001201
「秘　無期限　大平総理大臣訪中首脳会談用
発言･応答要領及び参考資料　－日中二国
間問題－」

昭和54年12月 秘　無期限 外務省アジア局
福川資料、扉に朱印に
て「秘無期限」とあり、
鉛筆書にて削除あり

Ｂ5ファイル、厚さ0.9
㎝、乾式コピー、鉛筆
書

1冊

書類 その他 052001202 「大平総理訪中日程概要」 昭和54年
福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み

Ｂ4洋紙、Ｂ5洋紙5
枚、乾式コピー、ホッ
チキスどめ

1枚

書類 その他 052001203 「新世紀をめざす日中関係」 昭和54年12月7日
福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

18頁

書類 その他 052001204 「大平総理スピーチ」 昭和54年12月7日
福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み

Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

5頁

書類 その他 052001205
「秘　大平総理大臣の中国訪問に関する共同
新聞発表」

昭和54年12月7日 秘

福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み、1枚目に朱印にて
秘（7日14時まで）とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

7枚
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書類 その他 052001206
「大平総理の中国訪問に関する共同新聞発
表」

昭和54年12月7日

福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み、052001206～
052001210は一括して
クリップどめ

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

7枚

書類 その他 052001207 「新世紀をめざす日中関係　於北京」 昭和54年12月7日

福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み、052001206～
052001210は一括して
クリップどめ

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

18枚

書類 その他 052001208 「大平総理スピーチ」（於歓迎宴） 昭和54年12月5日

福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み、052001206～
052001210は一括して
クリップどめ

Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

5頁

書類 その他 052001209 「大平総理スピーチ」（於答礼宴） 昭和54年12月7日

福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み、052001206～
052001210は一括して
クリップどめ

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

5枚

書類 その他 052001210 「大平総理スピーチ」（於西安） 昭和54年12月8日

福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み、052001206～
052001210は一括して
クリップどめ

Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

9頁

書類 その他 052001211 「日中文化交流協定の署名について」 昭和54年12月6日 外務省情報文化局
福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 その他 052001212
「文化交流の促進のために日本国政府と中
華人民共和国政府との間の協定」

昭和54年12月6日
福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み

Ｂ5洋紙冊子6頁ずつ
計12頁、乾式コピー、
ホッチキスどめ

12頁

書類 その他 052001213 メモ「総理－鄧小平　会談」
福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み

Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

書類 その他 052001214
「秘　第二回首脳会談総理発言要領」（国際
情勢）

昭和54年12月6日 秘

福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み、一枚目に黒印にて
「秘」とあり。日中首脳
会談。

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 その他 052001215 「大平総理スピーチ」（於歓迎宴） 昭和54年12月5日
福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み

Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

5頁

書類 その他 052001216
「大平総理大臣歓迎の宴会における華国鋒
総理のあいさつ」

昭和54年12月5日
福川資料、052001201
の裏表紙裏に挟み込
み

Ａ4変洋紙、活版、ホッ
チキスどめ

3枚

書類 その他 052001217
「大平総理大臣主催の答礼宴における華国
鋒総理のあいさつ」

昭和54年12月7日
福川資料、052001216
に挟み込み

Ａ4変洋紙、活版、ホッ
チキスどめ

2枚

書類 その他 052001304
「BIOGRAPHICAL SKETCH OF PRIME
MINISTER MASAYOSHI OHIRA」

福川資料
Ａ4洋紙、活版、ホッチ
キスどめ

4枚

書類 その他 052001305
「BIOGRAPHICAL SKETCH OF FOREIGN
MINISTER SABURO OKITA」

福川資料
Ａ4洋紙、活版、ホッチ
キスどめ

4枚

書類 その他 052001306 「KOICHI KATO」（Career Summary） 福川資料 Ａ4洋紙、活版 1枚

書類 その他 052001307 「Japan-U.S. Relations」 昭和55年4月 福川資料
Ａ4洋紙、活版、ホッチ
キスどめ

4枚

書類 その他 052001309 「Masayoshi Ohira」（スペイン語版）

福川資料、スペイン語
によるＡ4洋紙のリーフ
レットの挟み込みあり、
052001309～
052001323までクリップ
どめ

Ａ4洋紙冊子 12頁

書類 その他 052001320 「マスコミ論調」（第12号） 昭和54年11月7日

福川資料、052001309
～052001323までクリッ
プどめ、052001320～
052001323までクリップ
どめ

Ｂ4洋紙2枚、Ｂ4緑色
洋紙1枚、孔版、ホッ
チキスどめ

3枚

書類 その他 052001321 「マスコミ論調」（第14号） 昭和54年11月12日

福川資料、052001309
～052001323までクリッ
プどめ、052001320～
052001323までクリップ
どめ

Ｂ4洋紙1枚、Ｂ4緑色
洋紙1枚、孔版、ホッ
チキスどめ

2枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 その他 052001322 「日本の大構想を策定」 昭和55年4月6日

福川資料、052001309
～052001323までクリッ
プどめ、052001320～
052001323までクリップ
どめ

B5洋紙冊子、ホッチキ
スどめ

5頁

書類 その他 052001324 大平政権の貿易政策に関する英文書
FREDERICK
H.MARKS

福川資料 Ｂ4洋紙、乾式コピー 3枚

書類 その他 052001327 日米貿易に関する大平総理のコメント（英文）
FREDERICK
H.MARKS

福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 その他 052001330 「首相の死とその政治的位置」 佐藤誠三郎
福川資料、052001330
～052001342まで一括
してクリップどめ

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

8枚

書類 その他 052001331 「首相番記者からみた大平政権の「百日」」
福川資料、052001330
～052001342まで一括
してクリップどめ

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

15枚

書類 その他 052001336 「TBSテレビ　時事放談」 昭和54年10月7日

福川資料、赤鉛筆書に
て傍線･加筆あり、
052001330～
052001342まで一括し
てクリップどめ。細川隆
元、藤原弘達対談。

Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー、赤鉛筆、ホッチ
キスどめ

5頁

書類 その他 052001342 「歴史的現実－われわれの生き方」 昭和54年4月8日

福川資料、052001330
～052001342まで一括
してクリップどめ。『私
の履歴書』所収。

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

書類 その他 052001401 「大平総理関連留意事項（メモ）」 福川資料
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

書類 その他 052001402 政治家･大平正芳検証メモ 福川資料
Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

9頁

書類 その他 052001403
「綱紀粛正、行政整理及び財政再建について
の自由民主党の見解」

昭和54年10月2日 福川資料
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 その他 052001404 「取扱注意　実力者会談について」 取扱注意
福川資料、1枚目に「取
扱注意」とあり

Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

12頁

書類 その他 052001405 派閥についてのメモ 福川資料
Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

2頁

書類 その他 052001406 一般消費税についてのメモ 福川資料
Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

2頁

書類 その他 052001407 「総裁の冒頭発言要旨」 福川資料
Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

6頁

書類 その他 052001408 「（選挙結果の評価）」 福川資料
Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

3頁

書類 その他 052001409 「自民党後援会　総裁の冒頭発言要旨」 昭和54年10月27日
福川資料、鉛筆書にて
1枚目に加筆あり

Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー、鉛筆書、ホッチ
キスどめ

6頁

書類 その他 052001410 「当面の内外施策」 大平正芳
福川資料。内外情勢調
査会講演シリーズ383

11.2㎝×18.2㎝洋紙
冊子

22頁

書類 その他 052001413 「自己責任と連帯による経済社会の発展」 福川資料
Ｂ4洋紙冊子、活版、
ホッチキスどめ

10頁

書類 その他 052001414 萩原延寿からの書簡（昭和54年1月8日） 昭和54年1月8日 萩原延寿 大平正芳 福川資料
Ｂ4原稿用紙、黒ペン
書

7枚

書類 その他 052001415 荻原延寿からの書簡（昭和53年11月30日） 昭和53年11月30日 荻原延寿 大平正芳
福川資料、赤ペン･青
ペン書にて加筆･傍線
多数あり

Ｂ4原稿用紙、黒ペン・
赤ペン・青ペン書

14枚

書類 その他 052001416 萩原延寿からの書簡（昭和53年12月4日） 昭和53年12月4日 萩原延寿 大平正芳 福川資料
Ｂ4原稿用紙、黒ペン
書

17枚

書類 その他 052001418
「渡る世間に鬼はない」（共同通信きさらぎ会
講演）

昭和53年7月4日 大平正芳 福川伸次
福川資料、黒ペン･赤
ペン書にて加筆、青ペ
ン書にて傍線あり

Ｂ5洋紙冊子、乾式コ
ピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン・青
ペン書

9頁
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 その他 052001419 「世界経済リポート　内外情勢に思う」 昭和53年2月 大平正芳
福川資料。世界経済研
究協会。

Ｂ4洋紙冊子、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

40頁

書類 その他 052001500 「時事世論調査･歴代内閣成立当初支持率」 昭和53年12月20日

「時事世論調査による
歴代内閣成立当初の
支持状況」昭和53年12
月20日～昭和54年1月
1日まで「公表不可」と
あり「田中･三木･福田3
内閣の支持推移グラフ
（時事月例世論調査に
よる）」「内閣支持（各種
機関別）推移」　昭和54
年1月1日まで「公表不
可」とあり「内閣支持の
推移（特性別数表）」
昭和53年10月～12月
～昭和54年1月1日ま
で「公表不可」とあり
「政党支持の推移」時
事世論調査による　昭
和54年1月1日まで「公
表不可」とあり「政党支
持の推移（特性別）」
昭和54年1月1日まで
「公表不可」とあり 「最
近の時事問題に関する
世論動向調査（第40
回）」「公表不可」「取扱
注意」とあり「メモ」（1.
内閣支持と自民党支
持、2.国民生活意識）
「時事世論」昭和52年
～53年度選挙結果調
（指定都市以上）昭和
53年1月1日～12月19
日」「昭和54年度前期
選挙執行予定団体調」

Ａ4ファイル、厚さ3㎜、
乾式コピー

1冊

書類 その他 052001600 「決議文」 昭和47年7月1日

香川県三豊郡豊浜
町大平正芳先生総
裁選挙必勝激励大
会

40㎝×53㎝和紙、墨
書、包紙

1枚

書類 その他 052001700
「日本青年会議所第十八回全国会員大会に
おける通商産業大臣挨拶」

昭和44年10月4日
通商産業大臣　大
平正芳

青ペン書にて修正･挿
入･訂正･削除多数あり

19㎝×221㎝和紙、墨
書、包紙

1枚

書類 総理訪米　外務省資料 052200100 「取扱注意　総理訪米第一回勉強会」 昭和54年3月27日 取扱注意 外務省
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

書類 総理訪米　外務省資料 052200200 「秘　無期限　総理訪米（日程及び行事案）」 昭和54年3月27日 秘　無期限 外務省

書類 総理訪米　外務省資料 052200300
「秘　無期限　総理訪米：往路及び帰路訪問
地（案）」

昭和54年3月27日 秘　無期限 外務省

書類 総理訪米　外務省資料 052200400 「取扱注意　歴代総理訪米に関する行事等」 昭和54年3月27日 取扱注意 外務省

書類 総理訪米　外務省資料 052200500 「秘　無期限　日米首脳会談について（案）」 昭和54年3月27日 秘　無期限 外務省

書類 総理訪米　外務省資料 052200600 「秘　無期限　カーター政権の課題」 昭和54年3月27日 秘　無期限 外務省

書類 総理訪米　外務省資料 052200700 「秘　無期限　日米関係（総論）」 昭和54年3月27日 秘　無期限 外務省

書類 総理訪米　外務省資料 052200800 「秘　無期限　日米安全保障問題」 昭和54年3月27日 秘　無期限 外務省

書類
「全国信用金庫大会に
おける大蔵大臣挨拶」
他

052300100 総裁選挙パンフレット

書類
「全国信用金庫大会に
おける大蔵大臣挨拶」
他

052300400 「全国信用金庫大会における大蔵大臣挨拶」

書類
「全国信用金庫大会に
おける大蔵大臣挨拶」
他

052300500
テレビ番組対談記録「大平正芳・幸せを見つ
める政治家」

昭和46年9月3日
東京12チャンネル・テレ
ビ放送

大平事務所書類 参考書類 060300100 「参考資料綴」 昭和41年6月 大平正芳事務所

表紙に「（附）自民党代
表質問用紙議事録並
に原稿」との赤ボール
ペン書にて書込あり

Ｂ5原稿用紙冊子（簿
冊）、青ペン書、厚さ
3.7㎝

1冊

大平事務所書類 参考書類 060300200 「内閣在外財産問題　審議会答申書写」 昭和41年12月 大平正芳事務所

表紙に「特別交付金
法律案」との赤ボール
ペン書にて書込あり、
「官報」第12188号、昭
和42年8月1日とじ込み
あり。「引揚者等に対す
る特別交付金の支給
に対する法律案」

Ｂ5わら半紙冊子（簿
冊）、和文タイプ等、厚
さ1.6㎝

1冊
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平事務所書類 事務所原稿等 060400100 「硯滴第四号原稿」 昭和44年10月 大平正芳事務所
Ｂ5原稿用紙冊子（簿
冊）、青ペン書等、厚
さ2.0㎝

1冊

大平事務所書類 事務所原稿等 060400200 「挨拶状原稿綴」 昭和45年1月 大平正芳事務所
Ｂ5大平正芳用箋（簿
冊）、青ペン書等、厚
さ0.2㎝

1冊

大平事務所書類 事務所原稿等 060400300 「大平文庫　図書目録（第一輯）」 大平正芳事務所編 Ｂ5洋紙冊子、活版 70頁

大平事務所書類 事務所原稿等 060400400 「部外秘　履歴書」 昭和43年 大平正芳事務所
Ｂ4洋紙中折冊子（簿
冊）、黒ボールペン書
等、厚さ0.6㎝

1冊

大平事務所書類 その他 060500100 「控」 11月9日～12月5日 岩田 Ａ6判ノート、鉛筆書 1冊

選挙関係 選挙関係　昭和27年 070100100 「自動車運行予定表綴」
昭和27年9月起（9
月6日～29日）

大平正芳選挙事務
所

9月26日、池田勇人大
蔵大臣来援

Ｂ4青罫紙、冊子、
カーボンコピー

30枚

選挙関係 選挙関係　昭和28年 070200100 「書類綴」
昭和28年3月起（3
月21日～4月）

遊説部
わら半紙、冊子、和文
タイプ

7枚

選挙関係 選挙関係　昭和28年 070200200 「自動車運行予定表綴」
昭和28年3月起（3
月25日～4月13日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ4和紙・青罫紙中
折、冊子、青ペン書

39枚

選挙関係 選挙関係　昭和30年 070300100 「計画書綴」
昭和30年2月選挙
（2月5日～26日）

遊説部
立合演説会･個人演説
会日程表

冊子 7枚

選挙関係 選挙関係　昭和30年 070300200 「遊説部関係書類綴」
昭和30年2月選挙
（2月2日～25日）

大平正芳選挙事務
所

津島寿一の応援演説
に関する書簡を含む（2
月12日）

Ｂ4わら半紙等中折、
冊子、孔版・和文タイ
プ

15枚

選挙関係 選挙関係　昭和33年 070400100 「遊説計画綴」
昭和33年5月選挙
（5月3日～21日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ4わら半紙中折等、
冊子、孔版

29枚

選挙関係 選挙関係　昭和33年 070400200 「演説会弁士計画綴」
昭和33年5月選挙
（5月3日～21日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ5和紙、冊子、青ペ
ン書

19枚
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選挙関係 選挙関係　昭和35年 070500100 「遊説計画綴」
昭和35年11月選挙
（10月30日～11月
19日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ4わら半紙中折等、
冊子、孔版

33枚

選挙関係 選挙関係　昭和35年 070500200 「演説会弁士計画綴」
昭和35年11月選挙
（11月1日～11月19
日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ4わら半紙中折等、
冊子、孔版、黒ペン書

22枚

選挙関係 選挙関係　昭和35年 070500300 「選挙運動費用収支報告書」（写） 昭和35年12月2日 三野半平 Ｂ4和紙・黒罫紙 3枚

選挙関係 選挙関係　昭和38年 070600100 「書類綴」
昭和38年11月選挙
（10月25日～11月
17日）

大平正芳選挙事務
所

自由民主党農林漁業
基本政策調査会「国民
所得倍増計画達成に
即応し一層強化拡充せ
んとする農林漁業近代
化発展への政策」（昭
和38年10月31日）等を
含む

Ｂ4わら半紙中折等、
冊子、孔版、青焼き

31枚

選挙関係 選挙関係　昭和38年 070600200 「遊説計画綴」
昭和38年11月選挙
（10月30日～11月
20日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ4わら半紙中折等、
冊子、孔版・墨書

30枚

選挙関係 選挙関係　昭和38年 070600300 「個人演説会弁士計画」
昭和38年11月選挙
（11月2日～11月20
日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ4わら半紙中折等、
冊子、孔版・青ペン書

21枚

選挙関係 選挙関係　昭和38年 070600400 「領収書綴」
昭和38年11月選挙
（10月25日～11月
30日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ5洋紙、冊子 90枚

選挙関係 選挙関係　昭和38年 070600401 「選挙運動費用収支報告書」（写） 昭和38年 藤田利美 Ｂ4和紙・黒罫紙 5枚

選挙関係 選挙関係　昭和42年 070700100 「選挙関係書類綴」
昭和41年12月30日
～昭和42年1月9日

大平正芳事務所
Ｂ4わら半紙中折等、
冊子

8枚

選挙関係 選挙関係　昭和42年 070700200 「遊説計画綴」
昭和42年1月（1月8
日～28日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ4わら半紙等、冊
子、孔版

21枚

選挙関係 選挙関係　昭和42年 070700300 「個人演説会弁士計画」
昭和42年1月（1月
10日～28日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ5わら半紙等、冊
子、孔版

21枚

選挙関係 選挙関係　昭和42年 070700400 通勤定期乗車券（香川県内国鉄線一般）
昭和42年1月9日～
2月3日

観音寺駅発行 大平正芳
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

選挙関係 選挙関係　昭和44年 070800100 「関係文書綴」 昭和44年12月
大平正芳選挙事務
所

政見放送関係
Ｂ4わら半紙等、冊
子、孔版、厚さ1.3㎝

選挙関係 選挙関係　昭和44年 070800200 「遊説計画綴」
昭和44年12月（12
月7日～26日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ4わら半紙等、冊
子、孔版

31枚

選挙関係 選挙関係　昭和44年 070800300 「個人演説会弁士計画書綴」
昭和44年12月（12
月8日～26日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ5わら半紙等、冊
子、孔版

19枚

選挙関係 選挙関係　昭和44年 070800400 「領収書綴」
昭和44年12月（12
月1日～12月30日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ5洋紙、冊子 135枚

選挙関係 選挙関係　昭和44年 070800401 「選挙運動費用収支報告書」（写） 昭和45年1月11日 藤田利美
Ｂ4和紙黒罫紙、黒ペ
ン書

4枚

選挙関係 選挙関係　昭和44年 070800500 「個人演説開催申出領収書綴」
昭和44年12月27日
執行

香川県選挙管理委
員会

冊子、活版印刷、厚さ
35枚

35枚

選挙関係 選挙関係　昭和47年 070900100 「関係文書綴」
昭和47年11月13日
～15日

大平正芳事務所 政見放送関係等
Ｂ4わら半紙等、冊
子、孔版、厚さ0.5㎝

選挙関係 選挙関係　昭和47年 070900200 「遊説計画書綴」
昭和47年11月（11
月20日～12月9日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ4青焼き等、冊子 28枚

選挙関係 選挙関係　昭和47年 070900300 「個人演説会弁士計画書綴」
昭和47年11月（11
月20日～12月9日）

大平正芳選挙事務
所

Ｂ5青焼き等、冊子 24枚

選挙関係 選挙関係　昭和47年 070900400 「重要文書綴」
昭和47年11月（11
月20日～12月10
日）

大平正芳選挙事務
所

選挙運動に関する事務
長通達、公報原稿（コ
ピー）等

Ｂ5青焼き等、冊子 36枚

選挙関係 選挙関係　昭和47年 070900500 「領収書綴」 昭和47年12月
大平正芳選挙事務
所

Ｂ5洋紙、冊子 127枚

選挙関係 選挙関係　昭和47年 070900501 「選挙運動費用収支報告書」（写） 昭和47年12月23日 藤田利美
Ｂ4和紙・黒罫紙、黒
ペン書

6枚

選挙関係 選挙関係　昭和47年 070900600 「通勤定期」（香川県内国鉄線一般）
昭和47年11月22日
～12月15日

観音寺駅 大平正芳
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

選挙関係 選挙関係　昭和51年 071000100 「選挙事務関係書類綴」
昭和51年11月15日
～12月5日

大平正芳事務所 事務長通達、連絡網等
Ｂ4青焼き等、冊子
（ファイル）、孔版、厚
さ0.5㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和51年 071000200 「諸届出書綴」
昭和51年11月15日
～20日

大平正芳事務所
Ｂ4青焼き等、冊子
（ファイル）、孔版、厚
さ0.6㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和51年 071000300 「関係書規程綴」
昭和51年10月26日
～11月17日

大平正芳事務所 政見放送等
Ｂ4和文タイプ・乾式コ
ピー等、冊子（ファイ
ル）、活版、厚さ0.8㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和51年 071000400 「遊説計画宣伝車日程表」 昭和51年11月
大平正芳選挙事務
所遊説部石川用

Ｂ4青焼き等、冊子
（ファイル）、厚さ0.4㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和51年 071000500 「個人演説会弁士計画表綴」 昭和51年11月
大平正芳選挙事務
所遊説部石川用

Ｂ4青焼き等、冊子
（ファイル）、厚さ0.4㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和51年 071000600 「公営会場届出控受付票」 昭和51年11月
大平正芳選挙事務
所遊説部

Ｂ4青焼き等、冊子
（ファイル）、厚さ0.3㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和51年 071000700 「領収書綴」 昭和51年12月選挙
大平正芳出納責任
者

Ｂ5洋紙、冊子（ファイ
ル）、厚さ1.6㎝

139枚

選挙関係 選挙関係　昭和51年 071000701 「選挙運動費用収支報告書」（写） 昭和51年12月18日 藤田利美
Ｂ4和紙・黒罫紙、黒
ペン書

7枚

選挙関係 選挙関係　昭和54年 071100100 「選挙事務関係書綴」
昭和54年10月7日
選挙

大平正芳事務所
ポスター関係、選挙挨
拶等

Ｂ4和文タイプ等、冊
子（ファイル）、孔版、
厚さ1.5㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和54年 071100200 「諸届出書綴」
昭和54年9月8日～
17日

大平正芳事務所
衆議院議員総選挙候
補者届等

Ｂ4洋紙等、冊子（ファ
イル）、活版、厚さ0.8
㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和54年 071100300 「関係書規程綴」
昭和54年10月7日
選挙

大平正芳事務所
投票所及び開票所一
覧等

Ｂ4和文タイプ・乾式コ
ピー等、冊子（ファイ
ル）、活版、厚さ0.8㎝

1冊
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

選挙関係 選挙関係　昭和54年 071100400 「遊説計画宣伝車行程綴」
昭和54年10月7日
選挙

大平正芳選挙事務
所遊説部石川用

個人演説会弁士計画
表を含む

Ｂ4湿式コピー等洋
紙、冊子（ファイル）、
厚さ0.8㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和54年 071100500 「領収書綴」
昭和54年10月7日
選挙

大平正芳出納責任
者

Ｂ5洋紙、冊子（ファイ
ル）、厚さ1.4㎝

125枚

選挙関係 選挙関係　昭和54年 071100501 「選挙運動費用収支報告書」（写） 昭和54年10月20日 藤田利美
Ｂ4和紙・黒罫紙、黒
ペン書

7枚

選挙関係 選挙関係　昭和55年 071200100 「選挙事務関係綴」 昭和55年6月選挙
大平正芳選挙事務
所

大平正芳挨拶、森田一
挨拶、決議文等

Ｂ4洋紙等、冊子（ファ
イル）、活版、厚さ1.0
㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和55年 071200200 「諸届出書綴」
昭和55年6月2日～
13日

大平正芳選挙事務
所

大平正芳衆議院議員
総選挙候補者届、森田
一衆議院議員選挙候
補者届

Ｂ4青焼き等、冊子
（ファイル）、孔版、厚
さ0.6㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和55年 071200300 「関係書規程綴」 昭和55年6月選挙
大平正芳選挙事務
所

政見放送等
Ｂ4和文タイプ・乾式コ
ピー等、冊子（ファイ
ル）、活版、厚さ0.8㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和55年 071200400 「遊説計画日程綴」
昭和55年6月22日
執行

大平正芳選挙事務
所

Ｂ4洋紙、冊子（ファイ
ル）、コピー、厚さ0.4
㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和55年 071200500 「個人演説会弁士計画綴」
昭和55年6月22日
執行

大平正芳選挙事務
所遊説部石川用

Ｂ5洋紙等、冊子（ファ
イル）、コピー、厚さ0.4
㎝

1冊

選挙関係 選挙関係　昭和55年 071200600 「領収書綴」
昭和55年6月22日
選挙

大平正芳出納責任
者

Ｂ5洋紙、冊子（ファイ
ル）、厚さ1.2㎝

101枚

選挙関係 選挙関係　昭和55年 071200601 「選挙運動費用収支報告書」（写） 藤田利美
公認候補者名大平正
芳

Ｂ4和紙・黒罫紙、黒
ペン書

8枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071300100
「昭和27年10月、昭和28年4月衆議院議員選
挙香川二区得票数表」

活版、Ａ3洋紙 1枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071300300 「香川県報」 昭和42年1月8日 香川県庁
Ｂ5わら半紙、冊子、
活版

10頁
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071300400
「衆議院議員総選挙（香川県第二区）候補者
選挙公報」

昭和44年
香川県選挙管理委
員会

わら半紙、ブランケッ
ト判、活版・孔版

1枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071300600
「衆議院議員総選挙（香川県第二区）候補者
選挙公報」

昭和47年
香川県選挙管理委
員会

わら半紙、ブランケッ
ト判、活版・孔版

1枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071300700
「衆議院議員総選挙（香川県第二区）候補者
選挙公報」

昭和51年
香川県選挙管理委
員会

わら半紙、ブランケッ
ト判、活版・孔版

1枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071300800 「当選の喜び」 昭和51年
大平正芳（大平正
芳事務所）

産経新聞社 原稿（二百字） Ｂ5洋紙、青焼き 1枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071300900 「私の公約」 昭和51年
大平正芳（大平正
芳事務所）

山陽新聞社 原稿 Ａ4洋紙、乾式コピー 2枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071301000 「私の公約」 昭和51年
大平正芳（大平正
芳事務所）

原稿 Ａ4洋紙、乾式コピー 2枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071301100 「私の決意」
大平正芳（大平正
芳事務所）

選挙公報用原稿 Ａ4コクヨ原稿用紙

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071301200 原稿 大平正芳
コピー（毎日新聞社
（大阪）原稿用紙）、Ａ
4洋紙

8枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071301300 「私の公約」 昭和51年
大平正芳（大平正
芳事務所）

産経新聞 原稿 Ａ4洋紙、乾式コピー 2枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071301400 「私の公約」 昭和51年
大平正芳（大平正
芳事務所）

四国新聞 原稿 Ａ4洋紙、乾式コピー 2枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071301500 「私の履歴書」
大平正芳（大平正
芳事務所）

四国新聞 原稿 Ａ4洋紙、乾式コピー 3枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071301600 「大平正芳先生を励ます会案内」 5月30日
豊島一夫（大平正
芳先生を励ます会
会長）

Ｂ5洋紙、活版 1枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071301700 選挙用応援葉書 昭和47年 大平正芳 巽嘉明
あて先不明で戻ってき
たもの

官製葉書

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071301800 領収書 昭和58年11月 森田一事務所
森田一事務所封筒に
入っていたもの

領収書 7通
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選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071301900 「大平正芳先生の歌」 昭和39年末カ
企画･発行大平正
芳後援会

作詞　森菊蔵、作編曲
山路進一、歌手　三鷹
淳･青山和子 楽団　コ
ロムビアオーケストラ

レコード、ソノシート、
同40枚

40枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071302000 選挙ビラ 昭和51年
自民党公認　大平
正芳

Ａ4カラー印刷 1枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071302100 うちわ 昭和55年7月7日
「歓迎　大平内閣総理
大臣郷土入り」との印
刷あり

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071302200 選挙応援葉書 昭和55年 カラー印刷 1枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071302300 選挙ビラ 昭和55年
自民党公認　大平
正芳

Ａ4カラー印刷同4枚 4枚

選挙関係
選挙関係　選挙用原稿
他

071302600 選挙関係目録断片
大平正芳回想録刊行
会原稿用紙、Ｂ5洋紙
3枚の断片6枚

6枚

選挙関係 如水会関係（総裁選） 071400000 如水会関係（総裁選）

選挙関係 如水会関係（総裁選） 071400100 クラス会別集計表 昭和47年6月13日 乾式コピー3枚

選挙関係 如水会関係（総裁選） 071401100 大平正芳君総理就任祝金募集趣意書 昭和53年12月 昭和十一年会 封書、和文タイプ 2枚

選挙関係 「総選挙記録綴」 071500100 大平正芳香川県遊説日程 遊説局
Ａ3わら半紙、冊子（紐
とじ）、活版、厚さ1.5
㎝

1冊

選挙関係 「総選挙記録綴」 071500200 「総選挙記録綴」 昭和47年12月
大平正芳選挙事務
所

Ａ3わら半紙、Ａ3タイ
プ用紙・Ａ3洋紙、冊子
（紐とじ）、活版・青焼
き・黒ペン書、厚さ1㎝

1冊

選挙関係 「総選挙記録綴」 071500300 観音寺市三豊郡参院全国区得票数
Ａ3わら半紙・Ａ3洋
紙、冊子（紐とじ）、活
版、厚さ0.7㎝

1冊
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インタビュー関係 インタビュー原稿 090000100 「インタビュウ　村上欽二氏（村上木材社長）」 高松高商同窓
Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

8枚

インタビュー関係 インタビュー原稿 090000200 「インタビュウ　武野羊冶氏」 昭和56年 一橋同期、外務省入り
Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

2枚

インタビュー関係 インタビュー原稿 090000300 「インタビュウ　藤井良男氏（藤田工業常務）」 高松高商同窓
Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

5枚

インタビュー関係 インタビュー原稿 090000400
「インタビュウ　増田健次氏（野村総合理事会
専務理事）」

昭和56年3月30日
高松高商昭和4年卒、
一橋同期

Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

3枚

インタビュー関係 インタビュー原稿 090000500
「インタビュウ　宮武徳次郎氏（大日本製薬社
長）」

高松高商同窓
Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

5枚

インタビュー関係 インタビュー原稿 090000600 「インタビュウ　堀田正行氏（阪急産業会長）」 高松高商同窓
Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

8枚

インタビュー関係 インタビュー原稿 090000700
「インタビュウ　長尾頼隆氏（元･鉄道弘済会
理事）」

高松高商・一橋同窓
Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

6枚

インタビュー関係 インタビュー原稿 090000800
「インタビュウ　橋本清氏（元･東京銀行常務
取締役）」

高松高商同級
Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

8枚

インタビュー関係 インタビュー原稿 090000900
「インタビュウ　鷹尾寛氏（元･新日本証券社
長）」

昭和56年3月17日 高松高商・一橋同窓
Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

4枚

インタビュー関係 インタビュー原稿 090001000 「インタビュー　三原朝雄氏」 昭和56年6月26日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090001100 「インタビュー　西岡〔武夫〕氏」 昭和56年7月7日 付箋5ヵ所あり
Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090001200
「幹事長室座談会　奥島氏　玉井氏　佐藤
氏、司会　安田氏」

青ペンにて挿入･修正
多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ
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インタビュー関係 インタビュー原稿 090001300 「インタビュー　藤波〔孝生〕氏」 昭和56年7月15日
青ペンにて挿入･修正
多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090001400 「インタビュー　桜内〔義雄〕幹事長」
Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、鉛筆
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090001500
「北京座談会　孫平化　肖向前丁民　王国賢
李福徳　段蓮玉　安田　福島　各氏」

付箋1ヵ所あり
Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、鉛筆
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090001600 「インタビュー　神原氏兄弟」 昭和56年2月25日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090001700 「インタビュー　紙田〔千鶴雄〕氏」 昭和56年3月17日 一橋同期、鉄道省
Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、鉛筆
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090001800
「インタビュー　斎藤普一氏」（住友ゴム工業
会長）

昭和56年3月26日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり（一橋同期）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090001900 「インタビュー　岡本貞良氏」 昭和56年3月17日
黒ペン書にて挿入･修
正多数あり（一橋同
期、農林省入り）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090002000 「インタビュー　江崎真澄氏」 7月2日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090002100
「インタビュー　川口勲氏」（三井アルミニウム
工業社長）

昭和56年5月22日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり（一橋同窓）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090002200 「インタビュー　村上欽二（村上木材社長）」
赤ペン書にて挿入･修
正多数あり（高松高商
同窓）

Ｂ5磐梯広報社原稿用
紙、鉛筆書、紐とじ
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インタビュー関係 インタビュー原稿 090002300 「インタビュー　池田満枝夫人」 昭和56年3月19日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090002400 「インタビュー　黒田忠雄氏」
黒ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5日本看護協会出版
会原稿用紙、黒ペン
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090002500 「インタビュー　筒井政夫氏」 昭和56年4月18日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090002600 「インタビュー　らくだ会」 昭和56年4月21日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090002700 「インタビュー　斎藤先生」 昭和56年2月4日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090002800
「インタビュー　加地一憲氏（選挙事務長）の
話」

鉛筆書にて挿入･修正
多数あり（大平甥）

B5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、鉛筆
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090002900 「インタビュー　山城章氏」 昭和56年3月24日
黒ペン書にて挿入･修
正多数あり（高松高商
同級、一橋同窓）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090003000 「インタビュー　浜田幸一氏」 昭和56年7月8日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090003100 「インタビュー　中曽根氏」
Ｂ5新財政研究会原稿
用紙、青ペン書、紐と
じ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090003200 「インタビュー　安倍晋太郎氏」
Ｂ5新財政研究会原稿
用紙、青ペン書、紐と
じ
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インタビュー関係 インタビュー原稿 090003300 「インタビュー　二階堂氏」
Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、鉛筆
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090003400 「インタビュー　椎名会長」 昭和56年6月18日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090003500 「インタビュー　久保氏　野原氏」 昭和56年1月24日
青ペン書にて挿入多数
あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090003600
「インタビュー　久保氏　野原氏　大平事務
所」

昭和56年2月17日
Ｂ5日本看護協会出版
会原稿用紙、黒ペン
書、青ペン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090003700 「インタビュー　久保氏　野原氏」 昭和56年1月24日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090003800 「インタビュー　塩川〔正十郎〕氏」
黒ペン書にて挿入･修
正多数あり。挙党協関
係。

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090003900
「インタビュー　大平姉妹の話山田ムマ〔姉〕、
加地富江〔妹〕」

鉛筆･赤鉛筆書にて挿
入･修正多数あり。（大
平実姉、実妹）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、鉛筆
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090004000 「インタビュー　大平芳数氏」 昭和56年2月26日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり（大平実弟）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090004100 「インタビュー　要点メモ　森田優三、同夫人」 昭和56年3月19日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090004200 「インタビュー　山本新太郎氏」
鉛筆書にて挿入･修正
多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、鉛筆
書、紐とじ
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インタビュー関係 インタビュー原稿 090004300 「インタビュー　下村治氏」 昭和56年3月13日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090004400 「インタビュー　森永貞一郎氏」 昭和56年3月25日
黒ペン書にて挿入･修
正多数あり（大蔵同僚）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090004500 「インタビュー　今井一男氏」 昭和56年5月1日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり（大蔵省給
与局長）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090004600
「インタビュー　赤城猪太郎氏」（富士化学紙
工業社長）

昭和56年3月30日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり（高松高商
同級、一橋同窓）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090004700 「インタビュー　出射義雄氏」
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090004800 「インタビュー　太田誠三郎氏」 昭和56年2月26日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり（高松高商
同窓）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090004900 「インタビュー　磯崎〔叡〕氏」 昭和56年3月24日」
青ペン書にて挿入･修
正多数あり（一橋同
期、九賢会の仲間）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090005000
「伝記編　インタビュー取材メモ　斎藤英夫
氏」

Ｂ5森田一用箋、新財
政研究会原稿用紙、
黒ペン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090005100 「インタビュー　大森氏（神崎製紙）」

Ｂ5富士アドシステム
原稿用紙、磐梯公報
社原稿用紙、鉛筆書、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090005200 「インタビュー　片木氏」
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ
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インタビュー関係 インタビュー原稿 090005300 「インタビュー　桃谷〔勘三郎〕氏」 昭和56年2月27日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090005400 「インタビュー　大平志げ子夫人」
鉛筆書にて挿入多数あ
り

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090005500 「インタビュー　大平志げ子夫人」 昭和56年3月23日
黒ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090005600 「インタビュー　大平志げ子夫人」 昭和56年3月17日 鉛筆書にてメモあり
Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090005700 「インタビュー　大平志げ子夫人」 昭和56年3月17日
鉛筆書、黒ペン書にて
挿入･修正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090005800 「インタビュー　大平志げ子夫人」 昭和56年3月5日
鉛筆書にてメモ多数あ
り

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090005900 「インタビュー　前田敬二氏」（香川県会議長）
黒ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5日本看護協会出版
会原稿用紙、青ペン
書、黒ペン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090006000 「インタビュー　松岡〔健雄〕氏」 三豊中同期
Ｂ5日本看護協会出版
会原稿用紙、黒ペン
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090006100 「インタビュー　本田先生」 昭和56年
赤ペン書、青ペン書に
て挿入･修正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090006200 「インタビュー　久川武三氏」
黒ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ4コクヨ原稿用紙、黒
ペン書、紐とじ
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インタビュー関係 インタビュー原稿 090006300 「インタビュー　久川先生」 昭和56年4月19日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090006400
「インタビュー　森誓夫氏」（石油資源開発社
長）

青ペン書にて挿入･修
正多数あり（三豊中同
期）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090006500 「小学校級友座談会」
鉛筆書にて挿入･修正
多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、鉛筆
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090006600
「中学校時代の友人の話　インタビュー　大西
上森」

赤鉛筆書にて傍線･加
筆あり（三豊中学同窓）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、鉛筆
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090006700 「インタビュー　佐々木良作氏」 昭和56年6月27日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり、付箋5ヵ所
あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090006800 「インタビュー　田中六助氏」 昭和56年5月22日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090006900 「インタビュー　登坂重次郎氏」 昭和56年3月16日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090007000 「インタビュー　宇津木氏」
2枚目左端に赤ペン書
にて「宇津木①」とあり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、、鉛筆
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090007100 「インタビュー　奥野誠亮氏」
Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、鉛筆
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090007200 「インタビュー　河本敏夫氏」 昭和56年6月24日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり、付箋4ヵ所
あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ
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インタビュー関係 インタビュー原稿 090007300 「インタビュー　村山達雄氏」 昭和56年3月20日
青ペン書にて挿入･修
正多数あり（大蔵一期
下）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090007400 「インタビュー　佐藤一郎氏」 昭和56年4月1日
黒ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090007500
「橋本清氏（元･東京銀行常務取締役）インタ
ビュー」

赤ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090007600 「インタビュー　鷹尾寛氏」 昭和56年3月17日
赤ペン書にて挿入･修
正多数あり（高松高商・
一橋同窓）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、鉛筆
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090007700
「インタビュー　長尾頼隆氏（元･鉄道弘済会
理事）」

赤ペン書にて挿入･修
正多数あり（高松高商・
一橋同窓）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、鉛筆
書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090007800 「インタビュー　堀田正行氏（阪急産業会長）
黒ペン書、赤ペン書に
て挿入･修正多数あり

Ｂ5磐梯広報社原稿用
紙、鉛筆書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090007900
「インタビュー　宮武徳次郎（大日本製薬社
長）」

赤ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5磐梯広報社原稿用
紙、鉛筆書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090008000 「インタビュー　宮武徳次郎氏（追加）」 昭和56年3月3日
赤ペン書にて挿入･加
筆多数あり

B5洋紙2枚、17.7㎝×
12㎝ハトロン紙、乾式
コピー、紐とじ

3枚

インタビュー関係 インタビュー原稿 090008100
「インタビュー　増田健次氏（野村総合理事会
専務理事）

昭和56年3月3日
赤ペン書にて挿入･修
正多数あり（高松高商
昭和4年卒、一橋同期）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090008200 「インタビュー　藤井良男氏（藤田工業常務）」
赤ペン書にて挿入･修
正多数あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ
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インタビュー関係 インタビュー原稿 090008300 「インタビュー　武野羊冶氏」 昭和56年
赤ペン書にて挿入･修
正多数あり（一橋同
期、外務省入り）

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、青ペ
ン書、紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090008400 中国語原稿翻訳
鉛筆書にて挿入･修正
多数あり

Ｂ5コクヨ原稿用紙、鉛
筆書、クリップどめ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090008500
「福川氏執筆資料　竹下氏インタビュー（コ
ピー）

赤ペン書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090008600
「福川氏執筆資料　森田メモ　通貨価値の維
持」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090008700
「福川氏執筆資料　森田メモ　大平総理と保
利茂氏（岸本弘一）」

赤鉛筆にて傍線あり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090008800
「福川氏執筆資料　インタビュー藤井良男氏
（コピー）」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090008900
「福川氏執筆資料　インタビュー藤波〔孝生〕
氏（コピー）」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090009000
「福川氏執筆資料　インタビュー西岡〔武夫〕
氏（コピー）」

赤ペン書にて傍線あり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090009100
「福川氏執筆資料　インタビュー奥野氏（コ
ピー）」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090009200
「福川氏執筆資料　インタビュー安倍氏（コ
ピー）」

赤ペン書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090009300
「福川氏執筆資料　インタビュー中曽根氏（コ
ピー）」

赤ペン書にてメモ･傍線
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090009400
「福川氏執筆資料　森田メモ　保守本流の系
譜　和田教美　川内一誠」

赤鉛筆書にて傍線あり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ
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インタビュー関係 インタビュー原稿 090009500
「福川氏執筆資料　桜内〔義雄〕幹事長インタ
ビュー（コピー）」

赤ペン書にて傍線あり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090009600 「福川氏執筆資料　幹事長座談会」
青ペン書にてメモあり、
赤ペン書にて傍線あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090009700
「福川氏執筆資料　於久〔昭臣　首相秘書官〕
航空機輸入をめぐる疑惑問題と再発防止対
策」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090009800
「福川氏執筆資料　金丸信インタビュー（コ
ピー）」

黒ペン書にてメモ･傍線
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090009900
「福川氏執筆資料　森田メモ　不信任案　官
界3月号」

赤ペン書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090010000 「福川氏執筆資料　森田メモ　幻の法相人事」
2枚目左上部に鉛筆書
にて「毎日新聞社　政
権党」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090010100 「福川氏執筆資料　森田メモ　小さな政府」 赤鉛筆書にて傍線あり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090010200
「福川氏執筆資料　森田メモ　人間の顔をもっ
た企業」

赤鉛筆書にて傍線あり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090010300 「福川氏執筆資料　森田メモ　赤い決闘」 赤鉛筆書にて傍線あり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090010400
「福川氏執筆資料　森田メモ　54年秋解散に
むけて重なる悪要因と一般消費税」

鉛筆書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090010500 「福川氏執筆資料　森田メモ　総理と面会」 赤ペン書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090010600
「福川氏執筆資料　森田メモ　行政改革（総理
時代）」

鉛筆書にて修正･メモ
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ
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インタビュー関係 インタビュー原稿 090010700
「福川氏執筆資料　森田メモ　財政再建（総理
時代）」

赤ペン書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090010800
「福川氏執筆資料　森田メモ　予算の形成修
正反対」

鉛筆書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090010900 「福川氏執筆資料　森田メモ　一般消費税」
赤ペン･鉛筆書にてメモ
あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090011000
「福川氏執筆資料　森田メモ　自衛隊スパイ
事件」

鉛筆書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090011200
「福川氏執筆資料　森田メモ　「流した汗がむ
くわれる政治」」

赤ペン書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090011300
「福川氏執筆資料　森田メモ　私的咨問グ
ループ」

赤ペン書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090011400 「福川氏執筆資料　森田メモ　訪豪」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090011500 「福川氏執筆資料　森田メモ　54年12月訪中」 鉛筆書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090011600 「福川氏執筆資料　森田メモ　最後の旅」 赤ペン書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090011700
「福川氏執筆資料　森田メモ　大平総理と英
語」

赤ペン書にて「森田一」
とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090011800
「福川氏執筆資料　森田メモ　雀〔圭夏・韓国〕
大統領代行選出」

鉛筆書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090011900 「福川氏執筆資料　森田メモ　病院」 鉛筆書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ
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インタビュー関係 インタビュー原稿 090012000
「福川氏執筆資料　森田メモ　「内閣不信任案
可決」、「イラン問題」」

鉛筆書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090012100 「福川氏執筆資料　森田メモ　省エネ」 鉛筆書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090012200
「福川氏執筆資料　森田メモ　公定歩合引上
げ」

鉛筆書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090012300 「福川氏執筆資料　森田メモ　卸売物価上昇」 鉛筆書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090012400
「福川氏執筆資料　森田メモ　40日抗争の決
定的瞬間」

鉛筆書にてメモあり、
赤ペン書にて「森田一」
とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090012500
「福川氏執筆資料　森田メモ　選挙結果と40
日抗争　分裂首班指名」

鉛筆書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090012600 「福川氏執筆資料　森田メモ　地方選挙」
鉛筆書にて「地方選
挙」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090012700 「福川氏執筆資料　森田メモ　都知事候補」 鉛筆書にて傍線あり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090012800 「福川氏執筆資料　森田メモ　四十日抗争」 鉛筆書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090012900 「福川氏執筆資料　森田メモ　日中国交回復」 赤ペン書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090013000
「福川氏執筆資料　森田一「最後の旅」　官界
12月10日号」

赤ペン書にてメモあり
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿 090013100 「杉村博士えの追慕」 大平正芳

鉛筆書にて挿入･修正
多数あり、1枚目赤鉛
筆書にて上部に
「YMCA　33.8.10」とあり

Ｂ5、財政研究会原稿
用紙、黒ペン書、ク
リップどめ
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インタビュー関係 インタビュー原稿 090013200
「回想録　第二巻「論文編」第四章（総理時
代）「政策研究グループの狙いと成果」第一
次稿」

照山正夫
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
紐とじ

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090300100
「安田正治氏インタビュー2　前尾さんと大平
さん―宏池会会長交代劇を内側からみて」
（首相秘書官）

青ペン書にて書込、赤
ペン書にて修正あり

A4洋紙、ワープロ、
ホッチキスどめ、青ペ
ン・赤ペン書

14枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090300200
「安田正治氏インタビュー2　前尾さんと大平
さん―宏池会会長交代劇を内側からみて」
（首相秘書官）

黒ペン･赤ペン書にて
書込･挿入･修正･削除
多数あり、付箋多数あ
り

Ｂ5コクヨ原稿用紙、ク
リップどめ、黒ペン・赤
ペン書

38枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090300300 真鍋へのインタビュー
Ａ4いわき企画罫紙、
クリップどめ、黒ペン
書

19枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090300400 「池田行彦氏インタビュー」
Ａ4いわき企画罫紙、
クリップどめ、黒ペン
書

30枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090300500 「池田満枝氏インタビュー」
23枚目に黒ペン書にて
「インタビュアー　阿部
穆氏」とあり

Ａ4いわき企画罫紙、
クリップどめ、黒ペン
書

23枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090300600 「長富祐一郎氏インタビュー」（首相秘書官） 平成12年2月8日 阿部穆 大蔵一期下
Ａ4いわき企画罫紙、
クリップどめ、黒ペン
書

36枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090300700 「小粥正巳氏に聞く」（首相秘書官） 平成12年1月12日
Ａ4洋紙、ワープロ、
ホッチキスどめ

11枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090300800 「中曽根康弘元首相（山岸）」
赤ペン書にて書込、黒
ペン書にて削除あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
黒ペン・赤ペン書

1枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090300900 「中曽根康弘氏インタビュー」
赤ペン書にて書込、黒
ペン書にて削除･加筆･
挿入多数あり

Ａ4洋紙、活版、クリッ
プどめ、黒ペン・赤ペ
ン書

13枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090301000 「木村貢氏インタビュー」（首相秘書官）
Ａ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

14枚
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インタビュー関係 インタビュー原稿2 090301100 「宮沢喜一氏に聞く」
Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

13枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090301200 「鈴木善幸氏インタビュー」

Ａ4罫紙に赤ペン書に
て「質問要旨」等の書
込、Ａ4洋紙に赤ペン書
にて修正･挿入多数あ
り

Ａ4洋紙12枚、Ａ4罫紙
1枚、乾式コピー、ク
リップどめ、赤ペン書

13枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090301300 「森田一氏インタビュー」 12月1日 泉宏
Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

34枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090301400 NBS封筒「木村貢氏インタビュー」
鉛筆書にて「木村貢氏
インタビュー」とあり

Ａ4変封筒、鉛筆書 1枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090301401 「木村貢氏インタビュー」

Ａ4洋紙･Ｂ5NBS罫紙に
赤ペン･黒ペン書にて
書込多数あり、NBS罫
紙に付箋多数あり

Ａ4洋紙6枚、ワープ
ロ・赤ペン・黒ペン書、
Ｂ5ＮＢＳ罫紙13枚、黒
ペン・赤ペン書

19枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090301500 「公文俊平インタビュー」

Ａ4いわき企画罫線32
枚、Ｂ5大平正芳記念
財団原稿用紙1枚、ク
リップどめ、黒ペン書

33枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090301600 「橋本恕氏に聞く　日中国交正常化交渉」
鉛筆･黒ペン･赤ペン書
にて書込多数あり

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛
筆・黒ペン・赤ペン書

15枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090301700 「伊藤昌哉氏＝四十日抗争＝」
黒ペン･赤ペン書にて
書込多数あり、付箋多
数あり

Ｂ5日本経済新聞社原
稿用紙25枚、Ｂ5大平
正芳記念財団原稿用
紙4枚、Ｂ5芙蓉懇談
会原稿用紙5枚、ク
リップどめ、鉛筆・赤
ペン書

34枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090301800 「伊藤昌哉氏　インタビュー　40日抗争」
黒ペン･赤ペン書にて
書込多数あり

Ａ4洋紙、Ｂ5洋紙 19枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090301900 「鈴木善幸氏インタビュー」 平成11年12月1日 宇治敏彦
Ａ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

11枚
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インタビュー関係 インタビュー原稿2 090302000 「中曽根康弘氏インタビュー」 山岸一平 Ａ4洋紙、乾式コピー 12枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090302100 「鈴木善幸氏インタビュー」 12月1日 宇治敏彦、阿部穆 Ａ4洋紙、乾式コピー 12枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090302200 「真鍋賢二氏インタビュー」
福島正光、斎藤英
夫

Ａ4洋紙、乾式コピー 16枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090302300 「宮沢喜一氏に聞く」 11月19日 国正武重、阿部穆
黒ペン書にて加筆･訂
正あり、内容

Ａ4洋紙、ワープロ、黒
ペン書

20枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090302400 「真鍋賢二氏インタビュー」
福島正光、斎藤英
夫

鉛筆書にて加筆･修正･
削除多数あり

Ａ4洋紙、乾式コピー、
鉛筆書、クリップどめ

16枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090302500 「佐藤嘉恭氏インタビュー」（外相秘書官） 赤ペン書にて書込あり

Ａ4洋紙1枚、Ａ4いわ
き企画罫紙57枚、ク
リップどめ、黒ペン書・
赤ペン書

58枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090302600
「菊池清明氏インタビュー①（第一次外相時
代）」

付箋多数あり、黒ペン
書にて書込、赤ペン書
にて加筆･修正･削除多
数あり

Ａ4罫紙、クリップど
め、赤ペン書

39枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090302700 「伊東正義氏に聞く　四十日抗争」

Ａ4洋紙をホッチキスど
め、Ａ4洋紙とＢ5コクヨ
原稿用紙をクリップど
め

Ａ4洋紙7枚、Ｂ5コクヨ
原稿用紙1枚、乾式コ
ピー、クリップどめ・
ホッチキスどめ、黒ペ
ン・赤ペン・青ペン書

8枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090302800 宏池会についての伊藤昌哉インタビュー
インタビューの途中部
分2枚のみ

Ａ4洋紙、乾式コピー 2枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090302900 「園田直氏インタビュー」 昭和56年7月6日
青ペン書にて書込あ
り、三木おろしについて
の内容

Ａ4洋紙、乾式コピー、
青ペン書、ホッチキス
どめ

6枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303000 「田川誠一氏インタビュー」
黒ペン書にて修正あ
り、日中国交正常化に
ついて

Ａ4洋紙、黒ペン書、
ホッチキスどめ

8枚
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インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303100
「伊藤昌哉氏（政治評論家、元池田勇人首相
秘書官）インタビュー」

官房長官としての大平 Ａ4洋紙、活版 16枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303200 封筒　インタビュー 宇治敏彦 斉藤英夫
黒ペン書にて宛名等あ
り

Ａ4変東京中日スポー
ツ封筒、黒ペン書

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303201 「鈴木善幸氏インタビュー」 12月1日 宇治敏彦
赤ペン書にて書込多数
あり

Ａ4洋紙、乾式コピー、
赤ペン書、クリップど
め

12枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303202
「伊藤昌哉氏（政治評論家、元池田勇人首相
秘書官）」

赤ペン書にて書込多数
あり

Ａ4洋紙、乾式コピー、
赤ペン書

15枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303203
「伊藤昌哉氏（政治評論家、元池田勇人首相
秘書官）インタビュー」

赤ペン書にて書込多数
あり

Ａ4洋紙、赤ペン書、 15枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303301 「真鍋賢二氏に聞く　第二次外務大臣期」

黒ペン･赤ペン･青ペン
書にて書込多数あり、
090303301～
090303302までクリップ
どめ

Ａ4洋紙、ワープロ、青
ペン・赤ペン・黒ペン
書、ホッチキスどめ、
クリップどめ

10枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303302
真鍋賢二インタビュー「大平さんの秘書になっ
たきっかけ」

黒ペン･赤ペン書にて
書込多数あり、
090303301～
090303302までクリップ
どめ

Ａ4洋紙、ワープロ、黒
ペン・赤ペン書、クリッ
プどめ

9枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303400 「宮沢喜一氏に聞く」 11月19日 国正武重、阿部穆
内容、大蔵時代から40
日抗争

Ａ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

20枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303500 田中六助略歴
Ｂ5コクヨ原稿用紙、黒
ペン・赤鉛筆書

1枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303600 「鈴木善幸氏インタビュー」
宇治敏彦（東京新
聞）

黒ペン書にて修正あ
り。『去華就実』所収

Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ、黒ペン書

11枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303700 「小国宏氏インタビュー」（首相秘書官） 平成12年1月14日

赤ペン書にて書込多数
あり、Ａ4洋紙13枚ずつ
2部あり、1部に赤ペン
書、他1部に黒ペン･鉛
筆書にて書込多数あ
り。『去華就実』所収

Ａ4洋紙、ワープロ、
ホッチキスどめ、赤ペ
ン・黒ペン・鉛筆書

26枚
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インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303800 大平総理追悼文「於久昭臣」
於久昭臣（首相秘
書官）

黒ペン書にて傍線･書
込あり。『去華就実』所
収

Ａ4洋紙、乾式コピー、
黒ペン書

3枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090303900 「小粥正巳氏インタビュー」 平成12年1月12日
赤ペン書にて修正あ
り。『去華就実』所収

Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ、赤ペン書

11枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090304001 「田川誠一氏インタビュー　日中国交正常化」 Ｂ5洋紙、乾式コピー 23枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090304100 「中曽根康弘元首相（山岸）」
Ｂ5日本経済新聞社原
稿用紙、鉛筆書、ク
リップどめ

28枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090304200 「加藤紘一（続）」 12月21日 泉宏（時事通信） 内容、40日抗争
Ａ4ＯＫＩ罫紙、黒ペン
書、クリップどめ

25枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090304300 「木村貢氏インタビュー」（宏池会事務局長） 12月20日
阿部穆、宇治俊
彦、泉宏、斉藤英
夫

Ａ4ＯＫＩ罫紙黒ペン
書、クリップどめ

34枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090304401 「鈴木善幸氏インタビュー」

赤ペン書にて加筆あ
り、090304401～
090304402までクリップ
どめ

Ａ4いわき企画罫紙、
黒ペン・赤ペン書

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090304402 「加藤紘一氏へのインタビュー」
090304401～
090304402までクリップ
どめ

Ａ4いわき企画罫紙、
黒ペン書、ホッチキス
どめ

21枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090304500 「真鍋賢二氏インタビュー」
福島正光、斉藤英
夫

1～3枚目までホッチキ
スどめ、赤ペン書にて
加筆あり。『去華就実』
所収

Ａ4洋紙、黒ペン・赤ペ
ン書、ホッチキスどめ

32枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090304600 「伊藤昌哉氏インタビュー」 11月4日 赤ペン書にて書込あり
Ａ4洋紙、黒ペン・赤ペ
ン書、クリップどめ

60枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090304700 「中曽根康弘氏インタビュー」

Ａ4コクヨ原稿用紙に付
箋多数･金色ペン･青ペ
ン･黒ペン･赤ペン書に
て書込あり、Ａ4洋紙は
ワープロ、黒ペン･赤ペ
ン書にて書込あり

Ａ4コクヨ原稿用紙22
枚、Ａ4洋紙1枚、金色
ペン・青ペン・黒ペン・
赤ペン書、ワープロ

23枚
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インタビュー関係 インタビュー原稿2 090304800
「聞書『大平正芳』」原稿についての泉宏への
書簡

2月1日 斉藤英夫 泉宏 青ペン書にて書込あり
A4洋紙、活版、青ペン
書、

1枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090304900 追加　小国宏へのインタビュー

Ｂ5コクヨ原稿用紙に黒
ペン･赤ペン書にて書
込多数あり、Ｂ5芙蓉懇
談会原稿用紙は黒ペ
ン書

Ｂ5コクヨ原稿用紙3
枚、Ｂ5芙蓉懇談会原
稿用紙1枚、鉛筆・黒
ペン・赤ペン書

4枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090305000 「小国宏インタビュー」 平成12年1月14日
Ａ4洋紙、活版、ホッチ
キスどめ

13枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090305100 「小粥正巳氏に聞く」
Ａ4いわき企画罫紙、
黒ペン書、クリップど
め

35枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090305200
「福川伸次氏インタビュー」（通産相・首相秘
書官）

赤ペン書にて加筆多数
あり。『去華就実』所収

Ａ4いわき企画罫紙、
黒ペン・赤ペン書

62枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090305300 「菊池清明氏インタビュー」（外相秘書官） 阿部穆（サンケイ） 『去華就実』所収
Ａ4いわき企画罫紙、
黒ペン書・クリップど
め

89枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090305400 「田中六助氏インタビュー」 付箋多数あり
Ｂ5コクヨ原稿用紙、黒
ペン書、クリップどめ

35枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090305500 「聞き書「大平正芳」」宮沢喜一 国正武重
Ｂ5洋紙は乾式コピー、
赤ペン書にて加筆･書
込多数あり

Ｂ5岩波書店原稿用紙
53枚、Ｂ5コクヨ原稿用
紙3枚、Ｂ5洋紙50枚、
鉛筆・黒ペン・赤ペン
書、乾式コピー、クリッ
プどめ

106枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090305600 「島桂次インタビュー」（ＮＨＫ記者）

付箋多数あり、Ｂ5コク
ヨ原稿用紙をクリップど
め、Ｂ5コクヨ青色罫紙
に赤ペン書にて書込あ
り。『去華就実』所収

Ｂ5コクヨ原稿用紙12
枚、Ｂ5コクヨ青色罫紙
6枚、黒ペン・赤ペン
書、クリップどめ

18枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090305700 「インタビュー　園田直氏」 昭和56年7月6日

赤ペン･黒ペン書にて
書込多数あり、Ｂ5洋紙
は乾式コピー、Ｂ5コク
ヨ原稿用紙は鉛筆書

Ｂ5洋紙44枚、Ｂ5コク
ヨ原稿用紙4枚、乾式
コピー、赤ペン・黒ペ
ン・鉛筆書、クリップど
め

48枚
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インタビュー関係 インタビュー原稿2 090305800 「小国宏氏インタビュー」 平成12年1月14日 同件2部あり
Ａ4いわき企画罫紙33
枚、黒ペン書、Ａ4洋
紙13枚、ワープロ

46枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090305900 「宮沢喜一氏に聞く」 11月19日 国正武重、阿部穆
黒ペン･赤ペン書にて
書込多数あり

Ａ4洋紙、ワープロ・黒
ペン・赤ペン書

20枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090306000 「田川誠一氏インタビュー」 11月19日 国正武重、阿部穆 赤ペン書にて削除あり
Ｂ5コクヨ原稿用紙、黒
ペン・赤ペン書、クリッ
プどめ

24枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090306100 「森田一氏インタビュー」 12月1日 泉宏 『去華就実』所収
Ａ4いわき企画罫紙、
黒ペン書

72枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090306200 「宮沢喜一氏に聞く」 11月19日 国正武重、阿部穆
茶色ペン書にて傍線あ
り

Ａ4洋紙、黒ペン・茶色
ペン書

23枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090306300 「インタビュー園田直氏」 昭和56年7月6日 赤ペン書にて書込あり

Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン・赤ペン書、クリップ
どめ

74枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090306400 「インタビュー西村英一氏」 昭和56年7月16日
Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

81枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090306500 「インタビュー竹下登氏　昭56･7･3日」
昭和56年7月3日･7
日

鉛筆書にて書込あり
Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン・鉛筆書、紐とじ

99枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090306600 「インタビュー竹下登氏　昭56･6･25」 昭和56年6月25日
Ｂ5大平正芳回想録刊
行会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

102枚

インタビュー関係 インタビュー原稿2 090306700
中曽根へのインタビュー「大･福戦争と自民分
裂の危機」のコピー

一部ホッチキスどめあ
り、黒ペン･赤ペン書に
て削除･書込多数あり、
Ｂ5コクヨ原稿用紙は黒
ペン･赤ペン書にて書
込あり

Ｂ4洋紙21枚、Ｂ5洋紙
2枚、Ｂ5コクヨ原稿用
紙2枚、乾式コピー、
赤ペン・黒ペン書、
ホッチキスどめ

25枚
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外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100100100 大臣記者会見要旨（6月30日）（閣議終了後） 昭和47年6月30日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100100200 大臣記者会見要旨（7月18日） 昭和47年7月18日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100100300 大臣記者会見要旨（7月14日）（閣議終了後） 昭和47年7月14日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100100400 大臣記者会見要旨（7月6日） 昭和47年7月6日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100100500 7月4日閣議 昭和47年7月4日 報道課

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100100600 大臣記者会見要旨（7月10日） 昭和47年7月10日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100100700 大臣記者会見要旨（7月28日） 閣議後 昭和47年7月28日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100100800 大臣記者会見要旨（7月28日） 昭和47年7月28日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100100900 大臣記者会見要旨（7月25日）（閣議終了後） 昭和47年7月25日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100101000 大臣記者会見要旨（7月22日） 昭和47年7月22日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100101100 大臣記者会見要旨（7月21日） 昭和47年7月21日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100101200 大臣記者会見要旨（7月20日） 昭和47年7月20日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100101300 大臣記者会見要旨（7月11日） 昭和47年7月11日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100101400
大臣記者会見要旨（7月7日）（初閣議終了後
の内外記者会見）

昭和47年7月7日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100101500
大臣記者会見要旨（7月26日） 美濃部都知事
の来訪

昭和47年7月26日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100101600 大臣記者会見要旨（7月25日） 昭和47年7月25日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100101700
大臣記者会見要旨（7月21日）（対外経済関
係閣僚懇談会終了後）

昭和47年7月21日 至急
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外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100101800 大臣記者会見要旨（7月19日） 昭和47年7月19日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100101900 大臣記者会見要旨（7月17日） 昭和47年7月17日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100102000 大臣記者会見要旨（8月29日）（閣議終了後） 昭和47年8月29日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100102100 大臣記者会見要旨（8月15日）（閣議終了後） 昭和47年8月15日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100102200 大臣記者会見要旨（8月4日）（閣議終了後） 昭和47年8月4日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100102300 大臣記者会見要旨（8月1日）（閣議終了後） 昭和47年8月1日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100102400
大臣記者会見要旨（8月7日）（竹入公明党委
員長と会談後）

昭和47年8月7日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100102500
大臣記者会見要旨（8月19日）（キッシン
ジャー米大統領補佐官との会談後）

昭和47年8月19日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100102600 大臣記者会見要旨（8月8日）（閣議終了後） 昭和47年8月8日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100102700
日中国交正常化協議会常任理事会後の大臣
記者会見要旨（8月3日）

昭和47年8月3日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100102800 大臣記者会見要旨（8月22日）（閣議終了後） 昭和47年8月22日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100102900 大臣記者会見要旨（8月25日）（閣議終了後） 昭和47年8月25日 至急回覧

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100103000
大臣記者会見要旨（8月23日）（椎名副総裁と
の会談）

昭和47年8月23日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100103100
大臣記者会見要旨（9月20日）（懇談の前の
冒頭会見）

昭和47年9月20日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100103200
大臣外人記者会見要旨（英国人記者のみ）
（9月16日）

昭和47年9月16日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100103300 大臣記者会見要旨（9月19日）（閣議終了後） 昭和47年9月19日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100103400
田中総理大臣及び大平外務大臣の外人記者
会見（首脳会談後）（浅尾課長よりの電話連
絡）

昭和47年9月2日 報道課
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外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100103500
外務大臣記者会見（総理御一行、ハワイより
帰国後、羽田空港にて午後4時15分より行わ
れた。）

昭和47年9月3日 至急 情通

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100103600 大臣記者会見要旨（9月14日）（閣議終了後） 昭和47年9月14日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100103700 大臣記者会見要旨（9月8日）（閣議終了後） 昭和47年9月8日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100103800 大臣記者会見要旨（9月22日）（閣議終了後） 昭和47年9月22日

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100103900
中曽根大臣臨時代理記者会見要旨（9月29
日）（閣議終了後）

昭和47年9月29日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100104000 大臣記者会見 昭和47年9月21日 報道課

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100104100
大臣記者会見要旨（9月14日）（ヒース英首相
の来日について）

昭和47年9月14日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100104200 大臣記者会見要旨（9月12日）（閣議終了後） 昭和47年9月12日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100104300
大臣記者会見要旨（9月18日）（ヒース首相と
の会談について）

昭和47年9月18日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100104400
田中総理大臣及び大平外務大臣の邦人記者
会見（首脳会談終了後）（宇宙中継テレビによ
る）

昭和47年9月2日 情通

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100104500

大臣記者会見要旨（9月6日）（日韓閣僚会議
終了後、羽田東急ホテルにおいて、植木大
蔵、佐々木運輸各大臣及び有田企画庁長官
同席）

昭和47年9月6日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100104600
中曽根大臣臨時代理記者会見要旨（9月26
日）（閣議終了後総理官邸において）

昭和47年9月26日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100104700 大臣記者会見要旨（10月3日） 昭和47年10月3日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100104800
三木外務大臣臨時代理記者会見要旨（10月
20日）

昭和47年10月20日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100104900 大臣記者会見要旨（10月25日） 昭和47年10月25日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100105000 大臣記者会見要旨（10月6日）（閣議終了後） 昭和47年10月6日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100105100
三木外務大臣臨時代理記者会見要旨（10月
17日）

昭和47年10月17日 至急
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外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100105200
大臣記者会見要旨（12月19日）（閣議終了
後）

昭和47年12月19日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100105300
大臣記者会見要旨（12月22日）（閣議終了
後）

昭和47年12月22日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100105400
大臣記者会見要旨（10月3日）（インガソル米
大使との会見後）

昭和47年10月3日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100105500 大臣記者会見要旨（10月9日）（閣議終了後） 昭和47年10月9日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100105600
大臣記者会見要旨（10月31日）（閣議終了後
院内において）

昭和47年10月31日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100105700 大臣記者会見要旨（10月27日） 昭和47年10月27日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100105800
大臣記者会見要旨（11月14日）（閣議終了
後）

昭和47年11月14日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100105900
大臣記者会見要旨（11月21日）（閣議終了
後）

昭和47年11月21日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100106000
大臣記者会見要旨（11月10日）（閣議終了
後）

昭和47年11月10日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100106100 大臣記者会見要旨（11月2日）（閣議終了後） 昭和47年11月2日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100106200
大臣記者会見要旨（10月27日）（閣議終了
後）

昭和47年10月27日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100106300
三木外務大臣代理記者会見（10月24日
10:35-10:45　総理府）

昭和47年10月24日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100106400
大臣記者会見要旨（11月17日）（閣議終了
後）

昭和47年11月17日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100106500 大臣記者会見要旨（11月7日）（閣議終了後） 昭和47年11月7日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100106600 大臣記者会見要旨（11月28日） 昭和47年11月28日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100106700
大臣記者会見要旨（12月12日）（東南ア開発
閣僚会議に出席、サイゴンより帰国後羽田空
港において。午後8時10分より20分間）

昭和47年12月12日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100106800
大臣記者会見要旨（12月22日）（初閣議終了
後）

昭和47年12月22日 至急
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外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100106900 大臣記者会見要旨（12月5日）（閣議終了後） 昭和47年12月5日 至急

外務大臣期 大平大臣会見　1972年 100107000
大臣記者会見要旨（12月15日）（閣議終了
後）

昭和47年12月15日 至急

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100200100 大第79号　大臣記者懇談要旨（7月13日） 昭和47年7月14日 取扱注意 情報文化局報道課

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100200200 大第78号　大臣記者懇談要旨（7月12日） 昭和47年7月13日 取扱注意 情報文化局報道課

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100200300 大第77号　大臣記者懇談要旨（7月10日） 昭和47年7月11日 取扱注意 情報文化局報道課

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100200400 大第76号　大臣記者懇談要旨（7月8日） 昭和47年7月10日 取扱注意 情報文化局報道課

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100200500
大第82号　大臣記者懇談要旨（7月26日）（会
見に引続き)

昭和47年7月27日 取扱注意 情報文化局報道課

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100200600 大第81号　大臣記者懇談要旨（7月24日） 昭和47年7月26日 取扱注意 情報文化局報道課

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100200700
大第80号　大臣記者懇談要旨（7月19日）（記
者会見に引続き）

昭和47年7月19日 取扱注意 情報文化局報道課

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100200800 大第83号　大臣記者懇談要旨（7月31日） 昭和47年8月1日 取扱注意 情報文化局報道課

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100200900 大第84号　大臣記者懇談要旨（8月2日） 昭和47年8月3日 取扱注意 情報文化局報道課

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100201000 大臣記者懇談要旨（8月11日） 昭和47年8月11日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100201100 大第85号　大臣記者懇談要旨（8月9日） 昭和47年8月9日 取扱注意

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100201200 大第78号　大臣記者懇談要旨（8月16日） 昭和47年8月16日 取扱注意

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100201300 大臣記者懇談要旨（8月18日） 昭和47年8月18日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100201400 大第　号　大臣記者懇談要旨（8月23日） 昭和47年8月23日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100201500 大臣記者懇談要旨（8月30日） 昭和47年8月30日
取扱注意、至急
回覧
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外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100201600 大第　号　大臣記者懇談要旨（8月28日） 昭和47年8月28日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100201700
大第　号　大臣記者懇談要旨（9月12日）（日
中国交正常化）

昭和47年9月12日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100201800
大第　号　大臣記者懇談要旨（9月11日）（日
中国交正常化）

昭和47年9月11日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100201900
大第　号　大臣記者懇談要旨（9月13日）（椎
名特使の訪台）

昭和47年9月13日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100202000
大第　号　大臣記者懇談要旨（9月20日）（椎
名特使報告に関する会見に引続いて）

昭和47年9月20日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100202100
大第　号　大臣記者懇談要旨（9月7日）　日
中国交正常化

昭和47年9月7日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100202200 大第　号　大臣記者懇談要旨（10月26日） 昭和47年10月26日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100202300 大第　号　大臣記者懇談要旨（10月30日） 昭和47年10月30日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100202400 大第　号　大臣記者懇談要旨（11月1日） 昭和47年11月1日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100202500 大第　号　大臣記者懇談要旨（12月20日） 昭和47年12月20日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1972年
7月～12月

100202600 大第　号　大臣記者懇談要旨（12月25日） 昭和47年12月25日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100300100 次官記者会見要旨（11月13日） 昭和47年11月13日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100300200 大臣外通記者会見要旨（9月11日） 昭和47年9月11日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100300300 大臣記者会見要旨（12月26日） 昭和47年12月26日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100300400 大臣記者会見要旨（１月6日）（閣議終了後） 昭和48年1月6日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100300500
大臣記者会見要旨（1月8日）（臨時閣議終了
後）

昭和48年1月8日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100300600 大臣記者会見要旨（1月9日）（閣議終了後） 昭和48年1月9日 至急
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外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100300700
大臣記者会見要旨（1月10日）（韓国金総理と
の昼食後）

昭和48年1月10日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100300800 大臣記者会見要旨（1月12日）（閣議終了後） 昭和48年1月12日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100300900 大臣記者会見要旨（1月19日）（閣議終了後） 昭和48年1月19日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100301000 大臣記者会見要旨（1月23日）（閣議終了後） 昭和48年1月23日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100301100
大臣記者会見要旨（1月25日）（国防会議終
了後）

昭和48年1月25日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100301200 大臣記者会見要旨（1月26日）（閣議終了後） 昭和48年1月26日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100301300 大臣記者会見要旨（1月30日）（閣議終了後） 昭和48年1月30日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100301400 大臣記者会見要旨（2月2日）（閣議終了後） 昭和48年2月2日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100301500 大臣記者会見要旨（2月6日）（閣議終了後） 昭和48年2月6日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100301600 大臣記者会見要旨（2月9日）（閣議終了後） 昭和48年2月9日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100301700 大臣記者会見要旨（2月13日）（閣議終了後） 昭和48年2月13日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100301800
大臣記者会見要旨（2月14日）（ワルトハイム
国連事務総長との会談後）

昭和48年2月14日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100301900 大臣記者会見要旨（2月16日）（閣議終了後） 昭和48年2月16日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100302000
大臣記者会見要旨（2月19日）（キッシン
ジャー米大統領補佐官との会談後）

昭和48年2月19日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100302100 大臣記者会見要旨（2月20日）（閣議終了後） 昭和48年2月20日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100302200 大臣記者会見要旨（2月23日）（閣議終了後） 昭和48年2月23日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100302300 大臣記者会見要旨（2月27日）（閣議終了後） 昭和48年2月27日 至急
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外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100302400 大臣記者会見要旨（3月2日）（閣議終了後） 昭和48年3月2日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100302500 大臣記者会見要旨（3月6日）（閣議終了後） 昭和48年3月6日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100302600 大臣記者会見要旨（3月9日）(閣議終了後） 昭和48年3月9日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100302700 大臣記者会見要旨（3月13日）（閣議終了後） 昭和48年3月13日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100302800 大臣記者会見要旨（3月16日）（閣議終了後） 昭和48年3月16日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100302900 大臣記者会見要旨（3月21日）（閣議終了後） 昭和48年3月21日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100303000 大臣記者会見要旨（3月23日）（閣議終了後） 昭和48年3月23日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100303100 大臣記者会見要旨（3月27日）（閣議終了後） 昭和48年3月27日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100303200 大臣記者会見要旨（3月30日）（閣議終了後） 昭和48年3月30日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100303300 大臣記者会見要旨（4月3日）（閣議終了後） 昭和48年4月3日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100303400 大臣記者会見要旨（4月6日）（閣議後） 昭和48年4月6日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100303500 大臣記者会見要旨（4月10日）（閣議後） 昭和48年4月10日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100303600 大臣記者会見要旨（4月13日）（閣議終了後） 昭和48年4月13日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100303700 大臣記者会見要旨（4月17日）（閣議終了後） 昭和48年4月17日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100303800 大臣記者会見要旨（4月19日） 昭和48年4月19日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100303900 大臣記者会見要旨（4月20日）（閣議終了後） 昭和48年4月20日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100304000
外務大臣記者会見記録（4月23日）（廖承志
氏の来訪後）

昭和48年4月23日
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外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100304100 大臣記者会見要旨（4月24日）（閣議後） 昭和48年4月24日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100304200
大臣記者会見要旨（4月24日）（インガソル米
国大使と会談後）午後5時25分より

昭和48年4月24日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100304300
大臣記者会見要旨（4月25日）（内外記者会
見）

昭和48年4月25日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100304400 大臣記者会見要旨（4月27日）（閣議後） 昭和48年4月27日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100304500
三木外務大臣代理記者会見要旨（5月1日）
（閣議終了後）

昭和48年5月1日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100304600
外務大臣記者会見記録（5月6日）（欧州訪問
帰国後、羽田東急ホテル）

昭和48年5月6日

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100304700 大臣記者会見要旨（5月8日）（閣議終了後） 昭和48年5月8日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100304800
大臣記者会見要旨（5月10日）（総理との会談
後）

昭和48年5月10日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100304900 大臣記者会見要旨（5月11日）（閣議終了後） 昭和48年5月11日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100305000
大臣記者会見要旨（5月14日）(田中総理との
会談後）

昭和48年5月14日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100305100 大臣記者会見要旨（5月15日）（閣議終了後） 昭和48年5月15日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100305200
外務大臣記者会見記録（5月16日）（臨時閣
議終了後）

昭和48年5月16日

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100305300 大臣記者会見要旨（5月18日）（閣議終了後） 昭和48年5月18日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100305400 大臣記者会見要旨（5月22日）（閣議終了後） 昭和48年5月22日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100305500 大臣記者会見要旨（5月25日）（閣議終了後） 昭和48年5月25日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100305600 大臣記者会見要旨（5月29日）（閣議終了後） 昭和48年5月29日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100305700 大臣記者会見要旨（6月1日）（閣議終了後） 昭和48年6月1日 至急
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外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100305800 大臣記者会見要旨（6月5日）（閣議終了後） 昭和48年6月5日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100305900 大臣記者会見要旨（6月8日）（閣議終了後） 昭和48年6月8日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100306000 大臣記者会見要旨（6月12日）（閣議終了後） 昭和48年6月12日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100306100
外務大臣記者会見記録（6月13日）（金韓国
総理招待午餐会後）

昭和48年6月13日

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100306200 大臣記者会見要旨（6月15日）(閣議終了後） 昭和48年6月15日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100306300 大臣記者会見要旨（6月19日）（閣議終了後） 昭和48年6月19日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100306400
大第　号　大臣記者会見要旨（６月22日）（閣
議終了後）

昭和48年6月22日 至急回覧

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100306500
大臣記者会見要旨（6月22日）（大臣談話発
表後）

昭和48年6月22日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100306600 大臣記者会見要旨（6月26日）（閣議終了後） 昭和48年6月26日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100306700
大臣記者会見要旨（6月28日）（インガソール
米大使との会談後）

昭和48年6月28日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100306800 大臣記者会見要旨（6月29日）（閣議終了後） 昭和48年6月29日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100306900 大臣記者会見要旨（7月3日）（閣議終了後） 昭和48年7月3日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100307000 大臣記者会見要旨（7月6日）（閣議終了後） 昭和48年7月6日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100307100 大臣記者会見要旨（7月10日）（閣議終了後） 昭和48年7月10日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100307200 大臣記者会見要旨（7月12日） 昭和48年7月12日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100307300
大臣記者会見要旨（7月17日）（閣議後）　「日
米貿易経済合同委について」

昭和48年7月17日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100307400 大臣記者会見要旨（7月24日）（閣議後） 昭和48年7月24日 至急
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外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100307500
大臣記者会見要旨（7月26日）（総理と会談
後）

昭和48年7月26日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100307600 大臣記者会見要旨（７月27日）（閣議後） 昭和48年7月27日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100307700
官房長官（外相代理）記者会見要旨（7月31
日）（11：00～11：35）

昭和48年7月31日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100307800
大平外相記者会見記録（田中総理訪米帰国
直後、於羽田東急ホテル

昭和48年8月6日 報道課

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100307900 大臣記者会見要旨（8月7日）（閣議後） 昭和48年8月7日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100308000
大臣記者会見要旨（8月21日）（総理との会見
後）（日韓閣僚会議）

昭和48年8月21日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100308100
大臣記者会見要旨（8月21日）（日加閣僚委
員会）日韓関係会議）

昭和48年8月21日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100308200 大臣記者会見要旨（8月24日） 昭和48年8月24日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100308300 （閣議後）大臣記者会見要旨（8月31日） 昭和48年8月31日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100308400
大臣記者会見要旨（9月1日）（金大中事件に
ついて）

昭和48年9月1日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100308500 大臣記者会見要旨（9月5日）（金大中事件） 昭和48年9月5日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100308600
（閣議後の）大臣記者会見要旨（9月7日）（金
大中事件）

昭和48年9月7日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100308700
大臣記者会見要旨（9月10日）（カナダ外相と
の会談後）

昭和48年9月10日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100308800 大臣記者会見要旨（9月11日）（閣議後） 昭和48年9月11日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100308900 大臣記者会見要旨（9月14日）　中国関係 昭和48年9月14日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100309000 大臣記者会見要旨（9月18日）（閣議後） 昭和48年9月18日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100309100
情文局長記者会見要旨（10月2日）　（閣議内
容）

昭和48年10月2日 至急
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外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100309200
訪欧訪ソより帰国直後の大平外務大臣記者
会見（10月11日午前、於羽田東急ホテル）

昭和48年10月11日

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100309300
大臣記者会見要旨（10月19日）（在京アラブ
諸国大使の来訪他）

昭和48年10月19日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100309400
大臣記者会見要旨（10月23日）(閣議後）　総
理の東南アジア訪問

昭和48年10月23日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100309500 大臣記者会見要旨（10月26日）（閣議後） 昭和48年10月26日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100309600 大臣記者会見要旨（10月30日）（閣議後） 昭和48年10月30日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100309700
大臣記者会見要旨（１１月2日）（田中総理・金
首相会談）

昭和48年11月2日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100309800 大臣記者会見要旨（１１月１日） 昭和48年11月1日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100309900 大臣記者会見要旨（11月6日）（中東関係） 昭和48年11月6日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100310000 大臣記者会見要旨（11月9日）（閣議終了後） 昭和48年11月9日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100310100 大臣記者会見要旨（１１月2日）（閣議後） 昭和48年11月2日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100310200
（閣議後）大臣記者会見要旨（11月13日）（石
油消費規制）

昭和48年11月13日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100310300
大臣記者会見要旨（11月14日）（キッシンジャ
米国務長官との会談終了後）

昭和48年11月14日 至急回覧

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100310400 （閣議後）大臣記者会見要旨（11月16日） 昭和48年11月16日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100310500
石油関係閣僚懇談後　大臣記者会見要旨
（11月17日）

昭和48年11月17日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100310600 閣議後　大臣記者会見要旨（11月20日） 昭和48年11月20日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100310700
（第二次改造内閣成立後の初閣議後）　大臣
記者会見要旨（11月25日）

昭和48年11月25日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100310800 （閣議後）大臣記者会見要旨（11月31日） 昭和48年11月31日 至急
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外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100310900
大平大臣記者会見要旨（11月22日）（アラブ
諸国在京大使と会見後）

昭和48年11月22日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100311000 (閣議後）大臣記者会見要旨（11月27日） 昭和48年11月27日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100311100 (閣議後）大臣記者会見要旨（11月30日） 昭和48年11月30日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100311200
大臣記者会見要旨（11月30日）（中近東特使
派遣関係閣僚懇談会後）

昭和48年11月30日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100311300 大臣記者会見要旨（11月28日） 昭和48年11月28日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100311400 大臣記者会見要旨（12月4日）（閣議後） 昭和48年12月4日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100311500
大臣記者会見要旨（12月6日）（17：40～18：
00）（三木特使派遣について）

昭和48年12月6日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100311600 大臣記者会見要旨（12月11日）（閣議後） 昭和48年12月11日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100311700
大臣記者会見要旨（12月14日）（閣議後）
キッシンジャー提案

昭和48年12月14日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100311800
大臣記者会見要旨（12月22日）（臨時閣議終
了後）

昭和48年12月22日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100311900
大臣記者会見要旨（12月21日）（閣僚懇談会
後）

昭和48年12月21日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100312000 大臣記者会見要旨（12月25日）（閣議後） 昭和48年12月25日 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1973年
1月～12月

100312100
大臣記者会見要旨（12月27日）（予算、閣僚
折衝後）

昭和48年12月27日 至急

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100400100 大第　号大臣記者懇談要旨（1月29日） 昭和48年1月29日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100400200 大第　号大臣記者懇談要旨（1月31日） 昭和48年1月31日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100400300 大第　号大臣記者懇談要旨（1月25日） 昭和48年1月25日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100400400
大第　号大臣記者懇談要旨（1月22日）　国際
交流基金

昭和48年1月22日
取扱注意、至急
回覧
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外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100400500 大第　号大臣記者懇談要旨（1月16日） 昭和48年1月16日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100400600
大第　号大臣記者懇談要旨（1月17日）　ソ連
大使との会談

昭和48年1月17日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100400700
大第　号大臣記者懇談要旨（1月11日）（金総
理との会談他）

昭和48年1月11日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100400800
大第　号大臣記者懇談要旨（1月24日）　ベト
ナム和平

昭和48年1月24日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100400900 大第　号大臣記者懇談要旨（2月28日） 昭和48年2月28日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100401000 大第　号大臣記者懇談要旨（2月21日） 昭和48年2月21日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100401100 大第　号大臣記者懇談要旨（2月7日） 昭和48年2月7日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100401200 大第　号大臣記者懇談要旨（2月5日） 昭和48年2月5日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100401300 大第　号大臣記者懇談要旨（2月26日） 昭和48年2月26日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100401400 大第　号大臣記者懇談要旨（2月19日） 昭和48年2月19日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100401500 大臣記者懇談要旨（3月26日） 昭和48年3月26日

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100401600 大第　号大臣記者懇談要旨（3月5日） 昭和48年3月5日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100401700 大第　号大臣記者懇談要旨（3月28日） 昭和48年3月28日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100401800 大第　号大臣記者懇談要旨（3月19日） 昭和48年3月19日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100401900 大第　号大臣記者懇談要旨（3月12日） 昭和48年3月12日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100402000 大第　号大臣記者懇談要旨（3月7日） 昭和48年3月7日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100402100 大第　号大臣記者懇談要旨（4月4日） 昭和48年4月4日
取扱注意、至急
回覧
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外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100402200
大第　号大臣記者懇談要旨（4月26日）（自宅
懇談に代えて26日午後、外務省会見室）

昭和48年4月26日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100402300 大第　号大臣記者懇談要旨（4月25日） 昭和48年4月25日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100402400
大臣記者懇談要旨（4月24日）（閣議後の会
見に引続き）

昭和48年4月24日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100402500 大第　号大臣記者懇談要旨（4月16日） 昭和48年4月16日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100402600 大第　号大臣記者懇談要旨（4月18日） 昭和48年4月18日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100402700 大第　号大臣記者懇談要旨（4月19日） 昭和48年4月19日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100402800 大第　号大臣記者懇談要旨（5月31日） 昭和48年5月31日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100402900 大第　号大臣記者懇談要旨（5月23日） 昭和48年5月23日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100403000 大第　号大臣記者懇談要旨（5月14日） 昭和48年5月14日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100403100 大第　号大臣記者懇談要旨（5月28日） 昭和48年5月28日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100403200 大第　号大臣記者懇談要旨（5月21日） 昭和48年5月21日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100403300
大第　号大臣記者懇談要旨（5月16日）（会見
に引続き）

昭和48年5月16日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100403400 大第　号大臣記者懇談要旨（5月9日） 昭和48年5月9日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100403500 大第　号大臣記者懇談要旨（6月20日） 昭和48年6月20日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100403600 大第　号大臣記者懇談要旨（6月6日） 昭和48年6月6日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100403700 大第　号大臣記者懇談要旨（6月18日） 昭和48年6月18日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100403800 大第　号大臣記者懇談要旨（6月11日） 昭和48年6月11日
取扱注意、至急
回覧
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外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100403900 大第　号大臣記者懇談要旨（6月4日） 昭和48年6月4日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100404000 大第　号大臣記者懇談要旨（7月9日） 昭和48年7月9日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100404100
大第　号大臣記者懇談要旨（7月4日）（会見
に引続き）

昭和48年7月4日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100404200 大第　号大臣記者懇談要旨（7月11日） 昭和48年7月11日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100404300 大第　号大臣記者懇談要旨（7月5日） 昭和48年7月5日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100404400 大臣記者懇談要旨（７月2日） 昭和48年7月2日 至急

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100404500 大第　号大臣記者懇談要旨（7月18日） 昭和48年7月18日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100404600 大第　号大臣記者懇談要旨（7月23日） 昭和48年7月23日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100404700 大第　号大臣記者懇談要旨（7月19日） 昭和48年7月19日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100404800 大第　号大臣記者懇談要旨（7月25日） 昭和48年7月25日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100404900 大第　号大臣記者懇談要旨（8月23日） 昭和48年8月23日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100405000 大第　号大臣記者懇談要旨（8月16日） 昭和48年8月16日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100405100 大第　号大臣記者懇談要旨（8月15日） 昭和48年8月15日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100405200 大第　号大臣記者懇談要旨（7月25日） 昭和48年7月25日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100405600
大臣記者懇談要旨（9月3日）（金大中事件に
ついて）

昭和48年9月3日 至急

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100405700
大第　号大臣記者懇談要旨（9月19日）（金大
中事件）

昭和48年9月19日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100405800 大臣記者懇談要旨（9月20日） 昭和48年9月20日
取扱注意、至急
回覧
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外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100405900
大臣記者懇談要旨（10月31日）（金大氏中事
件）

昭和48年10月31日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100406000
大第　号大臣記者懇談要旨（10月29日）（日
ソ共同声明問題）

昭和48年10月29日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100406100
大第　号大臣記者懇談要旨（10月17日）（ラー
マン首相訪日）

昭和48年10月17日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100406500
大第　号大臣記者懇談要旨（11月28日）（会
見にひき続いて）

昭和48年11月28日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100406600
大第　号大臣記者懇談要旨（11月22日）（中
東問題に関する官房長官談話に関連して）

昭和48年11月22日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100406700
大第　号大臣記者懇談要旨（11月12日）（中
東紛争）

昭和48年11月12日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100406800
大第　号大臣記者懇談要旨（12月14日）（日
韓閣僚会議）

昭和48年12月14日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100406900
大第　号大臣記者懇談要旨（12月26日）（日
韓閣僚会議）

昭和48年12月26日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100407000 大第　号大臣記者懇談要旨（12月17日） 昭和48年12月17日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣懇談　1973年
1月～12月

100407100 大第　号大臣記者懇談要旨（12月3日） 昭和48年12月3日
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100500100
閣僚レベルでの協議に合意　外相、閣議で訪
中報告

昭和49年1月8日

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100500200 来週中にも素案　日台路線で協議 昭和49年1月8日

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100500300
（外務省電信案）国内新聞報道振り　6日付朝
刊

昭和49年1月6日 外務大臣代理
在中国小川大
使

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100500400
（外務省電信案）国内新聞報道振り　5日付夕
刊

昭和49年1月5日 大至急 外務大臣代理
在中国小川大
使

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100500500
（外務省電信案）国内新聞報道振り　5日付朝
刊

昭和49年1月5日 大臣代理
在中国小川大
使

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100500600
（外務省電信案）国内新聞報道振り　4日付夕
刊

昭和49年1月4日 大至急 大臣代理
在中国小川大
使

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100500700
(外務省電信案）国内新聞報道振り　4日付朝
刊

昭和49年1月4日 大至急 大臣
在中国小川大
使
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外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100500800
（外務省電信案）国内新聞報道ぶり　3日付朝
刊

昭和49年1月3日 大臣代理 在中国大使

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100500900
大平正芳外務大臣歓迎の宴会における姫鵬
飛外交部長のあいさつ

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100501000 大平外務大臣演説

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100501100 訪中　大平外務大臣一行名簿

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100501200 香港到着時の御案内（1月2日）

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100501300 出発のご案内（１月2日　10時20分発）

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100501400 航空料金及び宿泊料金について 報道課

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100501500 大平外務大臣訪中同行記者日程案

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100501600
北京、井上書記官よりの電話連絡（1月6日
15時）

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100501700
北京からの電話連絡（1月5日　14時52分～
58分）

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100501800
坂本課長よりの電話連絡（1月5日　18時40
分）

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100501900 北京よりの電話連絡（1月5日　20時10分）

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100502000
毛沢東主席との会見後の大臣記者会見内容
（坂本課長から）

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100502100 北京よりの電話連絡（1月5日　00時5分）

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100502200 北京よりの電話連絡（1月4日　14時20分）

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100502300 北京よりの電話連絡（1月4日　12時30分）

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100502400 北京よりの電話連絡（1月4日　11時25分）
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外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100502500
大第　号大臣記者懇談要旨（1月7日）（訪中
関係）

取扱注意、至急
回覧

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100502600 大臣記者会見要旨（1月７日） 至急

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100502700
（訪中より帰国後、於羽田空港）大臣記者会
見要旨（1月6日）（午後9：45～10：05）

至急

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100502800 日本側の対プレス説明要領

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100503000
（電信写）大臣訪中（毛タク東主席との会見）
（第31号）

大至急 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100503200
（電信写）大平大臣と当地外人記者との会見
（第5号）

至急（ゆう先処
理）

須磨総領事 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100503300 （電信写）大臣訪中（プレス）(第32号） 大至急 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100503500 （電信写）オウヒラ大臣の訪中（第15号） 大至急 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100503600 （電信写）大臣訪中（第14号） 大至急秘 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100503700
（電信写）オウヒラ大臣の訪中（電話連絡先）
（第13号）

大至急秘 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100503800 （電信写）大臣訪中（特別機）（第9号） 大至急 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100503900 (電信写）大臣訪中（第8号） 大至急 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100504000 (電信写）大臣訪中（当館との連絡）（第6号） 大至急 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100504100 （電信写）大臣訪中（第5号） 大至急 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100504200 （電信写）大臣訪中（プレス）（第4号） 大至急 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100504300 （電信写）チャーター機の利用者（第2号） 大至急 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100504400 （電信写）大臣訪中（に物）（第1261号） 大至急 小川大使 外務大臣
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外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100504500 （電信写）日中しゆうゆう船取極（第1259号） 大至急秘 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100504600
（電信写）貴大臣の訪中（会談要領）（第1257
号）

大至急極秘 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100504700 （電信写）大臣訪中（日程）（第1256号） 大至急秘 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100504800 （電信写）大臣訪中（第1254号） 大至急秘 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100504900 (電信写）大臣訪中(第1253号） 大至急秘 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100505000
（電信写）大臣訪中（スピーチ原こう）（第1252
号）

大至急 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100505100 （電信写）日中貿易協定（第1251号） 大至急秘 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100505200 （電信写）訪中（プレス）（第1250号） 大至急秘 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100505300 （電信写）訪中（プレス）（第1245号）
至急（ゆう先処
理）

小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100505400
（電信写）貴大臣の訪中（えん会・あいさつ
等）（第1239号）

至急 小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100505500
（電信写）大臣訪中（当館との電話連絡）（第
1231号）

至急（ゆう先処
理）

小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100505600 （関連電報）大臣談話（第46号）
大至急（優先扱
い）

小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100505700 （電信写）日中記者交換（第38号）
至急（ゆう先処
理）

小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100505800 （関連電報）大臣訪中（特別機）（第9号）
大至急（優先扱
い）

小川大使 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100505900 （電信写）大臣訪中（プレス）（第585号） 大至急 須磨総領事 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100506000 （電信写）大臣訪中日程（第582号） 大至急秘 須磨総領事 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100506100 （電信写）大臣訪中（第6号）
至急（ゆう先処
理）

須磨総領事 外務大臣
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外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100506200
（電信写）大平大臣と当地外人記者との会見
（第5号）

至急（ゆう先処
理）

須磨総領事 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100506300 （電信写）大臣訪中（第1号） 大至急 須磨総領事 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100506400 （電信写）大臣訪中（第588号） 大至急 須磨総領事 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100506500 （電信写）大臣訪中（第587号） 大至急秘 須磨総領事 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100506600 （電信写）大臣訪中（第586号） 大至急 須磨総領事 外務大臣

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100506800 （外務省電信案第1423号）大臣訪中（プレス） 至急 外務大臣 在中国大使

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100506900 (外務省電信案）本大臣の訪中（日程） 至急 外務大臣
在北京小川大
使、香港総領
事

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100507000 （外務省電信案）本大臣の訪中 至急 外務大臣
在北京小川大
使、香港総領
事

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100507100 （外務省電信案第1415号）大臣訪中（プレス） 至急 大平大臣 在中国大使

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100507200
（外務省電信案第1412号）日中記者交換とり
きめ

至急 大平外務大臣
在中国小川大
使

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100507300 （外務省電信案第1411号）大臣訪中（プレス） 至急 大平大臣 在中国大使

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100507400 （外務省電信案第1407号）大臣訪中（プレス） 至急 大平大臣 在中国大使

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100507700 （外務省電信案第725号）大臣訪中（プレス） 大平大臣 在香港総領事

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100507800 （外務省電信案第724号）大臣訪中（プレス） 至急 大平大臣 在香港総領事

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100507900
（外務省電信案第718号）本大臣の訪中（随
行記者）

至急 大平外務大臣
在香港須磨総
領事

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100508000 （外務省電信案第1423号）大臣訪中（プレス） 至急 外務大臣 在中国大使

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100508100 （外務省電信案第725号）大臣訪中（プレス） 至急 大平大臣 在香港総領事
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外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100508200 （外務省電信案第724号）大臣訪中（プレス） 至急 大平大臣 在香港総領事

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100508600 （外務省電信案第879号）大臣訪中（プレス） 至急 大平大臣
在中国大使、
香港総領事

外務大臣期 大臣訪中　1974年1月 100508800
（外務省電信案第1401号）本大臣の訪中（随
行記者）

至急 大平大臣
在中国小川大
使、香港総領
事

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100600100
大第　号大臣記者懇談要旨（1月7日）（訪中
関係）

取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100600200 大第　号大臣記者懇談要旨（1月16日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100600300 大第　号大臣記者懇談要旨（1月21日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100600400 大第　号大臣記者懇談要旨（1月23日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100600500 大第　号大臣記者懇談要旨（1月24日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100600600 大第　号大臣記者懇談要旨（1月29日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100600700 大第　号大臣記者懇談要旨（1月31日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100600800 大第　号大臣記者懇談要旨（2月7日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100600900 大第　号大臣記者懇談要旨（2月18日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100601000 大第　号大臣記者懇談要旨（2月20日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100601100 大第　号大臣記者懇談要旨（2月21日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100601200 大第　号大臣記者懇談要旨（2月25日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100601300 大第　号大臣記者懇談要旨（2月27日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100601400 大第　号大臣記者懇談要旨（3月6日）
取扱注意、至急
回覧
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外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100601500 （閣議後）大臣記者懇談要旨（3月12日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100601600 大第　号大臣記者懇談要旨（3月13日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100601700 大第　号大臣記者懇談要旨（3月18日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100601800

大第　号大臣記者懇談要旨（3月25日）（冒頭
会見で、本日午後１時30分より総理に対し当
面の外交案件の説明・報告及び外務省の定
員・機構・語研・専門家の待遇等につき説明
を述べた後、懇談）

取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100601900 大第　号大臣記者懇談要旨（3月27日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100602000 大第　号大臣記者懇談要旨（4月1日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100602100 大第　号大臣記者懇談要旨（4月8日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100602200
大第　号大臣記者懇談要旨（4月10日）（日中
航空協定交渉）

取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100602300
大臣記者懇談要旨（4月11日）（日中航空協
定交渉）

取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100602400
大臣記者懇談要旨（4月18日）（日中航空協
定交渉）

至急 情・通

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100602500 大臣記者懇談要旨
取扱注意、至急
回覧

情・通

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100602600
大第　号大臣記者懇談要旨（4月22日）（日中
航空協定）

取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100602700 大第　号大臣記者懇談要旨（5月1日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100602800 大臣記者懇談要旨（5月7日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100602900 大第　号大臣記者懇談要旨（5月15日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100603000 大臣記者懇談要旨（5月29日）
取扱注意、至急
回覧
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外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100603100 大臣記者懇談要旨（6月3日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100603200 大第　号大臣記者懇談要旨（6月6日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100603300 大臣記者懇談要旨（7月15日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100603400 大第　号大臣記者懇談要旨（7月18日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100603500 大第　号大臣記者懇談要旨（7月18日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100603600 大第　号大臣記者懇談要旨（7月22日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100603700
大臣記者懇談要旨（7月24日）（総理ブリーフ
について）

取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100603800 大臣記者懇談要旨（7月25日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100603900 次官記者懇談要旨（7月26日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100604000 大第　号大臣記者懇談要旨（7月29日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100604100 大第　号大臣記者懇談要旨（7月31日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100604200 大第　号大臣記者懇談要旨（8月1日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100604300 大第　号大臣記者懇談要旨（8月5日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100604400 大第　号大臣記者懇談要旨（8月6日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100604500 大臣記者懇談要旨（8月7日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100604600 大臣記者懇談要旨（8月8日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100604700 大臣記者懇談要旨（8月12日）
取扱注意、至急
回覧
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外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100604800 大臣記者懇談要旨（8月13日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100604900 大臣懇談要旨（8月14日）（金大中事件） 至急

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100605000
大第　号大臣記者懇談要旨（8月15日）（朴大
統領狙撃事件）

取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100605100 大臣記者懇談要旨（8月19日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100605200 大臣記者懇談要旨（8月20日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100605300 大臣記者懇談要旨（8月28日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100605400 大臣記者懇談要旨（8月29日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100605500 大第　号大臣記者懇談要旨（9月2日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100605600 大臣記者懇談要旨（9月4日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100605700 大臣記者懇談要旨（9月5日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100605800 大臣記者懇談要旨（9月9日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100605900 大臣記者懇談要旨（9月11日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100606000 大臣記者懇談要旨（9月12日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100606100 大臣記者懇談要旨（9月14日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100606200 大臣記者懇談要旨（9月18日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100606300 大第　号大臣記者懇談要旨（9月19日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100606400 大臣記者懇談要旨（9月20日）
取扱注意、至急
回覧
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外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100606500 大臣記者懇談要旨（10月2日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100606600 大臣記者懇談要旨（10月3日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100606700 大臣記者懇談要旨（10月7日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100606800 大臣記者懇談要旨（10月9日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100606900 大臣記者懇談要旨（10月14日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100607000 大臣記者懇談要旨（10月16日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100607100 大臣記者懇談要旨（10月23日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100607200 大臣記者懇談要旨（10月24日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100607300 大臣記者懇談要旨（11月13日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100607400 大臣記者懇談要旨（11月21日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100607700 大臣記者懇談要旨（12月5日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100607800 大臣記者懇談要旨（12月11日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100607900 大臣記者懇談要旨（12月12日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大臣懇談　1974年1月
～12月

100608000 大臣記者懇談要旨（12月16日）
取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100700100
大臣記者会見要旨（1月6日）（北京時間1時
20分より）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100700200
（訪中より帰国後　於羽田空港）大臣記者会
見要旨（1月6日）（午後9：45～10：05）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100700300 大臣記者会見要旨（1月7日） 至急
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外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100700400 (閣議後）大臣記者会見要旨（1月11日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100700500
大臣記者会見要旨（1月16日）(懇談に入る前
質問に答えて）（インドネシアの学生デモ事
件）

至急回覧

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100700600 （閣議後）大臣記者会見要旨（1月22日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100700700
（総理東南アジア訪問より帰国後）大臣記者
会見要旨（1月17日）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100700800 大臣記者会見要旨（1月18日）（閣議後） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100700900 （閣議後）大臣記者会見要旨（1月25日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100701000
大臣記者会見要旨（1月27日）（ヤマニ・サウ
ジアラビア石油相及びアブデッサラム・アル
ジェリア工業エネルギー相等との会談後）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100701100 （閣議後）大臣記者会見要旨（1月30日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100701200 （閣議後）大臣記者会見要旨（2月1日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100701300 （閣議後）大臣記者会見要旨（2月8日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100701400
大臣記者会見要旨（2月8日）（クウェート大使
館占拠事件）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100701500
大臣記者会見要旨（2月7日）（クウェート事
件）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100701600
三木環境大臣兼外務大臣臨時代理記者会見
要旨（２月12日）（閣議後）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100701700 （閣議後）大臣記者会見要旨（2月5日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100701800
（ヤマニ・サウジアラビア石油相と会談後）大
臣記者会見要旨（1月30日）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100701900
大臣記者会見要旨（2月7日）（ワシントン石油
外相会議）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100702000
三木外務大臣臨時代理記者会見要旨（2月
15日）（閣議後）

至急
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外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100702100
（ワシントン・エネルギー会議より帰国後、於
羽田）大臣記者会見要旨（2月15日）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100702200 大臣記者会見要旨（2月16日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100702300 （閣議後）大臣記者会見要旨（2月19日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100702400 大臣記者会見要旨（2月22日）（閣議後） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100702500 大臣記者会見要旨（2月23日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100702600 大臣記者会見要旨（2月23日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100702700 (閣議後）大臣記者会見要旨（2月26日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100702800 大臣記者会見要旨（3月1日）（定例閣議後） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100702900 (閣議後）大臣記者会見要旨（3月5日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100703000
（板垣交流協会理事長との会見後）大臣記者
会見要旨（3月9日）（日台航空交渉）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100703100 (閣議後）大臣記者会見要旨（3月12日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100703200 (閣議後）大臣記者会見要旨（3月15日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100703300 (閣議後）大臣記者会見要旨（3月19日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100703400 大臣記者会見要旨（3月22日）(閣議後） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100703500 大臣記者会見要旨（3月26日）(閣議後） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100703600 (閣議後）大臣記者会見要旨（3月29日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100703700 (閣議後）大臣記者会見要旨（4月2日） 至急
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外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100703800
大臣記者会見要旨（4月11日）(日中航空協定
関係公電漏洩の件）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100703900 大臣記者会見要旨（4月12日）(定例閣議後） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100704000
大臣記者会見要旨（4月15日）(於外人プレス
クラブ）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100704100 (閣議後）大臣記者会見要旨（4月16日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100704200 大臣記者会見要旨（4月18日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100704300 （閣議後）大臣記者会見要旨（4月19日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100704400
大臣記者会見要旨（4月20日）（日台航空路
線の運行停止）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100704500
（日中航空協定署名後）大臣記者会見要旨
（4月20日）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100704600
大臣記者会見要旨（4月21日）　日台路線停
止後の政府与党会議後

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100704700 (閣議後）大臣記者会見要旨（4月23日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100704800 大臣記者会見要旨（4月25日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100704900 (閣議後）大臣記者会見要旨（4月26日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100705000 大臣記者会見要旨（4月26日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100705100 (閣議後）大臣記者会見要旨（4月30日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100705200 (閣議後）大臣記者会見要旨（5月8日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100705300 (閣議後）大臣記者会見要旨（5月10日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100705400 (閣議後）大臣記者会見要旨（5月14日） 至急
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外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100705500
(参議院本会議後）大臣記者会見要旨（5月15
日）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100705600 大臣記者会見要旨（5月17日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100705700
（閣議後）二階堂官房長官記者会見要旨（5
月21日）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100705800
（米国より帰国後）大臣記者会見要旨（5月23
日）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100705900 大臣記者会見要旨（5月24日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100706000
(韓国における日本人学生起訴事件）大臣記
者会見要旨（5月27日）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100706100 (閣議後）大臣記者会見要旨（5月28日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100706200 大臣記者会見要旨（5月31日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100707300 大臣記者会見要旨（5月31日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100707400
大臣記者会見要旨（6月3日）（金大中氏問
題）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100707500 大臣記者会見要旨（6月4日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100707600
大臣記者会見要旨（6月5日）（金大中召喚問
題）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100707700 (閣議後）大臣記者会見要旨（6月7日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100707800 (閣議後）大臣記者会見要旨（6月11日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100707900 大臣記者会見要旨（6月18日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100708000 大臣記者会見要旨（6月25日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100708100 大臣記者会見要旨（7月2日） 至急
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外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100708200 (閣議後）大臣記者会見要旨（7月9日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100708300 （閣議後）大臣記者会見要旨（7月12日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100708400 大臣記者会見要旨（7月15日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100708500 （閣議後）大臣記者会見要旨（7月16日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100708600
大平前外務大臣会見要旨（7月17日）（離任
挨拶）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100708700
大第１号　木村大臣初記者会見要旨（７月16
日）

取扱注意、至急
回覧

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100708800 大臣記者会見要旨（7月19日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100708900 大臣記者会見要旨（7月23日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100709000 大臣記者会見要旨（7月26日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100709100 (閣議後）大臣記者会見要旨（7月30日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100709200 大臣記者会見要旨（8月2日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100709300 大臣記者会見要旨（8月9日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100709400 大臣記者会見要旨（8月14日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100709500
（総理と会見後）大臣記者会見要旨（8月15
日）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100709600 大臣記者会見要旨（8月15日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100709700 （閣議後）大臣記者会見要旨（8月16日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100709800 （閣議終了後）大臣記者会見要旨（8月23日） 至急
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100709900 大臣記者会見要旨（8月30日）（閣議案件） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100710000 大臣記者会見要旨（9月6日）（閣議終了後） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100710100 （閣議後）大臣記者会見要旨（9月10日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100710200 大臣記者会見要旨（9月11日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100710300 （閣議後）大臣記者会見要旨（9月13日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100710400 大臣記者会見要旨（9月17日）（閣議終了後） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100710500
大臣記者会見要旨（9月18日）　椎名特派大
使の訪韓についての発表

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100710600 大臣記者会見要旨（9月19日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100710700 （閣議後）大臣記者会見要旨（9月20日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100710800 （閣議後）大臣代理記者会見要旨（9月24日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100710900
大臣記者会見要旨（9月30日）（帰国後、午後
7時50分より羽田東急にて）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100711000 大臣記者会見要旨（10月1日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100711100 大臣記者会見要旨（10月4日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100711200 大臣記者会見要旨（10月8日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100711300 大臣記者会見要旨（10月11日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100711400 大臣記者会見要旨（10月12日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100711500 （閣議後）大臣記者会見要旨（10月18日） 至急
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外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100711600 （閣議後）大臣記者会見要旨（10月22日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100711700 （閣議後）大臣記者会見要旨（10月25日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100711800
大平大臣臨時代理記者会見要旨（10月29
日）（閣議後）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100711900 大臣記者会見要旨（11月1日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100712000
大平外相臨時代理記者会見要旨（11月8日）
（閣議後）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100712100
大臣記者会見要旨（11月11日）（アフリカ訪問
より帰国後）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100712200 大臣記者会見要旨（11月18日）（閣議後） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100712300
大臣記者会見要旨（11月20日）（木村・キシン
ジャー会談）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100712400
大臣記者会見要旨（12月9日）　午後23時59
分（臨時閣議後初会見）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100712500
（閣議終了後）大臣記者会見要旨（12月10
日）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100712600
（臨時閣議後）大臣記者会見要旨（12月12
日）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100712700
大臣記者会見要旨（12月12日）（経済対策閣
僚会議について）

至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100712800 （閣議後）大臣記者会見要旨（12月13日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100712900 大臣記者会見要旨（12月17日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100713000 大臣記者会見要旨（12月27日） 至急

外務大臣期
大平大臣会見　1974年
1月～12月

100713100 大臣記者会見要旨（12月28日） 至急
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110100100 私の手紙　第１信 昭和10年6月
服部治（東京帝国
大学講師）

イエスの僕会関係。ガ
リ版刷　解説に「服部
治氏は元東北帝大教
授佐藤定吉氏の高弟
で東京帝大の講師で
あった　大平が桃谷天
館で「イエスの僕会」の
世話役をしていたころ
の聖書研究会の講師
である」とあり

Ｂ4洋紙中折冊子、孔
版

32頁

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110100200 私の手紙　第２信 昭和10年6月
服部治（東京帝国
大学講師）

イエスの僕会関係。ガ
リ版刷

Ｂ4洋紙中折、冊子孔
版

56枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110100300 私の手紙　第４信 昭和10年8月
服部治（東京帝国
大学講師）

第３信は欠落。イエス
の僕会関係　解説に
「第三信欠」とあり

Ｂ4洋紙中折、冊子孔
版

54枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110100400 私の手紙　第５信 昭和10年8月
服部治（東京帝国
大学講師）

イエスの僕会関係。ガ
リ版刷

Ｂ4洋紙中折冊子 14頁

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110100500 東京商科大学入学後の住所 昭和58年3月
大平志げ子（荒井
喜平筆記）

Ｂ5洋紙、墨書 4枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110100600 公職追放非該当確認書 昭和22年10月12日
「内閣総理大臣」の朱
印あり

Ｂ4わら半紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110100700 「如水会会員家族春季慰安大会」プログラム 昭和31年4月29日
18㎝×52.5㎝紙、活
版

1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110100800 近況報告 昭和8年5月27日 上坂泰次 大平正芳
解説に「上坂泰次先生
高松高商時代の恩師」
とあり

葉書、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110100900 近況報告 昭和9年6月19日 大泉行雄 大平正芳
解説に「大泉行雄先生
高松高商時代の恩師」
とあり

葉書、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110101000 来翰に対して返信並びに近況報告 昭和9年11月19日
内藤芳太郎（和田
村村長）

大平正芳

解説に「内藤芳太郎氏
和田村村長　内藤夫人
は小学生時代の恩師」
とあり

葉書、黒ペン書 1枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110101100 弟の上京に際して依頼状 昭和10年3月12日 山本新太郎 大平正芳

解説に「山本新太郎氏
高松高商時代の先輩
でキリスト教も先輩」と
あり

葉書、黒ペン・鉛筆書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110101200 年賀状 昭和11年1月1日 堀野林治 大平正芳
解説に「坂野林治氏は
大平秀雄氏夫人（す
み）の父君」とあり

葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110101300 日本銀行副総裁就任祝いに対する礼状 昭和12年2月 津島寿一
15㎝×10.3㎝厚紙、
活版

1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110101400 入管に際して近況報告 昭和12年4月3日 山田正雄 大平正芳

解説に「山田正雄は姉
山田むまの長男　三豊
郡紀井村丸井在住」と
あり

葉書、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110101500 寒中見舞い 昭和13年1月13日 中井虎男 大平正芳
解説に「中井氏　中学
時代の友人」とあり

葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110101600
仙台就任（仙台税務監督局関税部長就任）に
際して挨拶

昭和13年7月3日 中平栄利 大平正芳
解説に「中平栄利氏
大蔵省同期」とあり

葉書、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110101700
仙台就任（仙台税務監督局関税部長就任）に
際して祝辞

昭和13年8月15日 山城章 大平正芳
解説に「山城章氏　東
京商大時代の先輩」と
あり

葉書、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110101800 訪問できなかったことに対する詫び状 昭和13年10月20日 宮川新一郎 大平正芳

解説に「宮川新一郎氏
大蔵省同期　住宅金融
公庫副総裁となる」とあ
り

葉書、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110101900 母の帰宅に際して挨拶 昭和13年11月6日 海野虎雄 大平志げ子

解説に「岩手県東磐井
郡川崎郡薄衣　海野虎
雄氏　志げ子の従兄
（志げ子の父三樹之助
の実家で三樹之助は
鈴木家の養子となる）
現在　長男山寿氏があ
とを次ぎ北上醤油醸造
を営む」とあり

葉書、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110102000 近況報告 昭和16年9月28日 大平　剛 大平正芳
解説に「大平秀雄氏の
長男」とあり

葉書、黒ペン書 1枚
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大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110102100 一時除隊に際して近況報告 昭和15年7月26日 近藤隆一 大平正芳
解説に「高松高商の後
輩　（戦死す）」とあり

葉書、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110102200 年賀状 昭和14年1月1日 横山辰雄・基子 大平正芳
解説に「基子夫人は志
げ子の従姉」とあり

葉書、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110102300 年賀状 昭和15年1月1日 高橋俊英 大平正芳

解説に「大蔵省の後輩
東北帝大出身　仙台関
（ママ）税部長時代から
の親交　後の公正取引
委員会委員長」とあり

葉書　墨書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110102400 昭和11年入省組みの寄せ書 昭和15年5月5日
福田久男、十松、
磯田好祐、山下

大平正芳

解説に「大蔵省の同期
（昭士会）昭和11年入
省組の寄せ書　新橋の
料亭「河川」にて」とあ
り

葉書、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110102500 来翰に際して挨拶状 昭和11年11月18日 赤城猪太郎 大平正芳

解説に「赤城猪太郎氏
高松高商の同級生　東
京商大同級生　富士化
学紙工業会長　京阪神
大平会副会長」とあり

葉書、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110102600 近況報告 昭和11年12月3日 武藤義治 大平正芳

解説に「武藤義治氏
東京商大の同期生で
外務省に入り外交官と
なる」とあり

葉書、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110102700 贈り物に対する礼状 金子三十里カ 大平正芳 Ｂ4封筒、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110103100 ｢上田辰之助先生｣に関する述 昭和58年3月 大平志げ子 Ｂ5洋紙、筆ペン書 2枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110103200 旧上田辰之助邸址の由来 昭和53年
一橋大学上田辰之
助ゼミナール晨光
会

英訳文あり Ｂ5洋紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110103500 来訪に関する書簡 昭和9年9月22日 上田辰之助 大平正芳
17.5㎝×174.5㎝和
紙、墨書、封書

1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110103600 祝辞に関して 昭和12年5月18日 澤田源一 大平正芳
解説に「高松高商　校
長」とあり

19㎝×62㎝和紙、墨
書、封書

1枚
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大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110103700 栄典祝い及び礼状 昭和12年7月20日 茨木山治 大平正芳

解説に「小学校のころ
の先生で後に香川県
議会議員となる　更に
衆議院選挙では大平
の選挙事務長として尽
力する」とあり

Ｂ5罫線、黒ペン書、
封書

2枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110103800 近況報告 昭和13年1月2日 大平　剛 大平正芳

解説に「従兄　大平秀
雄氏の長男　香川県の
母の実家に疎開中」と
あり

Ｂ5原稿用紙、黒ペン
書、封書

2枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110103900 近況報告 昭和13年10月23日 上田あやの 大平正芳
22㎝×20㎝洋紙、黒
ペン書、封書

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110104000 家族・商売について近況報告 昭和13年11月7日 川村芳数 大平正芳 解説に「実弟」とあり
Ｂ5便箋、黒ペン書、
封書

3枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110104100 封筒 昭和13年11月2日 鈴木三樹之助商店 大平正芳
本文紛失　解説に実弟
とあり

封筒 1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110104200 挨拶・近況報告 昭和5年12月6日 横山基子 大平正芳
解説に「志げ子の従
姉」とあり

Ｂ5便箋 5枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110104300 挨拶 昭和13年12月29日 鈴木三樹之助 大平正芳
Ｂ5罫紙、黒ペン書、
封書

1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110104400 封筒 大平志げ子 大平正芳
本文紛失　航空郵便、
解説に「本文紛失」とあ
り

封筒

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110104500 訪問に対する礼状 10月18日 佐藤寛子 大平正芳
解説に「元総理大臣佐
藤栄作夫人」とあり

18㎝×24㎝洋紙、黒
ペン書、封書

2枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110104600 ダイヤモンド婚式に際して挨拶 昭和50年9月
松下幸之助・むめ
の

大平正芳
解説に「松下電器産業
㈱」とあり

15㎝×22㎝厚紙、活
版

1枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110104700
病状の報告及び選挙戦に参加不可に対する
詫び状

昭22年6月22日
宮脇朝男（全中会
長）

大平正芳
解説に「全国農業協同
組合中央会会長」とあ
り

Ｂ5便箋、青ペン書、
封書

4枚
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大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110104800 現代演劇協会主催文化交流会の礼状
福田恒存（評論
家、劇作家）

大平正芳 Ｂ5和紙、墨書、封書 4枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110104900 円相場に関して 2月15日
前川春雄（日銀総
裁）

大平正芳
解説に「日銀総裁」とあ
り

Ｂ5罫紙、黒ペン書、
封書

4枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110105000 来訪に対する礼状 12月15日
冲中重雄（虎ノ門
病院院長）

大平正芳
解説に「元東京大学医
学部長沖原重雄先生」
とあり

Ｂ5便箋 2枚

大平事務所作成ファイル
東京大学入学後の住
所地

110105100 大平正樹命名墨書 Ｂ4和紙、墨書 1枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110200100 ｢池田勇人の戦後経済史における足跡｣ 昭和34年11月14日
Ｂ5新財政研究会原稿
用紙（200字）、青ペン
書

8枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110200200 ｢政局混迷の原因｣ 昭和34年 大平正芳
Ｂ4神田宮田製原稿用
紙（400字）、青ペン書

6枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110200300 ｢前尾繁三郎論｣ 昭和32年9月1日 大平正芳
黒ペン・青ペン書にて
加筆・訂正あり

Ｂ4コクヨ原稿用紙
（400字）

2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110200400 ｢池田さんの入閣と政局｣ 昭和33年6月 大平正芳
青ペン書および鉛筆書
にて加筆・訂正あり

Ｂ4コクヨ原稿用紙
（400字）、青ペン書

2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110200500 挨拶文草稿 昭和35年1月カ 大平正芳
青ペン書にて加筆・訂
正、青鉛筆・赤鉛筆に
て加筆あり

Ｂ4神田宮田製原稿用
紙（400字）、青ペン書

6枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110200600 ｢一九六○年を迎えて｣ 昭和35年1月カ 大平正芳
青ペン書および黒ペン
書にて加筆・訂正あり

Ｂ4コクヨ原稿用紙
（400字）、青ペン・黒
ペン書

3枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110200700
｢新春挨拶　昭和三十五年元旦NHK高松支局
より｣

昭和35年1月1日
B5時事通信社原稿用
紙（220字）、黒ペン書

9枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110200800 手紙草稿（軍人恩給加算の件） 昭和35年2月26日 大平正芳
青ペン書にて加筆・訂
正、赤鉛筆・黒鉛筆に
て加筆あり

Ｂ4丸善原稿用紙（400
字）、青ペン書

3枚
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大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110200900 手紙草稿（｢内閣官房長官を拝命して｣） 昭和35年7月 大平正芳
コクヨＢ5用箋2枚、青
ペン書

2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110201000 挨拶状（内閣官房長官就任挨拶） 昭和35年7月19日 大平正芳 Ａ5洋紙中折、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110201100 挨拶状（内閣官房長官留任挨拶） 昭和35年12月19日 大平正芳 Ａ6洋紙、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110201200 手紙草稿（｢選挙区用｣） 大平正芳・志げ子
青ペン書にて訂正・加
筆あり

内閣青罫紙（Ｂ5）、青
ペン書

2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110201300 礼状草稿（｢大阪用｣） 9月 大平正芳・志げ子
青ペン書にて訂正・加
筆あり

内閣青罫紙（Ｂ5）、青
ペン書

2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110201400 挨拶状（内閣官房長官再任挨拶） 昭和36年7月18日 大平正芳 Ａ5洋紙中折、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110201500 礼状（内閣官房長官再任御祝品礼状） 昭和36年7月18日 大平正芳 Ａ6洋紙、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110201600 残暑見舞い 昭和36年 大平正芳 官製葉書、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110201700 年賀状 昭和37年1月1日 大平正芳 官製葉書、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110201800 残暑見舞い 昭和37年 大平正芳 官製葉書、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110201900 挨拶状（外務大臣拝命） 昭和37年7月 大平正芳
「三七、七、一八　外務
大臣拝命」と黒ペン書
にて欄外記入あり

Ａ6洋紙、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110202000 礼状 昭和37年7月2日 大平正芳 官製葉書、孔版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110202100 礼状（外務大臣就任御祝品礼状） 大平正芳 官製葉書、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110202200 ｢私はなぜ長欠児童に関心を持つか｣ 昭和37年8月1日 大平正芳
黒ペン書にての加筆・
訂正あり

Ａ5冊子、活版 13頁
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大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110202300
｢三八、一一、二ー総選挙当選、祝辞に対す
る挨拶状｣原稿

昭和38年11月21日 大平正芳
黒鉛筆にて「大至急」と
の書込あり

外務省赤罫紙（Ｂ5） 3枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110202400 ｢村山達雄論｣原稿 昭和31年3月1日 大平正芳
青ペン書にて訂正あり
（大蔵一期下）

Ｂ5自由民主党原稿用
紙（200字）

16枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110202500 ｢私の好きな人｣原稿 昭和32年1月1日 大平正芳 青ペン書にて訂正あり
Ｂ5自由民主党原稿用
紙（200字）

10枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110202600 礼状（帰省に際して） 昭和38年10月 大平正芳 青ペン書にて訂正あり
1号業務用紙（Ａ4）、
青ペン書

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110202700 挨拶状草稿 昭和38年10月 大平正芳 青ペン書にて訂正あり Ａ5用紙、青ペン書 2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110202800
｢柞田川総合開発事業五郷ダム定礎式典祝
辞｣原稿

昭和38年3月27日 大平正芳
コクヨ用箋（Ｂ5）、青ペ
ン書

4枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110202900 挨拶状草稿（外務大臣留任挨拶） 昭和38年7月18日 大平正芳
鉛筆書および黒ペン書
にて加筆・訂正あり

Ａ5洋紙中折、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110203000 京阪神大平会近況報告 昭和38年9月30日
官製葉書、活版、写真
あり

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110203100 クリスマスカード 昭和37･38年 大平正芳
洋紙（縦19㎝、横13
㎝）、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110203200
｢片岡電気株式会社（アルプス電気）十五周
年によせて｣原稿

大平正芳
青ペン書にて加筆・訂
正あり

Ｂ5片岡電気株式会社
原稿用紙（175字）、青
ペン書

3枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110203300 礼状（渡米に際して） 昭和38年(夏) 大平正芳 Ｂ5洋紙、和文タイプ 1枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110203400 ｢郷里にあてし挨拶状原稿｣ 昭和38年10月 大平正芳
Ｂ5外務省赤罫紙、青
ペン書

2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110203500 ｢お礼状｣(長男正樹逝去） 昭和39年8月15日
大平正芳・加藤藤
太郎

Ａ6洋紙中折、活版 1枚
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大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110203600 ｢お礼状｣原稿(長男正樹逝去） 昭和39年8月15日 大平正芳
青ペン書にて加筆・訂
正あり

Ａ6洋紙、青ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110203700 ｢お礼状｣(長男正樹逝去） 昭和39年8月 大平正芳 Ａ6洋紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110203800 ｢お礼状｣原稿(長男正樹逝去） 昭和39年8月20日 大平正芳
赤ボールペン・黒ボー
ルペン書にて欄外記入
あり

Ｂ5用箋、黒ペン書 2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110203900 昭和三十八年総選挙当選礼状 昭和38年11月21日 大平正芳 Ａ6洋紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110204000 礼状（総選挙当選御祝品礼状） 昭和38年11月21日 大平正芳 Ａ6洋紙、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110204100 挨拶状（総選挙関係｢郷里宛｣） 昭和38年 大平正芳 Ａ6洋紙、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110204200 年賀状 昭和39年1月1日 大平正芳 官製葉書、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110204300 挨拶状（成人式関係） 昭和39年1月15日 大平正芳 Ａ6洋紙中折、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110204400 挨拶状（総選挙関係） 昭和39年(春) 大平正芳 Ａ6洋紙、活版

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110204500
手紙草稿（善通寺弘法大師一一五○年生誕
祭出席）

昭和39年5月 大平正芳

赤ボールペン書にて
「善通寺弘法大師一、
一五〇年聖誕祭出席」
との欄外記入あり

Ｂ5用箋、青ペン書 2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110204600 挨拶状（再診料関係）
昭和39年5月(昭和
39年5月27日発送)

大平正芳

大平の「印」あり、赤
ボールペン書にて「39-
5-27発送」との欄外記
入あり

Ｂ5洋紙、和文タイプ 1枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110204700
｢第四六回通常国会終了後御礼を兼ねたお
中元贈呈原稿｣

昭和39年6月 大平正芳
黒ペン書にて「39-6-30
明治屋依頼」との欄外
記入あり

Ｂ5用箋、黒ボールペ
ン・墨書

2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110204800
｢昭和三十九年七月丸亀市庁舎落成に付、
祝辞｣

昭和39年7月16日 大平正芳

赤ボールペン書にて
「昭和三十九年七月丸
亀市庁舎落成に付、祝
辞」との欄外記入あり

Ｂ5用箋、青ペン書 3枚
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大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110204900 ｢外務大臣退任の挨拶状｣元原稿 昭和39年7月 大平正芳
青ペン書にて加筆・訂
正あり

Ｂ5変黄用箋、青ペン
書

1枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110205000 外務大臣退任の挨拶状 昭和39年7月 大平正芳 Ａ6洋紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110205100 ｢海外、大公使宛挨拶状（正樹関係）｣ 昭和39年8月 大平正芳

赤ボールペン書にて
「海外、大公使当て挨
拶状」、黒ペン書にて
「（正樹関係）」との欄
外記入あり

Ｂ5洋紙、和文タイプ 2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110205200 ｢海外、大公使宛挨拶状元原稿（正樹関係）｣ 昭和39年8月 大平正芳
青ペン書にて加筆・訂
正あり

Ｂ5用箋、青ペン書 3枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110205300 挨拶状（帰省、国会報告） 昭和39年(初秋) 大平正芳 官製葉書、孔版 1枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110205400 挨拶状（帰省、国会報告） 昭和39年(初秋) 大平正芳 官製葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110205500 挨拶状原稿（帰省、国会報告） 昭和39年(初秋) 大平正芳

赤ボールペン書にて
「第一回自9月11日至9
月14日帰郷（国会報
告）」との欄外記入あり

Ｂ5用箋、青ペン書 2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110205600 ｢上戸学園十年史によせて｣ 昭和39年10月 大平正芳

青ボールペン書にて加
筆・訂正あり、赤ボール
ペン書にて「斎藤学氏
宛送付（三九、一〇、
二七」との欄外記入あ
り

Ｂ5鶴居用箋、青ボー
ルペン書

2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110205700 ｢観音寺商業高等学校四十五周年にそえて｣ 昭和39年11月5日 大平正芳

青ペン書にて加筆・訂
正あり、赤ボールペン
書にて「（複写電報）」と
の欄外記入あり

Ｂ5用箋、青ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110205800 ｢日米綿製品交渉｣ 昭和39年12月1日
黒ペン・鉛筆書にて加
筆・訂正あり

Ｂ5外務省赤罫紙、黒
ペン書

8枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110205801 ｢極秘　日米綿製品取極について｣ 昭和39年12日12日 極秘 外務省経済局
鉛筆書にて加筆･修正
あり

Ｂ5わら半紙、和文タ
イプ

10枚
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大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110205900
｢母子福祉法が成立の運びになったことを安
藤通子女史に伝えた書簡の原稿｣

昭和39年11月 大平正芳
黒ペン書にて加筆・訂
正あり

Ｂ5用箋2枚、黒ペン書 2枚

大平事務所作成ファイル
１　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和三十年度

110206000 挨拶状（喪中） 昭和39年12月 大平正芳 官製葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110300100 三豊干拓塩止式祝辞草稿 昭和40年4月21日 大平正芳
Ｂ4罫紙、黒ペン書、
ホッチキスどめ

4枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110300200 東京工業高等学校卒業式祝辞草稿 昭和40年3月14日 大平正芳
罫紙、黒ペン書、ホッ
チキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110300300 立石道夫氏受章に際する祝辞草稿 昭和45年12月5日 大平正芳
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ5便箋、黒ペン書、
ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110300400 ｢阪急産業三十周年祝賀式典祝辞｣草稿 昭和51年11月3日 大平正芳
堀内正行の喜寿に対し
ても祝辞

便箋、黒ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

7枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110300500 ｢豊中商工会議所完成祝辞｣ 大平正芳
Ｂ4用紙乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110300600 観音寺市市制２５周年記念式典祝辞草稿 昭和49年11月7日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙中折、黒
ペン書、ホッチキスど
め

3枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110300700 鎌田守恭・朱美結婚式祝辞案 大平正芳
Ｂ5原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110300800 ｢琴平町金丸座復元竣工式祝辞｣草稿 昭和51年4月27日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110300900 大野乾香川県副知事に対する弔辞 昭和39年11月15日 大平正芳
Ｂ5便箋、黒ペン書、
ホッチキスどめ

9枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110301000
高橋等代議士に対する池田前総理の弔辞草
稿

昭和40年8月12日 大平正芳
21㎝×18㎝便箋、黒
ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

6枚
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大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110301100 塩田富造（塩田商会）に対する弔辞草稿 昭和40年7月14日 大平正芳
Ｂ4便箋、黒ペン書、
ホッチキスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110301200 宮川〔新一郎〕に対する弔辞草稿 昭和40年10月16日 大平正芳 大蔵同期
Ｂ5便箋、黒ペン書、
ホッチキスどめ

8枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110301300 片岡健吉（アルプス電気）に対する弔辞草稿 昭和41年8月19日 大平正芳 同郷
21㎝×18㎝便箋、黒
ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110301400 小林八郎香川県議会議員に対する弔辞草稿 昭和44年10月14日 大平正芳
Ｂ5便箋、黒ペン書、
ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110301500
津島寿一への言葉（坂出中央小学校の追悼
式）

昭和42年5月7日 大平正芳
19.5㎝×367.5㎝和
紙、墨書、封書

1枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110301600 姫井忠義追悼文草稿 昭和45年12月10日 大平正芳

解説に「昭・46・硯滴掲
載」とあり。『大平正芳
全著作集　第３巻』所
収

Ｂ4原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110301700 津島惣平会長に対する弔辞草稿 昭和46年4月17日 大平正芳
B5便箋、黒ペン書、
ホッチキスどめ

4枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110301800 山崎義正（アルプス電気）に対する弔辞草稿 昭和47年1月12日 大平正芳
Ｂ5便箋、黒ペン書、
ホッチキスどめ

7枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110301901 津雲国利に対する弔辞草稿 昭和47年1月23日 大平正芳

解説に「昭・四七・硯滴
掲載」とあり。『大平正
芳全著作集　第４巻』
所収

Ｂ4原稿用紙中折、鉛
筆・黒ペン書、ホッチ
キスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110301902 津雲国利に対する弔辞草稿 昭和47年1月23日 大平正芳 Ｂ4和紙、墨書 1枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110302000 久保内田洋行会長に対する弔辞草稿 昭和47年2月26日 大平正芳
Ｂ5便箋、黒ペン書、
ホッチキスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110302100 井村重雄代議士に対する弔辞草稿 昭和47年3月25日 大平正芳
Ｂ5原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

7枚
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大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110302200 古内広雄代議士に対する弔辞草稿 昭和47年12月19日 大平正芳
『大平正芳全著作集
第４巻』所収

Ｂ4原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

6枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110302300 富樫総一に対する弔辞 昭和48年1月21日 大平正芳

解説に「東京商科大学
同級生」とあり。『大平
正芳全著作集　第４
巻』所収

25.7㎝×201.5㎝洋
紙、乾式コピー

1枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110302400 大久保雅彦に対する弔辞草稿 昭和48年2月10日 大平正芳 「大臣夫人主席」とあり
Ｂ5原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

9枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110302500 津島文治に対する弔辞草稿 昭和48年5月6日 大平正芳
Ｂ5便箋、黒ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

10枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110302600 荒木万寿夫代議士に対する弔辞草稿 昭和48年8月29日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、黒ペン・
鉛筆書、ホッチキスど
め

4枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110302700 藤田定一翁に対する弔辞草稿 昭和48年9月20日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、黒ペン・
鉛筆書、ホッチキスど
め

8枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110302800 荻田義正に対する弔辞草稿 昭和48年10月25日 大平正芳
Ａ4原稿用紙、鉛筆・
赤鉛筆書、ホッチキス
どめ

4枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110302900 片山伝蔵に対する弔辞草稿 昭和49年1月31日 大平正芳
『大平正芳全著作集
第４巻』所収

Ｂ5便箋、黒ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル １　祝辞・弔辞 110303000
田野弘（日本陸運産業（株））に対する弔辞草
稿

昭和49年9月13日 大平正芳
Ｂ5便箋、黒ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

8枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110400100 ｢アイデンティティについて」
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110400200 政治家論草稿 昭和40年頃 大平正芳
Ｂ5変コクヨ便箋、鉛筆
書、ホッチキスどめ

4枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110400300 「WhatとHｏw」 大平正芳

「エコノミスト」昭和42年
10月24日掲載。。『大
平正芳全著作集　第２
巻』所収

Ｂ5原稿用紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

11枚

208 / 271 



大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110400400 「瀬戸大橋関係総括質問要旨案」 昭和42年頃 大平正芳
Ｂ5洋紙、青焼き、青
ペン書、ホッチキスど
め

10枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110400500 「読書の功徳」 大平正芳
欄外に青ペン書にて
「サンデー毎日　10／
4」とあり

Ｂ5原稿用紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110400600 「新しい国際情勢と日本政治の動向」 大平正芳
欄外に鉛筆書にて「年
月不詳」とあり

Ｂ4原稿用紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

11枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110400700 「予算編成を顧みて」 大平正芳

「エコノミスト」昭和43年
1月30日掲載。欄外に
黒ペン書にて「1／16〆
切、エコノミスト」とあ
り。『大平正芳全著作
集　第２巻』所収

Ｂ5変便箋8枚、Ｂ5変
自由民主党原稿用紙
2枚、青ペン・黒ペン
書、ホッチキスどめ

10枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110400800 「代表質問（案）｣ 昭和43年1月30日 大平正芳
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

11枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110400900 ｢眼を内に向けよう｣ 昭和46年1月26日 大平正芳

「経理協会渡し」のメモ
あり　欄外に赤ペン・青
ペン書にて「産業経理
協会渡し」とあり

Ｂ5共済新報原稿用
紙、青ペン・鉛筆書、
ホッチキスどめ

4枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110401000 ｢演説草案（外交・防衛）」 昭和43年カ 大平正芳
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ5原稿用紙12枚、Ｂ5
変自由民主党原稿用
紙2枚、青ペン・黒ペン
書、ホッチキスどめ

10枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110401100 ｢演説草案（物価）」 昭和43年カ 大平正芳
Ｂ5原稿用紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

6枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110401200 ｢中井虎男先生を追慕して｣ 昭和44年 大平正芳
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ5大平正芳用箋、青
ペン・黒ペン・鉛筆書、
ホッチキスどめ

6枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110401300 荒木益吉氏弔辞草稿 昭和45年2月9日 大平正芳
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ5変洋紙5枚、Ｂ5大
平正芳用箋3枚、青ペ
ン書、ホッチキスどめ

8枚
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大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110401400 通商産業大臣退任の挨拶状原稿 昭和45年1月 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、黒ペン・
鉛筆書

1枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110401500 ｢三中時代の思い出｣ 大平正芳
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ5便箋、鉛筆・青ペン
書、ホッチキスどめ

7枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110401600 全国小売酒販組合への年賀挨拶草稿 昭和45年12月4日 大平正芳
欄外に鉛筆書にて「全
酒販連浜本専秀渡」と
あり

Ｂ5変便箋、青ペン
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110401700 善通寺市長選挙での応援メッセージ原稿 昭和45年4月16日 大平正芳

Ｂ4コクヨ原稿用紙2
枚、Ｂ5大平正芳用箋
2枚、青ペン・鉛筆書、
ホッチキスどめ

4枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110401800 ｢ナショナリズムの新たな展開｣ 昭和45年5月13日 大平正芳

『読売新聞』5月10日。
欄外に黒ペン書にて
「読売新聞よりの依頼」
とあり。『大平正芳全著
作集　第３巻』所収

Ｂ4コクヨ原稿用紙10
枚、Ａ4旭硝子株式会
社用箋6枚、青ペン
書、ホッチキスどめ

16枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110401900 ｢まづ人間関係を整えよ｣ 昭和45年5月 大平正芳
「トヨタ自工へ」のメモあ
り　解説に「トヨタ自動
車工業㈱へ」とあり

Ｂ4原稿用紙2枚、Ｂ5
大平正芳用箋3枚、青
ペン・黒ペン書、ホッ
チキスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110402000 母校七十周年記念式典へのメッセージ原稿 昭和45年11月6日 大平正芳
欄外に赤ペン書にて
「真鍋持参代理出席」と
あり

Ｂ5大平正芳用箋、青
ペン・鉛筆書

1枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110402100 ｢宏池会の会長就任の挨拶｣ 昭和46年4月17日 大平正芳
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ａ4洋紙、乾式コピー 1枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110402200 ｢得票数表｣ 昭和48年カ 大平後援会
香川2区昭和27年～47
年総選挙

13㎝×12㎝洋紙冊
子、活版

10頁

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110402300 選挙公約原稿 昭和43年11月13日 大平正芳
Ｂ4洋紙、乾式コピー・
鉛筆書

1枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110402400 ｢わたしの公約｣ 昭和47年11月13日 大平正芳
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚
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大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110402500 ｢内閣支持率ー時事世論ー｣ 昭和53年4月
説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110402600 ｢内閣支持率調査の比較｣ 昭和53年4月
説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 2枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110402700 ｢自民党支持率の推移（時事世論）｣ 昭和53年4月
説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー 1枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110402800 ｢政党支持率調査の比較｣ 昭和53年4月
説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 2枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110402900 法案成立数一覧 昭和52年カ
説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110403000 ｢政党支持率ー時事世論－｣ 昭和53年4月
説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110403100 政局分析メモ 大平正芳
説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ5変自由民主党原稿
用紙、黒ペン・青ペン・
赤鉛筆書、ホッチキス
どめ

4枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110403200 政局分析メモ 大平正芳
説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ5変自由民主党原稿
用紙、青ペン書、ホッ
チキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110403300 ｢政党支持率調査の比較｣ 昭和53年4月
説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110403400 知事・県議・市町村長・市町村議党派別一覧 昭和50年4月～
説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110403500
｢革新都道府県議会議員の党派別議席数推
移調｣

昭和51年～
説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110403600
｢県都における革新市政の市議会党派別の
当選者数推移調｣

昭和53年？
説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚
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大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110403700 統一地方選挙前後の知事党派一覧
昭和53年5月24日
～

説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
アイデンティティについ
て他

110403800 ｢市長選挙結果調｣ 昭和53年5月24日
説明書に「幹事長時
代」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110500100 年賀状原稿 昭和46年 大平正芳
12.5㎝×7㎝洋紙、青
ペン書

1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110500200 郷里宛年賀状原稿 昭和46年 大平正芳
12.5㎝×7㎝洋紙、青
ペン書

2枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110500300 加藤藤太郎翁銅像碑文草稿 昭和46年1月 大平正芳
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ5便箋、ペン書、ホッ
チキスどめ

7枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110500400 加藤藤太郎翁銅像碑文草稿 昭和46年1月18日 大平正芳
解説に「昭和四十六年
五月硯滴に登載」とあ
る

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110500500 ｢３．新しい創造の契機に｣草稿 昭和46年1月23日 大平正芳

フジタ工業改名祝辞
解説に「フジタ工業㈱
によせて（硯滴登載昭・
四六・五）」とあり

Ｂ4原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110500600 ｢新しい創造の契機に｣草稿 昭和45年12月1日
解説に「フジタ工業㈱
改名に」とあり

Ｂ5便箋、青ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110500700 ｢５．日本の国土を見直そう｣草稿 昭和46年3月29日 大平正芳
「文芸春秋へ渡し」とあ
り

Ｂ4原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110500800 ｢５．地図と日本の像｣草稿 昭和46年4月6日 大平正芳
「奇妙な地図」と改題。
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ5原稿用紙、青ペ
ン、ホッチキスどめ

9枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110500900 硯滴目次案 昭和46年4月2日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、赤ペン
書

1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110501000 硯滴目次案 昭和46年
赤ペン・青ペン書にて
加筆・訂正あり

Ｂ5わら半紙、活版 1枚
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大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110501100 ｢公害をめぐる明暗｣草稿 昭和46年4月26日 大平正芳

解説に「又信会大阪支
部へ」とあり。『大平正
芳全著作集　第３巻』
所収

Ｂ5原稿用紙、青ペン・
赤ペン書、ホッチキス
どめ

9枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110501200 ｢宏池会の会長就任挨拶｣ 昭和46年4月17日 大平正芳
21㎝×30㎝洋紙、乾
式コピー

1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110501300 詫間港特定港指定祝賀会案内状 昭和46年8月 松田幸一 青ペン書にて加筆あり
15.5㎝×20.5㎝厚紙、
活版

1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110501400 詫間港の祝賀会に寄せて　草稿 昭和46年8月14日 大平正芳
Ｂ5原稿洋紙、赤ペン・
緑ペン・鉛筆書

1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110501500
フナイ薬品社主松岡利宗の出版に寄せて
草稿

昭和46年8月 大平正芳
21㎝×18㎝便箋、青
ペン・黒ペン書、ホッ
チキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110501600 ｢私の署長時代｣草稿 昭和46年5月 大平正芳
解説に「硯滴掲載」とあ
り。『大平正芳全著作
集　第３巻』所収

Ｂ4原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110501700 前尾宏池会長辞任の挨拶 昭和46年4月 前尾繁三郎 Ｂ4洋紙、孔版 1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110501800
｢潮の流れを変えよう　国民的連帯の回復か
ら世界的連帯感の確立｣草稿

昭和46年
青ペン・黒ペン・赤ペ
ン・赤鉛筆にて加筆・訂
正あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 22枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110501900 ｢橋本清氏出版｢朱火青畑｣序文｣草稿 昭和46年10月 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110502000 坂出雄心会発会式挨拶草稿 昭和46年10月 大平正芳
21㎝×18㎝便箋、黒
ペン書

1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110502100 成年式祝辞草稿 昭和47年1月15日 大平正芳
Ｂ5便箋、青ペン書、
ホッチキスどめ

2枚
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大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110502200
日本青年団協議会機関紙（柳は緑花は紅）
原稿

昭和47年 大平正芳
青ペン・赤ペンにて加
筆・訂正。『大平正芳全
著作集　第４巻』所収

Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー

4枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110502300 ｢日本の新しい外交｣草稿 昭和47年1月17日 大平正芳
「時事通信社の委嘱」と
あり。『大平正芳全著
作集　第４巻』所収

Ｂ5原稿用紙、黒ペン・
鉛筆書、ホッチキスど
め

57枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110502401 浅間山荘事件に関する論考の草稿 昭和47年3月7日
「現代」掲載。解説に
「現代への寄稿」とあり

Ｂ4原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110502402 浅間山荘事件に関する論考の草稿 昭和47年3月7日 大平正芳
「現代」掲載。解説に
「前頁元原」とあり

21㎝×18㎝便箋、青
ペン書、ホッチキスど
め

2枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110502501 ｢蔵相時代の津島先生のこと｣草稿 昭和47年4月 大平正芳
解説に「硯滴」とあり。
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ4原稿用紙中折、黒
ペン書、ホッチキスど
め

6枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110502502 ｢蔵相時代の津島先生のこと｣草稿 昭和47年4月 大平正芳
解説に「前頁元原」とあ
り

Ｂ5原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

9枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110502600 ｢神戸保専　吉村静枝さん宛｣草稿 昭和47年6月 大平正芳
保母さんの仕事につい
て

Ｂ5原稿用紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110502700 ｢選挙区用暑中ご挨拶｣草稿 昭和47年7月 大平正芳
解説に「総裁選立候補
時の支援お礼・外務大
臣拝命」とあり

Ｂ5便箋、鉛筆書、ホッ
チキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110502800 郷里への台風見舞 昭和47年9月 大平正芳
Ｂ5便箋、活版・青ペン
書、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110502900 ｢再び入閣して｣草稿 昭和47年10月1日 大平正芳

「雄心」掲載。解説に
「雄心会の機関誌にあ
りしもの」「日中国交正
常化の問題が内容と
なっているが、この時
点では正常化が成立し
ていた」とあり

Ｂ5原稿用紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

7枚
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大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110503000 ｢平和国家の行動原則｣草稿 昭和47年 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、青ペン・
黒ペン・赤ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

24枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110503100 年賀状草稿 昭和48年1月1日 大平正芳
鉛筆・黒ペンにて加筆・
訂正あり

葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110503200 暑中見舞い草稿 昭和48年 大平正芳 葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110503300 成人式祝電 昭和48年1月15日 大平正芳 B4和紙、活版

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110503400 ｢横綱琴桜関のこと｣草稿 昭和48年8月 大平正芳 『相撲』8月号掲載
Ｂ4原稿用紙、黒ペン
書

3枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110503500 挨拶文（お歳暮の自粛） 昭和48年12月 大平正芳 Ｂ5洋紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110503600 年賀状原稿 昭和49年1月1日 大平正芳
21㎝×18㎝便箋、青
ペン書、ホッチキスど
め

2枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110503700 年賀状 昭和49年1月1日 大平正芳 葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110503801 成人式祝電 昭和49年1月15日 大平正芳 Ｂ5和紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110503802 成人式祝電草稿 昭和49年1月15日 大平正芳
Ｂ5赤罫紙、青ペン・鉛
筆書

1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110503901 失火見舞に対する礼状草稿 昭和49年1月 大平正芳 付箋あり
Ｂ5便箋、黒ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110503902 失火見舞に対する礼状 昭和49年1月 大平正芳
19.5㎝×100㎝洋紙、
乾式コピー

1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110504000 ｢生活は簡素に、理想は高く｣草稿 昭和49年 大平正芳
解説に「1月12日の失
火見舞のお礼　郷里に
あてたもの」とあり

Ｂ4原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

2枚
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大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110504101
外務大臣在任中のお礼と大蔵大臣拝命の挨
拶状

昭和49年 大平正芳
解説に「第二次田中内
閣第一次改造内閣
昭・49・7・16」とあり

Ｂ5洋紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110504102
外務大臣在任中のお礼と大蔵大臣拝命の挨
拶状草稿

昭和49年 大平正芳
Ｂ5便箋、青ペン書、
ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110504201 暑中見舞 昭和49年 大平正芳
葉書サイズ用紙、乾
式コピー

1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110504202 暑中見舞草稿 昭和49年7月 大平正芳 「各界・選挙区」とあり
Ｂ5便箋、青ペン書、
ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110504300
第二次田中内閣第二次内閣改造に際し挨拶
状

昭和49年11月 大平正芳 Ｂ5洋紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110504400 大蔵大臣留任に際し挨拶状草稿 昭和49年12月 大平正芳
鉛筆書にて加筆・訂正
あり

Ｂ5洋紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
４　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

110504500 参議院通常選挙に対する礼状草稿 昭和49年7月 大平正芳
青ペンにて加筆・訂正
あり

21.7㎝×91.5㎝洋紙、
活版

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110600100 内閣人事異動通知書辞令書 昭和49年12月27日 内閣 Ｂ5洋紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110600200 内閣人事異動通知書辞令書 昭和51年6月29日 内閣 Ｂ5洋紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110600300 内閣人事異動通知書辞令書 昭和50年1月7日 内閣 Ｂ5洋紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110600400 公害対策会議委員任命書 昭和49年8月7日 内閣総理大臣 Ａ4鳥子紙、筆書 1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110600500 消費者保護会議委員任命書 昭和49年10月3日 内閣総理大臣 Ａ4鳥子紙、筆書 1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110600600
外務大臣海外出張に伴う臨時外務大臣任命
通知書

昭和49年10月26日 内閣官房長官
Ｂ5内閣用紙、和文タ
イプ

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110600700
外務大臣帰朝に伴う臨時外務大臣任命解除
通知書

昭和49年11月11日 内閣官房長官
Ｂ5内閣用紙、和文タ
イプ

1枚
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大平事務所作成ファイル 辞令等 110600800
外務大臣海外出張に伴う臨時外務大臣任命
通知書

昭和49年11月13日 内閣官房長官
Ｂ5内閣用紙、和文タ
イプ

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110600900
外務大臣帰朝に伴う臨時外務大臣任命解除
通知書

昭和49年11月15日 内閣官房長官
Ｂ5内閣用紙、和文タ
イプ

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110601000
通商産業大臣海外出張に伴う臨時通商産業
大臣任命通知書

昭和50年4月27日 内閣官房長官
Ｂ5内閣用紙、和文タ
イプ

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110601100
通商産業大臣帰朝に伴う臨時通商産業大臣
任命解除通知書

昭和50年5月4日 内閣官房長官
Ｂ5内閣用紙、和文タ
イプ

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110601200 経済企画庁長官事務代理任命書 昭和50年8月15日 内閣総理大臣 Ａ4鳥子紙、墨書 1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110601300 経済企画庁長官事務代理解除書 昭和50年8月28日 内閣総理大臣 Ａ4鳥子紙、墨書 1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110601400 経済企画庁長官事務代理任命書 昭和50年9月30日 内閣総理大臣 Ａ4鳥子紙、墨書 1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110601500 経済企画庁長官事務代理解除書 昭和50年10月14日 内閣総理大臣 Ａ4鳥子紙、墨書 1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110601600
大蔵大臣海外出張に伴う臨時大蔵大臣任命
通知書

昭和51年1月4日 内閣官房長官
Ｂ5内閣用紙、乾式コ
ピー

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110601700
大蔵大臣帰朝に伴う臨時大蔵大臣任命解除
通知書

昭和51年1月13日 内閣官房長官
Ｂ5内閣用紙、乾式コ
ピー

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110601800
天皇陛下御在位五十周年記念式典委員委嘱
通知書

昭和51年10月29日 内閣官房長官 Ｂ5洋紙、和文タイプ 1枚

大平事務所作成ファイル 辞令等 110601900
天皇陛下御在位五十周年記念式典委員委嘱
解除通知書

昭和51年11月27日 内閣官房長官 Ｂ5洋紙、和文タイプ 1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110700100 年賀状 昭和50年1月1日 大平正芳 葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110700200 ｢わが党政策の重点｣草稿 昭和50年1月 大平正芳
『自由新報』新年号掲
載

Ｂ5原稿用紙、黒ペン・
青ペン書、ホッチキス
どめ

5枚
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大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110700300 成人式祝電 昭和50年1月15日 大平正芳 Ｂ5半紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110700400 暑中見舞 昭和50年 大平正芳 葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110700500 発送書簡数統計 昭和50年
9.5㎝×9.5㎝洋紙、青
ペン書

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110700600 ｢山水を楽しむ｣草稿 昭和50年3月31日 大平正芳
又信会原稿。『大平正
芳全著作集　第５巻』
所収

Ｂ5原稿用紙、青ペン・
鉛筆書、ホッチキスど
め

11枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110700701 ｢鹿島博士と平和研究所｣草稿
Ｂ5原稿用紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

6枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110700702
｢国際時評・鹿島守之助追悼特別号｣に寄稿
を求める書状

昭和50年12月 平泉　渉 編集要領あり
Ｂ5洋紙、活版、ペン
書、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110700800 年賀状 昭和51年1月1日 大平正芳 葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110700900 暑中見舞 昭和51年 大平正芳 葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110701001 大蔵大臣留任の祝詞に対する礼状草稿 昭和51年 大平正芳
解説に「昭・51・9・15
三木改造内閣」とあり

Ｂ5便箋、青ペン・鉛筆
書、糊どめ

2枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110701002 大蔵大臣留任の祝詞に対する礼状雛型 昭和51年
「筆書（巻紙）57通」「昭
和51年9月15日　三木
内閣改造」とあり

Ｂ5便箋、筆ペン書、
糊どめ

2枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110701100 就職に対する推薦状雛型
Ｂ5便箋、筆ペン書、
ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110701200 就職採用に対する礼状雛型 昭和51年11月？
Ｂ5便箋、筆ペン書、
ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110701300 自由民主党幹事長就任の祝詞に対する礼状 昭和51年？ 大平正芳
19.5㎝×64.5㎝半紙、
活版

1枚
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大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110701400 ｢すばらしき讃岐｣草稿 昭和50年頃 大平正芳
解説に「毎日新聞高知
支局へ寄稿　昭和50年
頃」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110701500 自動車普及に関する草稿
昭和51年11月か12
月頃

大平正芳
解説に「昭和51年11月
か12月頃」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110701600
衆議院議員在職25年表彰に対する御礼の本
会議議事録登載草稿

昭和52年7月27日 大平正芳
Ｂ5原稿用紙、青ペン・
黒ペン書、ホッチキス
どめ

5枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110701700 ｢西田信一先生への便り｣草稿 昭和52年 大平正芳

解説に「元参議院議員
西田信一先生関係「そ
の男西田信一」へ寄
稿」とあり

Ｂ4原稿用紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110701800 三男明と吉子の結婚祝いに対する礼状 昭和52年11月 大平正芳
18.8㎝×76.5㎝和紙、
活版

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110701901
三男明の結婚式に欠席された方に対する挨
拶並びに内祝を届けた際の添状草稿

昭和52年12月 大平正芳
Ｂ5原稿用紙、鉛筆
書、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110701902
三男明の結婚式に欠席された方に対する挨
拶並びに内祝を届けた際の添状

昭和52年12月 大平正芳
鉛筆書で添状という注
記あり

Ｂ5洋紙、オフセット印
刷

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110702000 全政連の挨拶草稿 昭和52年10月 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

4枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110702100 郷里への挨拶草稿 昭和53年1月 大平正芳
解説に「「四国新聞」へ
の寄稿」とあり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

22枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110702200 年賀状 昭和53年1月1日 大平正芳 解説に「一般宛」とあり 葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110702300 寒中見舞 昭和53年1月 大平正芳 解説に「郷里宛」とあり 葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110702400 ｢｢自民党党友｣加盟のお願い｣ 昭和53年7月17日 一橋昭和１２年会
青ペン書にて「自民
党々友　呼びかけ（一
橋十二年会）」とあり

Ｂ5洋紙、オフセット印
刷

1枚
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大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110702500 ｢｢自民党々友勧誘願い｣ 昭和57年7月

青ペン書にて「大阪事
務所用」（赤鉛筆書に
て下線）とあり、本文に
赤鉛筆書にて傍線あり

Ｂ5洋紙、オフセット印
刷

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110702601 残暑見舞 昭和58年8月 大平正芳 葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110702602 残暑見舞草稿 昭和53年8月 大平正芳
青ペン書にて「幹事長
筆原稿」と注記あり

18㎝×12.7㎝洋紙、
鉛筆書

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110702700 自民党党友加盟に対し礼状 昭和53年9月 大平正芳
赤鉛筆書にて傍線、青
ペン書にて訂正あり

Ｂ5洋紙、オフセット印
刷

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110702800 ｢風塵雑爼｣｢私の履歴書｣謹呈の添状 昭和53年9年 大平事務所 赤鉛筆書にて傍線あり
Ｂ5洋紙、オフセット印
刷

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110702900 内閣総理大臣拝命の祝いに対する礼状 昭和53年12月 大平正芳
19㎝×76.5㎝半紙、
活版

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110703100
｢香川県有志の大平総理大臣歓迎祝賀会｣案
内状

昭和54年1月 田中香苗他１１名
16㎝×21.5㎝厚紙、
活版

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110703200 内閣総理大臣拝命の祝いに対する礼状 昭和54年1月
19.5㎝×71.5㎝半紙、
活版

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110703300 一橋同級生への礼状草稿 昭和54年2月 大平正芳
Ｂ5便箋、黒ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110703400 総裁選の協力に対する礼状 昭和54年3月 大平正芳 赤鉛筆にて傍線あり
Ｂ5洋紙、オフセット印
刷、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110703500 総裁選の協力に対する一橋同級生宛礼状 昭和54年2月 大平正芳
Ｂ5洋紙、オフセット印
刷、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110703600 誕生日祝いに対する礼状 昭和54年カ3月15日 大平正芳
Ｂ5洋紙、オフセット印
刷

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110703701 お国入り歓迎祝賀会出席者に対する礼状 昭和54年8月 大平正芳 葉書、活版 1枚

220 / 271 



大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110703702
お国入り歓迎祝賀会出席者に対する礼状草
稿

昭和54年7月 大平正芳
Ｂ5便箋、青ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110703800 残暑見舞 昭和54年8月 大平正芳 葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110703900 第３５回総選挙に際し挨拶状 昭和54年9月 大平正芳
青ペン書にて「第35回
総選挙」とあり

Ｂ5洋紙、オフセット印
刷

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110704000 第３５回総選挙に際し挨拶状 昭和54年9月 大平正芳
鉛筆書にて「観音寺事
ム所用」とあり

18.5㎝×28.5㎝洋紙、
オフセット印刷

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110704101 内閣総理大臣再任の祝詞に対する礼状草稿 昭和54年12月 大平正芳
Ｂ5便箋、青ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110704102 内閣総理大臣再任の祝詞に対する礼状 昭和54年12月 大平正芳
鉛筆書にて「1751通投
函」とあり

19.5㎝×89.5㎝和紙、
オフセット印刷

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110704200 年賀状 昭和55年1月1日 大平正芳 解説に「一般用」とあり 葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110704300 寒中見舞 昭和55年1月 大平正芳
解説に「年賀状を頂戴
した郷里のかたにあて
たもの」とあり

葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110704400 誕生祝に対する礼状 昭和55年3月18日 大平正芳
Ｂ5洋紙、オフセット印
刷

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110704500 第３６回総選挙に際しての挨拶状 昭和55年6月 大平正芳 解説に「入院後」とあり
19.7㎝×42.5㎝洋紙、
オフセット印刷

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110704600 第３６回総選挙に際しての挨拶状 昭和55年5月 大平正芳 解説に「入院前」とあり
19.7㎝×42.5㎝洋紙、
オフセット印刷

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110704700 見舞に対する礼状 昭和55年6月 大平正芳
19.7㎝×35.5㎝洋紙、
オフセット印刷

1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110704800 第３６回総選挙に際し郷里への挨拶 昭和55年6月 大平正芳
鉛筆書にて「第36回総
選挙（郷里への最後の
挨拶となった」とあり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 1枚
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大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110704900 ｢年頭の辞｣草稿 大平正芳 Ｂ5便箋、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110705000 英語教育に関する草稿 大平正芳
Ｂ4原稿用紙中折、青
ペン書、ホッチキスど
め

2枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110705100 ｢南の友達｣草稿 大平正芳
東南アジア諸国首脳に
ついて

Ｂ5原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
挨拶状原稿抄録その他
昭和五十年度

110705200 ｢琴弾公園を想う｣草稿 昭和53年頃 大平正芳
Ｂ5原稿用紙、黒ペン・
鉛筆書・ホッチキスど
め

3枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110800100 クリスマスカード 昭和53年 藤井宏明 大平正芳 アメリカよりエアメール
Ａ4変中折葉書、コ
ピー、青ペン・黒ペン
書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110800200 年賀カード 昭和53年12月23日 長谷川孝昭 大平正芳 ベトナムよりエアメール
18㎝×19.5㎝洋紙、
黒ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110800300 クリスマス、年賀カード 昭和51年12月20日 アキオトラオ 大平正芳 アメリカよりエアメール
Ａ6変中折葉書、コ
ピー、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110800400 クリスマス、年賀カード
駐スペイン加川大
使

大平正芳 スペインよりエアメール
Ｂ6変中折葉書、青ペ
ン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110800500 クリスマス、年賀カード 昭和52年1月6日 Hushang Ansary 大平正芳 イランよりエアメール
Ｂ6中折葉書、乾式コ
ピー、青ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110800600 クリスマス、年賀カード Adreas L. Hofer 大平正芳
Ｂ6中折葉書、乾式コ
ピー、青ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110800700 クリスマス、年賀カード Irdislly Bisrly 大平正芳 チリよりエアメール
Ｂ5中折葉書、乾式コ
ピー、黒ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110800800 クリスマス、年賀カード 高興門 大平正芳 韓国よりエアメール
Ｂ6中折絵葉書、乾式
コピー、黒ペン書、封
筒

1枚
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大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110800900 クリスマス、年賀カード Chong Wa Dae 大平正芳 韓国よりエアメール
Ｂ6中折葉書、乾式コ
ピー、青ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110801000 クリスマス、年賀カード 12月15日 金　泳三 大平正芳 韓国よりエアメール
Ｂ5中折絵葉書、乾式
コピー、黒ペン書、封
筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110801100 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月21日 Yuk In Soo 大平正芳 韓国よりエアメール
Ｂ5中折葉書、乾式コ
ピー、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110801200 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月10日 李　秉禧 大平正芳 韓国よりエアメール
Ｂ6中折絵葉書、乾式
コピー、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110801300 クリスマス、年賀カード 張　基栄 大平正芳 韓国よりエアメール
Ｂ6中折絵葉書、乾式
コピー、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110801400 挨拶状 平野次郎 大平正芳
アメリカ、ワシントンより
エアメール

Ａ6中折絵葉書、乾式
コピー、青ペン書、封
筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110801500 年賀カード
松屋武仁夫、尾崎
護、武藤敏郎、田
中祐三

大平正芳
Ｂ6中折葉書、乾式コ
ピー、青ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110801600 年賀カード Kim Yong-Hwan 大平正芳
Ｂ6中折絵葉書、乾式
コピー、黒ペン書、封
筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110801700 クリスマス、年賀カード、挨拶状 竹中シュウスケ 大平正芳
Ａ4中折葉書、乾式コ
ピー、青ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110801800 クリスマス、年賀カード 昭和52年11月3日 堀　新助 大平正芳
シンガポールよりエア
メール

Ｂ6中折葉書、乾式コ
ピー、黒ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110801900 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月15日 岩佐シンイチ、ミキ 大平正芳 アメリカよりエアメール
Ｂ6中折絵葉書、乾式
コピー、黒ペン書、封
筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110802100 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月15日 Robert W. Hiatt 大平正芳 アメリカよりエアメール

18.5㎝×9.0㎝絵葉書
1枚、Ｂ5洋紙1枚、乾
式コピー、青ペン書、
封筒

2枚
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大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110802200 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月 Ali Wardhana 大平正芳
インドネシアよりエア
メール

Ａ6中折葉書、乾式コ
ピー、青ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110802300 年賀状 昭和52年12月16日 李　厚洛 大平正芳 韓国よりエアメール Ｂ6葉書、封筒 1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110802500 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月17日 梁　一東 大平正芳 韓国よりエアメール
Ａ6変中折葉書、乾式
コピー、押印、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110802600 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月28日 Memeilo Cemovie 大平正芳
ユーゴスラビアよりエア
メール

Ｂ6中折絵葉書、乾式
コピー、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110802700 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月 Kim Jae Kyu 大平正芳 韓国よりエアメール
Ａ6変中折絵葉書、乾
式コピー、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110802800 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月23日 L. Lennep 大平正芳 フランスよりエアメール
Ａ6中折絵葉書、乾式
コピー、青ペン書、封
筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110802900 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月3日 白　斗鎮 大平正芳 韓国よりエアメール
Ｂ6中折絵葉書、乾式
コピー、筆書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110803100 年賀カード 林　戊辰 大平正芳
台湾、台北よりエアメー
ル

Ｂ5中折葉書、乾式コ
ピー、青ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110803200 クリスマス、年賀カード 昭和53年12月12日 菊池清明 大平正芳
シンガポールよりエア
メール

Ｂ6中折絵葉書、乾式
コピー、黒ペン・青ペ
ン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（１）クリスマス・年賀
カード　大蔵大臣当時
総理大臣当時その他

110803300 クリスマス、年賀カード 昭和53年12月24日 堀　新助 大平正芳
ポーランドよりエアメー
ル

Ｂ6中折絵葉書、乾式
コピー、黒ペン書、封
筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110900100 クリスマスカード
昭和37年、昭和38
年

大平正芳
歌舞伎風のイラストあ
り

Ｂ5和紙中折、乾式コ
ピー

2枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110900200 クリスマスカード
昭和37年、昭和38
年

大平正芳 貼り絵あり
Ａ4和紙中折、乾式コ
ピー

2枚
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大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110900300 クリスマスカード
昭和37年、昭和38
年

大平正芳
歌舞伎風のイラストあ
り

Ｂ5和紙中折、乾式コ
ピー

2枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110900400 クリスマスカード
昭和37年、昭和38
年

大平正芳 貼り絵あり
Ｂ5和紙中折、乾式コ
ピー

2枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110900500 挨拶状 昭和45年カ Robert W. Hiatt 大平正芳 アメリカよりエアメール
Ｂ4洋紙、活版、黒ペ
ン書、絵葉書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110900600 クリスマスカード 昭和51年12月13日 山下重明 大平正芳
チリ、サンティアゴより
エアメール

Ｂ6判絵葉書、青ペン
書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110900700 クリスマスカード 昭和54年12月14日 山戸　徹 大平正芳
オーストリアよりエア
メール

Ｂ6判絵葉書、黒ペン
書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110900800 クリスマスカード 昭和54年12月5日 岡田　晃 大平正芳
スイス、ベルンよりエア
メール

Ｂ5中折葉書、黒ペン
書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110900900 クリスマスカード 人見　宏 大平正芳
タイ、バンコクよりエア
メール

Ｂ6中折絵葉書、青ペ
ン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110901000 クリスマスカード 昭和54年12月26日 長岡聡夫 大平正芳
アメリカ、ニューヨーク
よりエアメール

Ａ4和紙中折、青ペン
書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110901100 年賀用カード 昭和51年12月18日 原　冨士男 大平正芳 香港よりエアメール
Ｂ5中折絵葉書、黒ペ
ン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110901200 年賀状 昭和51年12月18日 李　季白 大平正芳
Ｂ5中折絵葉書、乾式
コピー、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110901300 クリスマスカード、年賀状 昭和54年12月19日 崔　書勉 大平正芳
Ｂ5中折絵葉書、墨
書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110901400 クリスマスカード、年賀状 昭和54年12月17日 金　永善 大平正芳
大韓民国よりエアメー
ル

Ａ4変中折絵葉書、黒
ペン書、封筒

1枚
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大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110901500 年賀状 12月7日 金　周仁 大平正芳
韓国、ソウルよりエア
メール

14.5㎝×24.5㎝絵葉
書、コピー、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110901600 クリスマスカード 功刀照夫 大平正芳
シンガポールよりエア
メール

Ａ5変中折絵葉書、赤
ペン・青ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110901700 クリスマスカード 昭和54年12月28日
Blanchette H.
Rockefeller

大平正芳
アメリカ、ニューヨーク
よりエアメール

Ｂ5中折絵葉書、青ペ
ン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110901800 年賀用カード Bess Hiatt 大平正芳 アメリカよりエアメール
Ｂ5洋紙中折、乾式コ
ピー、青ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110901900 年賀状 昭和54年12月27日 平原　毅 大平正芳 フランスよりエアメール
Ｂ5中折絵葉書、青ペ
ン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110902000 クリスマスカード、年賀用カード Duane King 大平正芳 アメリカよりエアメール
Ｂ5中折絵葉書、黒ペ
ン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110902100 年賀用カード 昭和54年12月21日
土斐崎城次、迎田
勝馬

大平正芳
アメリカ、Ｌ．Ａ．よりエ
アメール

Ｂ5中折絵葉書、青ペ
ン・黒ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110902200 クリスマスカード、年賀用カード 昭和54年12月11日 Arne O. Berglund 大平正芳
スウェーデン、ストック
ホルムよりエアメール

Ｂ5中折絵葉書、乾式
コピー、青ペン書、封
筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110902400 年賀状 昭和54年12月26日 杉谷英夫 大平正芳
ブラジル、サンパウロよ
りエアメール

Ｂ5中折絵葉書、乾式
コピー、黒ペン書、封
筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110902700 クリスマスカード、年賀用カード 昭和54年11月23日 城島慶次郎 大平正芳 ブラジルよりエアメール
Ｂ5中変折絵葉書、乾
式コピー、黒ペン・青
ペン書、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110902800 年賀状 昭和45年12月22日 湯下博之 大平正芳 タイよりエアメール
Ｂ5中折絵葉書、乾式
コピー、青ペン書、封
筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110902900 年賀状 昭和54年12月24日 西川　昇 大平正芳 アメリカよりエアメール
Ｂ5中折絵葉書、乾式
コピー、青ペン書、封
筒

1枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110903000 クリスマスカード 昭和54年12月9日 ナカマルカオル 大平正芳
Ｂ5中折絵葉書、乾式
コピー、青ペン書、封
筒

1枚

大平事務所作成ファイル
（２）クリスマス・年賀
カード　外務大臣当時
総理大臣当時その他

110903100 クリスマスカード、年賀用カード 昭和54年11月5日 茂木良三 大平正芳 カナダよりエアメール
Ｂ5変中折絵葉書、乾
式コピー、封筒

1枚

大平事務所作成ファイル ご案内状その他 111000100 午餐会招待状 昭和54年6月4日 荒井喜平
インドネシア国スハルト
大統領宮中午餐会（昭
和54年6月8日）

Ａ5宮内庁カード、活
版、墨書、封書

大平事務所作成ファイル ご案内状その他 111000200 午餐会招待状 昭和54年6月18日 富田朝彦

米国ジミー・カーター大
統領宮中午餐会（昭和
54年6月25日）　（昭和
55年4月22日、オランダ
王国ファン・アフト総
理、大平総理主催歓迎
晩餐会案内は欠）

Ａ5宮内庁カード、活
版、墨書、封書

大平事務所作成ファイル ご案内状その他 111000300 昼食会メニュー 昭和54年9月11日

スリランカ民主社会主
義国共和国大統領大
平総理主催歓迎昼食
会

Ｂ5中折カード、活版

大平事務所作成ファイル ご案内状その他 111000400 午餐会招待状 昭和54年9月1日 富田朝彦

スリランカ国ジューニア
ス・リチャード・ジャヤワ
ルダナ大統領宮中午
餐会（昭和54年9月11
日）

Ａ5宮内庁カード、活
版、墨書、封書

大平事務所作成ファイル ご案内状その他 111000500 園遊会招待状 昭和54年10月11日 富田朝彦 29152
Ａ5宮内庁カード、活
版、墨書、封書

大平事務所作成ファイル ご案内状その他 111000600 昼食会メニュー 昭和55年5月15日
フィジー国カミカセ・マ
ラ大統領大平総理主
催歓迎昼食会

Ｂ5中折カード、活版

大平事務所作成ファイル ご案内状その他 111000700 晩餐会メニュー 昭和53年11月11日
ドイツ連邦共和国シュ
ミット首相福田総理主
催歓迎晩餐会

Ｂ5中折カード、活版
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平事務所作成ファイル ご案内状その他 111000800 昼食会メニュー 昭和54年10月9日
アルゼンチン共和国大
統領大平総理主催歓
迎昼食会

Ｂ5中折カード、活版

大平事務所作成ファイル ご案内状その他 111000900 晩餐会メニュー 昭和54年11月12日

チェコスロバキア社会
主義共和国シュトロ
ガール大統領大平総
理主催歓迎晩餐会

Ｂ5中折カード、活版

大平事務所作成ファイル ご案内状その他 111001000 お茶会招待状 昭和54年12月1日 安嶋　禰
皇太子同妃両殿下帰
国に際して（昭和54年
12月11日）

Ａ5宮内庁カード、活
版、墨書、封書

大平事務所作成ファイル ご案内状その他 111001100 徳仁親王成人式祝宴招待状 昭和55年2月5日 安嶋　禰
徳仁親王成人式祝宴
（昭和55年2月25日）

Ａ5宮内庁カード、活
版、墨書、封書

大平事務所作成ファイル ご案内状その他 111001200 宮中晩餐会メニュー 昭和55年3月24日 パナマ共和国大統領
Ａ7変判中折カード、
活版

大平事務所作成ファイル ご案内状その他 111001300 宮中晩餐宴席案内札 昭和55年3月24日 パナマ共和国大統領
Ｂ6変中折カード、活
版

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111100100 挨拶状（大平会解散） 昭和55年8月7日 増田健次
封書、乾式コピー、手
書

1枚

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111100200 ｢大平会記録｣
昭和38年9月24日
～昭和55年7月15
日

大平会

最終頁に「昭和55年7
月15日（火）幹事増田
賢次　去る6月12日の
大平正芳氏のご逝去
にともない柳田誠二
郎、矢野良臣、藤井良
男の各氏と相談の結
果、本日をもって、大平
会を解散することにい
たしました、以上」とあ
り、内容は、ゴルフ・コ
ンペの成績表

Ｂ5大学ノート、黒ペン
書

92頁

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111100300 ｢お知らせ　大平夫人を励ます会｣ 昭和55年9月 阿部　穆ほか 乾式コピー、手書 1枚

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111100400 ｢故大平総理大臣追悼会のご案内｣ 昭和55年9月1日 川又克二
社団法人如水会用
箋、和文タイプ

1枚
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大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111100500 ｢大平夫人挨拶｣原稿 大平志げ子
Ｂ5コクヨ用箋、和文タ
イプ

2枚

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111100600 お礼状（納骨） 昭和55年8月 大平志げ子 官製葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111100700 お礼状原稿（納骨） 昭和55年 大平志げ子
Ｂ6洋紙、黒サインペ
ン書

1枚

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111101002 大平夫人メモ 大平志げ子

「苗剣秋さんは前尾繁
三郎氏と一高の同級生
ずい分と家族的なお付
き合いをし最后の住ん
で居られた東京の原宿
駅前のマンションには
よく伺った、大平正芳も
よく苗先生からいただ
いた漢詩を差上げる色
紙に書いた、蒋介石に
非常に近く台湾系のた
め日中国交になる前後
に台湾に引き上げて了
はれた」とある

Ｂ6洋紙、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111101100 挨拶状(森田一へのご助力） 昭和55年9月 大平志げ子 Ａ6洋紙中折、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111101200
挨拶原稿（｢大平派の婦人の方々の集まり心
園会｣）

大平志げ子
Ｂ5コクヨ用箋、黒ペン
書

2枚

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111101300 挨拶原稿（心園会、永野巌雄未亡人の件｣） 大平志げ子
Ｂ5コクヨ用箋、黒ペン
書

3枚

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111101400 お礼状（ご下賜に対する） 昭和55年(暮) 大平志げ子
礼状内容等に関するメ
モあり

Ｂ5コクヨ用箋、青ペン
書

3枚

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111101500 ｢永遠の今｣挨拶 昭和55年(暮) 大平志げ子
『永遠の今』は昭和55
年12月1日発行

Ｂ5コクヨ用箋、黒ペン
書

1枚

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111101600 ｢永遠の今｣題字 大平志げ子
『永遠の今』は昭和55
年12月1日発行

Ｂ5変和紙、墨書 1枚

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111101701
招待状（パナマへの大平正芳胸像披露）　発
起人代表：鈴木善幸

昭和56年3月 Ｂ5コピー、手書 2枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会そ
の他

111101702 ｢故大平総理胸像披露式｣ 昭和56年3月27日 中南米第二課

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会ほ
か

111102100 大平総理追悼文 昭和56年5月26日 大来佐武郎 大平志げ子

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会ほ
か

111102500 「大平正芳先生を偲ぶ会」案内状 昭和56年5月

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会ほ
か

111102700 「大平正芳先生を偲ぶ会」返信用はがき

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会ほ
か

111102900 「大平正芳先生を偲ぶ会」の礼状 昭和56年6月 大平志げ子

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会ほ
か

111103100
決議第３０号（パナマ市議会にて通り名に大
平の名前を冠する）

昭和55年7月22日

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会ほ
か

111103200 故大平総理の胸像建立 昭和55年9月24日 中南米第二課

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会ほ
か

111103300 弔意に対する礼状 昭和56年8月10日 パナマ大統領 大平志げ子

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会ほ
か

111103400 保安林指定解除 昭和56年8月25日 香川県知事 大平志げ子

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会ほ
か

111103500 地代駐車料金支払い控ほか 昭和53年12月

大平事務所作成ファイル
大平夫人を励ます会ほ
か

111103700 総理への贈答品（記録用）カード

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111200100 電報 昭和56年7月31日 園田直
メキシコより、「大平公
園」命名式に関する電
報

A6FAX用紙、コピー、
ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111200200 大平公園命名式に関するメモ書き 昭和56年7月30日 Ａ6洋紙、黒ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111200300
ソノダ大臣の中南米訪問（「大平公えん」命名
式）

昭和56年7月30日 松永メキシコ大使 外務大臣
Ｂ5外務省用紙、乾式
コピー

1枚

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111200400 貴大臣の中南米訪問（「大平公えん」命名式） 昭和56年7月31日 松永メキシコ大使 外務大臣
Ｂ5外務省用紙、乾式
コピー、ホッチキスど
め

2枚
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111200500 書簡 昭和56年7月23日 加地富江
Ｂ5便箋、黒ペン書、
ホッチキスどめ、封筒

3枚

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111200700 書簡 昭和56年8月31日 今城甚造、博美
封筒に黒ペン書にて
「小学校級友の弟」との
メモあり

Ｂ5便箋、青ペン・黒ペ
ン書、ホッチキスど
め、封筒

6枚

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111201000 書簡 昭和56年6月13日 今城甚造 小学校の旧友の弟
官製葉書、黒ペン書、
官製葉書裏コピー1枚

1枚

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111201200 在パナマ石井内書簡他

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111201300 軽井沢ゴルフ会と家族懇親会 末広会幹事

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111201400
マンスフィールド駐日米大使ご夫妻からの招
待状

昭和56年8月20日

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111201500 書簡 昭和56年9月24日
駐墨大使　松永信
雄

大平志げ子

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111201600 書簡
駐墨大使　松永信
夫氏夫人

大平志げ子

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111201700 書簡 昭和56年12月14日
駐日メキシコ大使
フランシスコ・場冷
える・アレホ

大平志げ子

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111201800 礼状 昭和57年2月3日 （社）日中協会 大平志げ子

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111201900 訪中時の大平夫人の挨拶 昭和57年４月

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111202000 偲ぶ会（三回忌）式次第ほか

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111202100 書簡 昭和55年8月6日 カーター夫人 大平志げ子

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111202200 書簡 昭和57年1月29日
エンガソル元駐日
大使

大平志げ子

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111202300 書簡 昭和56年12月14日 駐日メキシコ大使 大平志げ子
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大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111202400 書簡 大平一族会 大平志げ子

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111202500 西讃岐戦国史

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111202700 イェール大学より博士号受理

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111202800
第87回国会　大平内閣総理大臣の施政方針
演説　―信頼と合意の政治を―

昭和54年1月25日 大平事務所

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111202900 スウェーデン王国国王夫妻接伴要領
外務大臣官房儀典
官室

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111203000 オランダ王国首相夫妻接伴要領
外務大臣官房儀典
官室

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111203100 フィジー首相夫妻接伴要領
外務大臣官房儀典
官室

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111203200 黙して変通 大平正芳

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111203300 回想録「一粒の麦」原稿 昭和55年11月12日 梅野典平
高松高商・東京商大同
窓生

大平事務所作成ファイル
『大平公園』命名式ほ
か

111203600 大平正樹没後２０年祭の案内状 昭和58年6月6日 大平志げ子、裕

大平事務所作成ファイル 辞令 111300100 ｢大蔵省辞令｣（兼任大蔵属） 昭和12年3月23日 大蔵省
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111300200 ｢通知｣（十三号俸下賜）） 昭和21年6月30日
大蔵大臣官房秘書
課長

Ｂ5大蔵省赤罫紙、墨
書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111300300 ｢辞令｣（高等官四等）） 昭和20年3月19日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111300400 ｢通知｣（四級俸下賜総務局勤務） 昭和20年3月19日
大蔵大臣官房秘書
課長

Ｂ6大蔵省赤罫紙、活
版、印刻

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111300500 ｢通知｣（大蔵大臣秘書官事務取扱） 昭和20年3月19日
大蔵大臣官房秘書
課長

Ｂ6大蔵省赤罫紙、活
版、印刻

1枚
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大平事務所作成ファイル 辞令 111300600 ｢辞令｣（大蔵大臣秘書官・高等官三等） 昭和20年8月19日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111300700 ｢通知｣（三級俸下賜） 昭和20年8月19日
大蔵大臣官房秘書
課長

Ｂ6大蔵省赤罫紙、活
版、印刻

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111300800 ｢辞令｣（大蔵事務官・高等官三等） 昭和20年10月13日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111300900 ｢通知｣（三級俸下賜、主計局勤務） 昭和20年10月13日
大蔵大臣官房秘書
課長

Ｂ6大蔵省赤罫紙、活
版、印刻

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111301000 ｢辞令｣（給与局事務取扱嘱託解除） 昭和23年3月25日 大蔵省
Ｂ5大蔵省赤罫紙、墨
書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111301100 ｢辞令｣（新給与実施本部部員） 昭和23年5月31日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111301200 ｢辞令｣（総理庁事務官、二級） 昭和23年7月10日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111301300 ｢辞令｣（経済安定本部部員） 昭和23年7月10日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111301400 ｢通知｣（三級俸下賜、主計局勤務） 昭和23年7月10日
経済安定本部総裁
官房庶務課長

Ｂ5経済安定本部赤用
箋、活版、印刻

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111301500
｢委嘱辞令｣（中央一般職種別賃金協議会委
員）

昭和23年8月19日 労働省
Ｂ5労働省黄罫紙、墨
書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111301600 ｢辞令｣（預金部資金運用委員会幹事） 昭和23年8月25日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111301700 ｢委嘱辞令｣（建設機械運営中央協議会委員） 昭和24年5月10日 建設大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111301800 ｢辞令｣（大蔵事務官・二級） 昭和24年6月1日 大蔵大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚
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大平事務所作成ファイル 辞令 111301900 ｢辞令｣（大蔵大臣秘書事務取扱） 昭和24年6月1日 大蔵省
Ｂ5大蔵省赤罫紙、墨
書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111302000 ｢通知｣（大蔵大臣秘書官事務取扱） 昭和24年6月1日
大蔵省大臣官房秘
書課長

Ｂ5大蔵省赤罫紙、活
版、印刻

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111302100 ｢辞令｣（大蔵大臣秘書官・二級） 昭和26年10月1日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111302200 ｢辞令｣（内閣官房長官・一級） 昭和35年7月19日 内閣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111302300 ｢辞令｣（国務大臣） 昭和35年7月18日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111302400 ｢辞令｣（外務大臣） 昭和37年7月18日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111302500
｢辞令｣（国際連合第１７回総会日本政府代
表）

昭和37年8月31日 内閣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111302600 ｢辞令｣（防衛庁長官事務代理） 昭和37年11月9日
内閣総理大臣臨時
代理国務大臣

鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111302700
｢辞令｣（国際連合第１７回総会日本政府代表
免）

昭和37年12月28日 内閣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111302800 ｢辞令｣（日米領事条約全権委員） 昭和38年3月19日 内閣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111302900 ｢辞令｣（日米領事条約署名全権委員免） 昭和38年3月26日 内閣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111303000
｢辞令｣（日エルサルヴァドル間通商協定署名
全権委員）

昭和38年7月16日 内閣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111303200 ｢辞令｣国務大臣） 昭和38年12月9日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚
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大平事務所作成ファイル 辞令 111303300 ｢辞令｣（外務大臣） 昭和38年12月9日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111303400 ｢辞令｣（日英領事条約全権委員） 昭和39年5月1日 内閣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111303500 ｢辞令｣（日英領事条約全権委員免） 昭和39年5月8日 内閣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111303600 ｢辞令｣（国務大臣免） 昭和39年7月18日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111303700 ｢辞令｣（国務大臣） 昭和43年11月30日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111303800 ｢辞令｣（通商産業大臣） 昭和43年11月30日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111303900 ｢辞令｣（国務大臣） 昭和47年7月7日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111304000 ｢辞令｣（外務大臣） 昭和47年7月7日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111304100 ｢辞令｣（国務大臣） 昭和47年12月22日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111304200 ｢辞令｣（外務大臣） 昭和47年12月22日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111304300 ｢辞令｣（外務大臣免） 昭和49年7月16日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111304400 ｢辞令｣（大蔵大臣） 昭和49年7月16日 内閣総理大臣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚
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大平事務所作成ファイル 辞令 111304500 ｢辞令｣（鉄道建設審議会委員） 昭和52年2月18日 内閣
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル 辞令 111304600 ｢辞令｣（内閣総理大臣） 昭和53年12月7日 昭和天皇
鳥の子紙（縦22.5㎝、
横31㎝）四折、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111400100 ｢タイ特別円問題」草稿 昭和35年頃
Ｂ5外務省原稿用紙、
黒ペン・黒マジック書、
ホッチキスどめ、

8枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111400200 安保論議について 昭和36年頃
Ｂ5外務省赤罫紙、黒
ペン書、ホッチキスど
め、

10枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111400300 松浦薫氏（元坂出市長）への弔辞草稿 昭和51年7月25日 大平正芳
Ｂ5大平正芳用箋、鉛
筆書、ホッチキスどめ

6枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111400400 木村秀弘氏（日本専売公社総裁）への弔辞 昭和50年7月12日 大平正芳
19.2㎝×326㎝洋紙、
乾式コピー

1枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111400500
稲田耕作氏（日本長期信用銀行）への弔辞
草稿

昭和52年3月8日 大平正芳
Ｂ5変自由民主党原稿
用紙、青ペン・鉛筆
書・ホッチキスどめ

7枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111400600
宮崎良一氏（元三機工業常務、元三井軽金
属加工機械会社副社長）への弔辞草稿

昭和52年11月16日 大平正芳
Ｂ5変えい原製便箋、
青ペン書、ホッチキス
どめ

6枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111400700
宮脇朝男氏（全国農業協同組合中央会長）
への弔辞草稿

昭和53年5月24日 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111400800 ｢宮脇朝男君を追慕して｣草稿 大平正芳
Ｂ4コクヨ原稿用紙、鉛
筆書、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111400900 ｢西原前観音寺市長に対する弔辞｣草稿 昭和53年6月3日 大平正芳
Ｂ5大平正芳用箋、黒
ペン書、ホッチキスど
め

4枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111401000 津島寿一先生夫人への弔辞草稿 昭和53年7月2日 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚
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大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111401100 三崎定男氏（元仁尾町長）への弔辞草稿 昭和53年8月25日 大平正芳
Ｂ5変便箋、青ペン書・
鉛筆書、ホッチキスど
め

6枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111401200 菊島奕仙氏への弔辞草稿 昭和53年9月7日 大平正芳
Ｂ5便箋、青ペン書、
ホッチキスどめ

8枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111401300 前衆議院議長保利茂先生への弔辞草稿 昭和54年3月20日 大平正芳
Ｂ4洋紙、乾式コピー・
青ペン書、ホッチキス
どめ

7枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111401400
福田氏（東海銀行・中央信託銀行関係）に対
する弔辞草稿

5月7日 大平正芳
解説に「年月不明なる
も昭和五十年代と思わ
れる」とあり

Ｂ4原稿用紙、青ペン・
墨書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111401500
合田秀雄（函館ドック株式会社顧問）への弔
辞

昭和54年11月27日 大平正芳
Ｂ5新財政研究会原稿
用紙、青ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111401600
｢元内閣総理大臣佐藤栄作氏逝去に際し大
蔵大臣談話｣

昭和50年6月3日 大平正芳
Ｂ5鹿島平和研究所原
稿用紙、鉛筆・青ペン
書

1枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111401700 ｢奥村綱雄氏の想い出｣草稿 昭和48年11月7日 大平正芳
Ｂ5原稿用紙、鉛筆・
青ペン書、ホッチキス
どめ

6枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111401800 ｢江田三郎先生を偲ぶ｣ 昭和53年11月頃 大平正芳 付箋あり
Ｂ5新財政研究会原稿
用紙、青ペン書、ホッ
チキスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111401900 内田常雄元代議士への回想文草稿 昭和53年9月 大平正芳
Ｂ5自由民主党原稿用
紙、青ペン書、ホッチ
キスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111402000 ｢益谷秀次先生追悼の辞｣草稿 昭和54年8月18日 大平正芳
Ｂ5新財政研究会原稿
用紙、黒ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

7枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111402100
藤村勝氏（東京鑿泉株式会社社長）への弔
辞草稿

昭和54年5月16日 大平正芳
Ｂ4コクヨ原稿用紙、青
ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

3枚
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大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111402200 椎名悦三郎先生への弔辞案 昭和54年10月30日 大平正芳
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111402300 浜田祐生夫人追悼録序文草稿 大平正芳
Ｂ4コクヨ原稿用紙、青
ペン書、ホッチキスど
め

2枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111402400 鎌田勝太郎翁伝記序文草稿 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

6枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111402500 ｢杉村博士への追慕｣草稿 昭和33年8月10日 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

10枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111402600 米谷隆三先生への追悼文草稿 昭和35年 大平正芳
Ｂ4コクヨ原稿用紙、青
ペン書、ホッチキスど
め

6枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111402700 米谷隆三先生への追悼文原稿 昭和35年 大平正芳
Ｂ4コクヨ原稿用紙、青
ペン書、ホッチキスど
め

7枚

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111402800
宮脇朝男氏（全国農業協同組合中央会長）
への弔辞草稿

昭和53年5月24日 大平正芳

大平事務所作成ファイル ２　弔辞・追慕・序文 111402900 宮崎良一氏への弔辞草稿 昭和52年11月16日 大平正芳

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111500100 成人式お祝い状 昭和40年1月15日 大平正芳
15㎝×20㎝厚紙、活
版

1枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111500200 三中同窓会挨拶草稿 昭和40年4月17日
Ｂ4原稿用紙中折、青
ペン書、ホッチキスど
め

2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111500300
自由民主党香川支部香川県教育推進連盟会
長として　草稿

昭和40年5月6日
Ｂ4原稿用紙中折、青
ペン書、ホッチキスど
め

2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111500400 津島寿一喜寿の祝賀会メッセージ下書 昭和40年5月25日 大平正芳

1枚目に鉛筆書にて
「坂出市松風町津島惣
平」「568字10時40分発
信」とあり

Ｂ5罫紙、黒ペン書、
ホッチキスどめ

2枚
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大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111500500
｢津島寿一先生ご夫妻を囲む会開催の案内
状原稿｣

昭和40年7月 大平正芳
Ｂ5便箋1枚、Ａ4洋紙2
枚、黒ぺン・鉛筆書、
ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111500600 正樹一周忌（偲ぶ会）案内状 昭和40年7月15日 大平正芳
Ｂ5洋紙1枚、Ｂ6洋紙1
枚、葉書1枚、孔版

3枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111500700 正樹一周忌（偲ぶ会）礼状 昭和40年8月 大平正芳
21㎝×18㎝便箋1枚、
14㎝×10㎝厚紙1枚、
青ペン書、活版

2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111500800 ｢スポーツと平和｣草稿 昭和40年10月22日 大平正芳

解説に「スポーツ・ニッ
ポン新聞によせて」とあ
り。『大平正芳全著作
集　第２巻』所収

Ｂ5変洋紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

4枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111500900 豊浜町新庁舎落成式への祝電草稿 昭和40年11月6日 大平正芳
Ｂ5洋紙、青ペン・黒ペ
ン書

1枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111501000 ｢最近の政局の問題について｣草稿 昭和40年12月10日 大平正芳

1枚目に鉛筆書にて
「如水会　定例晩さん
会講演」とあり。『大平
正芳全著作集　第２
巻』所収

Ｂ5久保田速記事務所
原稿用紙、青ペン・鉛
筆書、ホッチキスどめ

78枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111501100 ｢メッセージ｣草稿 昭和40年12月28日 大平正芳
Ｂ5洋紙、青ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111501200 一般年賀状及び原稿 昭和41年1月1日 大平正芳
Ａ5変洋紙1枚、葉書1
枚、活版、青ペン・赤
鉛筆書

2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111501300 選挙区用年賀状 昭和41年1月1日 大平正芳
葉書、活版・孔版、黒
ペン・赤鉛筆書

3枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111501400 成人式祝い状 昭和41年1月15日 大平正芳
15㎝×20㎝厚紙、活
版

1枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111501500 『春風秋雨』目次草稿 昭和41年10月 大平正芳カ
Ｂ4原稿用紙中折1
枚、Ｂ5便箋4枚、青ペ
ン書、ホッチキスどめ

5枚
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大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111501600 大平裕・遠藤公子結婚式案内状 昭和41年9月
大平正芳、遠藤福
雄

15㎝×20㎝厚紙、活
版

1枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111501700 次男裕結婚式礼状草稿 昭和41年10月 大平正芳 Ａ5便箋、黒ペン書 2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111501800 住所移転案内草稿 昭和41年11月 大平正芳
Ａ5わら半紙1枚、Ｂ6
洋紙1枚、青ペン書

2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111501900 住所移転案内 昭和41年11月 大平正芳

青ペン書にて「東京より
発送した分の見本」と
あり、欄外に香川県内
（郡市町村別）への発
送数の記入あり

葉書1枚・Ａ5わら半紙
1枚、7㎝×14㎝わら
半紙1枚、活版、青ペ
ン書

3枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111502000
元仁尾町長塩田忠左衛門翁顕彰碑除幕式祝
電原稿及び案内

昭和41年12月17日 大平正芳

15㎝×10㎝厚紙1枚、
Ａ5原稿用紙1枚、活
版、黒ぺン・青ペン・
赤ペン書

2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111502100 斉藤学宛弔電原稿 昭和41年12月30日 大平正芳
Ａ5変便箋1枚、Ｂ6変
洋紙1枚、青ぺン・鉛
筆・赤ペン書

2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111502200 年賀状原稿 昭和42年1月1日 大平正芳
一般用と観音寺事務所
用の2種類あり

葉書、活版、赤ペン・
青ペン書

2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111502300 年賀の挨拶及び東京事務所開設の案内草稿 昭和42年1月1日 大平正芳
本件は111502200の草
稿

Ａ5原稿用紙、鉛筆書 2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111502400 観音寺一高同窓会に寄せて年賀挨拶原稿 昭和42年1月5日 大平正芳 Ｂ4半紙、青ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111502500 第31回総選挙立候補の言葉（新聞用）草稿 昭和42年1月 大平正芳

Ｂ5変便箋2枚、Ｂ5原
稿用紙4枚、青ペン・
黒ペン・鉛筆書、ホッ
チキスどめ

6枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111502600 第31回総選挙立候補の言葉（広報用）原稿 昭和42年1月 大平正芳
Ｂ5原稿用紙、青ペン・
黒ペン・鉛筆書、ホッ
チキスどめ

9枚
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大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111502700 第31回総選挙立候補の言葉（広報用）草稿 昭和42年1月 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、青ペン・
鉛筆書、ホッチキスど
め

6枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111502800
第31回総選挙立候補の言葉（立会演説用）
草稿

昭和42年1月 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、青ペン・
黒ペン書、ホッチキス
どめ

14枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111502900
第31回総選挙立候補の言葉（立会演説用）
原稿

昭和42年1月 大平正芳
Ｂ5変便箋、黒ペン・鉛
筆書、ホッチキスどめ

17枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111503000 激励電報草案 昭和42年1月 大平正芳
鉛筆書にて「47通」とあ
り

Ｂ5原稿用紙、黒ぺン・
鉛筆書

1枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111503100
大平正芳候補推薦の言葉（中日ドラゴンズ江
藤慎一）

昭和42年1月
Ｂ5便箋、青ペン書、
ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111503200
在京香川県人会会員宛都知事選支援のお願
い原稿

昭和42年4月8日 大平正芳
Ｂ5原稿用紙、黒ペン
書、ホッチキスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111503300 全国治水期成同盟会大会会長挨拶案 昭和42年5月31日 大平正芳

Ｂ5全国治水期成同盟
会連合会罫紙、青ペ
ン・赤ペン書、ホッチ
キスどめ

6枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111503400 暑中見舞い 昭和42年7月 大平正芳

説明に「第一次34,427
通　第二次20,240通
（昭.42.7.27）投函」とあ
り

葉書、活版 2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111503500 暑中見舞い原稿 昭和42年7月
Ｂ5鹿島平和研究所原
稿用紙、青ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111503600 観音寺納税組会機関誌掲載暑中見舞い原稿 昭和42年 大平正芳
Ｂ5夕刊新聞社原稿用
紙、黒ペン・鉛筆書、
ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111503700 暑中見舞い原稿及びゲラ 昭和42年 大平正芳
Ａ5洋紙、Ａ5変わら半
紙、黒ペン・赤ペン
書、活版

1枚
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大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111503800 伊東正義代議士機関誌への寄稿文原稿 昭和42年11月20日 大平正芳
Ｂ5鹿島平和研究所原
稿用紙、青ペン・黒ペ
ン書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111503900 政務調査会長就任挨拶状及び原稿 昭和42年11月 大平正芳
1枚目左上に青ペン書
にて「300」とあり

Ａ5自由民主党赤罫
紙、15㎝×10㎝厚紙1
枚、黒ペン書、活版、
ホッチキスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111504000 津島寿一先生について　草稿 昭和42年 大平正芳
硯滴昭和42年下期掲
載

Ｂ5自由民主党赤罫
紙、黒ペン書、ホッチ
キスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111504100 池田内閣総理大臣辞任の決意表明草稿 昭和39年10月25日 伊藤昌哉カ
Ｂ5原稿用紙、青ペン・
黒ペン書

31枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111504100 池田内閣総理大臣辞任の決意表明草稿 昭和39年10月25日 大平正芳カ
Ｂ5原稿用紙、青ペン・
黒ペン書

31枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111504200 「交友群像」草稿 大平正芳
「栄家の女将さん」と解
題。『大平正芳全著作
集　第２巻』所収

Ｂ5便箋、黒ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

10枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111504300 ｢財政の硬直化問題｣草稿 昭和42年11月8日 大平正芳

「エコノミスト」昭和42年
11月8日掲載。『大平正
芳全著作集　第３巻』
所収

Ｂ5鹿島研究所原稿用
紙、青ペン・黒ペン
書、ホッチキスどめ

13枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111504400 ｢照一隅｣草稿 昭和42年12月 大平正芳
『エコノミスト』掲載論
文。『大平正芳全著作
集　第２巻』所収

Ｂ4原稿用紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

7枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111504500 ｢政務調査会長就任（選挙区向）挨拶状」草稿 昭和42年12月11日 大平正芳
Ａ5自由民主党原稿用
紙、青ペン・赤ペン書

2枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111504600 年賀状及び原稿 昭和43年1月1日 大平正芳
Ａ5赤罫紙1枚、葉書1
枚、青ペン・赤ペン
書、活版

2枚
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大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111504700 「「ソビエト週報」創刊を祝して」草稿 昭和43年3月26日 大平正芳
Ｂ5原稿用紙、青ペン・
黒ペン書、ホッチキス
どめ

3枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111504800
「ジョンソン米大統領のベトナム和平演説に
関する緊急質問（案）」

昭和43年4月4日 大平正芳

政府に対する自由民主
党代表質問案。『大平
正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

23枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111504900 暑中見舞い及び原稿 昭和43年 大平正芳
赤鉛筆書にて「2,916枚
印刷」とあり

葉書2枚、Ａ5便箋1
枚、青ペン・赤ペン・赤
鉛筆書、活版

3枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111505000 後援会婦人部への挨拶状原稿 昭和43年11月9日 大平正芳
Ｂ4変原稿用紙、鉛
筆・黒ペン書

1枚

大平事務所作成ファイル
２　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111505100 通商産業大臣就任挨拶状 昭和43年11月30日 大平正芳
15㎝×20㎝厚紙、活
版

1枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111600100 年賀状原稿 昭和44年1月1日 大平正芳
Ａ5便箋、青ペン・鉛筆
書

1枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111600200 帰郷時の歓迎と声援に対する御礼状 昭和44年2月 大平正芳 葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111600300 加藤奨学財団評議員就任快諾の礼状原稿 昭和44年5月18日 大平正芳
Ｂ5便箋、青ペン・鉛筆
書

1枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111600400 郷里の支援者への挨拶状及び原稿 昭和44年 大平正芳
赤鉛筆・赤ペン書にて
「実数1,579印刷注文
1,585」とあり

Ｂ5原稿用紙3枚、葉
書1枚、青ペン・赤ペ
ン・赤鉛筆書、活版、
ホッチキスどめ

4枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111600500 郷里の支援者への挨拶状草稿及び原稿 昭和44年6月 大平正芳

Ｂ5青罫紙3枚、15㎝
×10㎝洋紙1枚、鉛
筆・青ペン・赤ペン書、
ホッチキスどめ

4枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111600600 暑中見舞い（選挙区用）原稿 昭和44年 大平正芳
Ａ5便箋、青ペン・赤鉛
筆書

1枚
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大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111600700 塩業組合中央会長メッセージ原稿 昭和44年8月18日 大平正芳

Ｂ5塩業組合中央会赤
罫紙、黒ペン・青ペン・
赤ペン書、ホッチキス
どめ

2枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111600800 商工会全国大会挨拶原稿 昭和44年12月4日 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

7枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111600901 第36回総選挙立候補の挨拶草稿（第1次） 昭和55年？ 大平正芳
Ｂ5新財政研究会原稿
用紙、青ペン・黒ペン・
鉛筆書、クリップどめ

8枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111600902 第36回総選挙立候補の挨拶草稿（第2次） 昭和55年？ 大平正芳
Ｂ5新財政研究会原稿
用紙、青ペン書

6枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111600903 第36回総選挙立候補の挨拶草稿（第3次） 昭和55年？ 大平正芳
同件2部あり（ホッチキ
スどめ）

Ｂ4洋紙、乾式コピー・
黒ペン・鉛筆・青ペン
書、クリップどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111600904 第36回総選挙立候補の挨拶草稿（第4次） 昭和55年5月29日 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー・
青ペン・黒ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

10枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111601000 第32回総選挙の挨拶原稿 （昭和44年12月） 大平正芳

Ｂ5財団法人通商産業
調査会原稿用紙、黒
ペン・青ペン・赤マジッ
ク書、ホッチキスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111601100 「選挙公報登才（ママ）原稿」 （昭和44年12月） 大平正芳カ
Ｂ5原稿用紙、青ペン・
鉛筆書、ホッチキスど
め

7枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111601200 「６．還暦を迎えて」草稿 昭和45年3月12日 大平正芳
1枚目右下に青ペン書
にて「第三回校正」とあ
り

Ｂ4原稿用紙、青ペン・
鉛筆書、ホッチキスど
め

12枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111601300 「（八）国際化時代と日本」草稿 昭和45年4月8日 大平正芳

第七回三菱トップセミ
ナー講演。『大平正芳
全著作集　第３巻』所
収

Ｂ4原稿用紙、青ペン・
鉛筆書、ホッチキスど
め

22枚
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大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111601400 『旦暮芥考』目次案 （昭和45年5月） 大平正芳

Ｂ5大平正芳用箋、青
ペン・鉛筆・赤鉛筆・赤
ペン書、ホッチキスど
め

4枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111601500 『旦暮芥考』自序原稿 昭和45年5月 大平正芳
B4原稿用紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111601600 『旦暮芥考』自序草稿（第２次） 昭和45年5月 大平正芳
1枚目右下に鉛筆書に
て「清書スミ」とあり

Ｂ4原稿用紙、青ペン・
鉛筆書、ホッチキスど
め

2枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111601700 『旦暮芥考』自序草稿（第１次） 昭和45年5月 大平正芳
1枚目右下に鉛筆書に
て「スミ」とあり

Ｂ5自由民主党原稿用
紙、青ペン書、ホッチ
キスどめ

4枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111601800 「5　本四連絡橋問題の回顧と展望」草稿 大平正芳

『旦暮芥考』原稿、5枚
目左下に黒ペン書にて
「以下見当らず」とあ
り。『大平正芳全著作
集　第３巻』所収

Ｂ4原稿用紙、青ペン・
鉛筆・黒ペン・赤ペン
書、ホッチキスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111601900 「（四）両県架橋推進運動の経過」草稿 大平正芳
1枚目右下に黒ペン書
にて「浄写スミ」とあり

Ｂ5大平正芳用箋、黒
ペン書、ホッチキスど
め

2枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111602000 「瀬戸内架橋」草稿 大平正芳
Ｂ5大平正芳用箋、黒
ペン書、ホッチキスど
め

3枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111602100 「瀬戸大橋関係総括質問要旨案」 大平正芳
1枚目に青ペン書にて
加筆あり

Ｂ5洋紙、青焼き、ホッ
チキスどめ

10枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111602200 「ナショナリズムの新たな展開」 昭和45年5月13日 大平正芳
1枚目右下に鉛筆書に
て「読売大森氏渡」「清
書ズミ」とあり

Ｂ5便箋、青ペン・鉛
筆・赤ペン書、ホッチ
キスどめ

19枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111602300 「公害問題試論メモ」草稿 昭和45年6月 大平正芳

「ＮＨＫ浅野氏に」のメ
モあり　1枚目右下に鉛
筆書にて「ＮＨＫ浅野
氏」とあり

Ｂ5大平正芳用箋、青
ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

7枚
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大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111602400 「公害問題試論メモ」原稿 昭和45年6月 大平正芳
「ＮＨＫ浅野氏」のメモ
あり。111602300の清
書

Ｂ4原稿用紙、青ペン・
鉛筆書、ホッチキスど
め

4枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111602500 政治の伝導体草稿 昭和45年？ 大平正芳
塩崎潤代議士初当選
に寄せてのメモあり。
『今日』への寄稿原稿

Ｂ5変便箋、青ペン
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111602600 「政治の伝導体」 昭和45年6月26日 大平正芳

塩崎潤代議士初当選
に寄せてのメモあり
本件は111602500の清
書

Ｂ4青罫紙、青ペン・鉛
筆書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111602700 「今後の日米経済」草稿 大平正芳
「自由新報」掲載。『大
平正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ5変便箋、青ペン
書、ホッチキスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111602800 「今後の日米経済」原稿 昭和45年6月25日 大平正芳 111602700の清書
Ｂ4青罫紙、青ペン・鉛
筆書、ホッチキスどめ

7枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111602900 「低開発国と日本」草稿 昭和45年7月 大平正芳

1枚目右下に鉛筆書に
て「国際時評へ」とあ
り。『大平正芳全著作
集　第３巻』所収

Ｂ4原稿用紙12枚、Ｂ5
原稿用紙3枚、青ペ
ン・黒ペン・鉛筆書、
ホッチキスどめ

15枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111603000 「生活は簡素に思想は高く」草稿 大平正芳

「大阪又信会報」第11
号、昭和49年。『大平
正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ4原稿用紙、青ペン・
赤鉛筆書、ホッチキス
どめ

5枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111603100 「企業体質改善の視角」草稿 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、青ペン・
鉛筆書、ホッチキスど
め

3枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111603200 「富の増殖と福祉」 大平正芳
Ｂ5如水書房原稿用
紙、黒ペン・赤鉛筆
書、ホッチキスどめ

6枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111603300 「大臣と役人衆」 大平正芳
「大臣と役人」に改題。
『大平正芳全著作集
第２巻』所収

Ｂ5如水書房原稿用
紙、黒ペン・鉛筆・赤
鉛筆書、ホッチキスど
め

8枚
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大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111603400 「税制の民主化と公経済の効率化」草稿 昭和45年7月9日 大平正芳

1枚目に赤ペン書にて
「観音寺納税組合へ発
送（納税新聞掲載）」と
あり。『大平正芳全著
作集　第３巻』所収

Ｂ5変便箋、青ペン・赤
ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

2枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111603500 「給与局の頃」草稿 昭和45年7月9日 大平正芳

1枚目に赤ペン・鉛筆書
にて「共済組合連盟日
高氏へ」とあり、9枚目
に付箋あり

Ｂ4原稿用紙、青ペン・
赤ペン・黒ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

9枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111603600 「２．創設四年目を迎えて」草稿 昭和45年12月22日 大平正芳
スウェーデン研究所理
事長としての原稿

Ｂ5日本大学経済集志
原稿用紙、黒ペン・青
ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111603700 「三．随想　１．私の署長時代」草稿 昭和45年12月 大平正芳
『税のしるべ』の原稿。
『大平正芳全著作集
第３巻』所収

Ｂ5変便箋、青ペン・鉛
筆・黒ペン書、ホッチ
キスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111603800 「平和の中の秩序」草稿 昭和45年9月 大平正芳

日本青年会議所20周
年記念誌掲載。『大平
正芳全著作集　第３
巻』所収

Ｂ5大平正芳用箋2
枚、Ｂ4原稿用紙6枚、
青ペン・赤ペン・黒ペ
ン・鉛筆書、ホッチキ
スどめ

8枚

大平事務所作成ファイル
３　挨拶状原稿抄録そ
の他　昭和四十年度

111603900 「4．日暮硯」草稿 昭和45年10月11日 大平正芳 日経新聞
Ｂ4原稿用紙、青ペン・
赤ペン・鉛筆書、ホッ
チキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111700100 招待状（議員在職25年永年功労記念撮影） 昭和52年7月27日 保利　茂
洋紙（縦15.4㎝、横
10.2㎝）、活版

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111700300 招待状（大平明結婚式） 昭和52年10月
大平正芳、上原昭
二

「お願い」「挙式ご案
内」「聖婚式」（日本聖
公会、昭和52年4月）20
頁、を含む（昭和52年
11月4日）

洋紙中折（縦15.4㎝、
横20.4㎝）、活版

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111700300 返信葉書（大平明結婚式） 大平正芳

「お願い」「挙式ご案
内」「聖婚式」（日本聖
公会、昭和52年4月）20
頁、を含む（昭和52年
11月4日）

洋紙中折（縦15.4㎝、
横20.4㎝）、活版

1枚
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大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111700400 「第232回末広会ご出席芳名」 昭和53年2月27日
Ｂ5判乾式コピー、和
文タイプ

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111700700 「総理訪米時期の関係各地の気候・服装」
Ｂ5判コピー、和文タイ
プ

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111700800
Table remarks, White House state dinner
Prime Minister Masayoshi Ohira(ホワイトハウ
ス晩餐会におけるカーター大統領への謝辞）

青ペン・鉛筆・赤ペン書
にての加筆・訂正あり

Ａ5変コピー、英文タイ
プ

4枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111700900
首相指名投票・大平正芳投票名簿（四十日
抗争）

昭和54年11月6日

一回目、二回目の投票
欄を設け、赤鉛筆にて
「〇」印、青鉛筆書にて
「×」印を付し、青ペン
書にて加筆あり、『自・
社両党派閥一覧』（共
同通信社、昭和54年10
月）を添付

Ａ4判コピー 5枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111701000 「大平正芳君に投票した者の氏名」第一回 昭和54年11月6日

「第八十九回（特別）国
会　昭和五十四年十一
月二日現在」に傍線等
で印をしたもの

Ａ4判コピー 12枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111701100 「第二次大平内閣各大臣等住所一覧表」 昭和54年11月9日
Ｂ4判コピー、和文タイ
プ

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111701200 大平正芳メモ 大平正芳

「昭和55年度予算」「行
政改革」「石油問題」
「外交」「党改革問題」、
「70年代①世界の多極
化」「エネルギー」等

Ａ6洋紙、黒ボールペ
ン書

6枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111701300 大平正芳メモ 大平正芳 「pakistan」等
Ｂ5判日本放送協会罫
紙、黒ボールペン書

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111701400 大平正芳メモ 大平正芳
「Ｎｉｓとの関係改善」
「唯一の問題」等

Ａ6洋紙、鉛筆書 2枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111701500 大平正芳メモ 大平正芳
「①Ausの資源開発と
expart」 等

Ａ6洋紙、鉛筆書 1枚

248 / 271 



大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111701600 大平正芳メモ 大平正芳 エネルギー問題等 Ａ6洋紙、鉛筆書 2枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111701700 結婚式祝辞原稿（金子原二郎・和子）
青ペン書にて加筆・訂
正あり

Ｂ5コクヨ用箋、青ペン
書

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111701800 大平正芳メモ 大平正芳
Ａ6洋紙、黒ボールペ
ン書

4枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111701900 大平正芳メモ 大平正芳
対米関係を中心とする
国際関係

Ｂ6洋紙、青ボールペ
ン書

5枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111702000
「八十年代を考える　自由民主党演説会（仮
称）」

昭和55年4月21日 Ｂ4判コピー、手書 1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111702100 大平正芳メモ 大平正芳
「①教育政策」「②地方
の時代」「③特定不況
地域」「④物価」

Ｂ5洋紙、黒ボールペ
ン書

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111702200 「大平正芳君に投票した者の氏名」第二回 昭和54年11月6日

「第八十九回（特別）国
会　昭和五十四年十一
月二日現在」に傍線等
で印をしたもの

Ａ4コピー 11枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111702300 「新自由クラブに対する協力要請の経緯」 Ｂ5コピー、手書 5枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111702400 「大平総理夫人の出席される行事日程」 昭和55年4月11日
昭和55年4月14日～昭
和55年11月15日

Ｂ5コピー、手書 9枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111702500 大平志げ子暑中見舞い 昭和31年 官製葉書、青ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111702600 大平志げ子年賀状 昭和47年1月 官製葉書、手書印刷 1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111702700 大平志げ子年賀状 昭和48年1月 官製葉書、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111702800 大平志げ子年賀状 昭和58年1月 官製葉書、活版 1枚
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大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111702900
PROGRAMME OF THE FUNERAL OF JOSIT
BROZ TITO ユーゴスラビア故チトー大統領
国葬プログラム

昭和55年5月8日

台紙に「昭和五十五年
五月八日ユーゴスラビ
ア故チトー大統領国葬
参列」

冊子（縦16.5㎝、横
10.8㎝）、活版

1冊

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111703000 「園遊会次第」 昭和55年5月9日 Ｂ4洋紙、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111703100 大平正芳メモ 大平正芳
党改革関係メモ　「党
の崩壊カ再生ノ契機ヲ
左右スル総才」等

Ａ5洋紙、鉛筆書 3枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111703200 大平正芳メモ 大平正芳

昭和55年6月解散直後
の記者会見草稿　「八
〇年新体制の出発」
「今次解散の経過と意
義」「党規問題」等

Ａ5洋紙、黒ボールペ
ン書

3枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111703300
中国大使館での華国鋒首相答礼宴で大平総
理の挨拶

昭和55年5月29日 大平正芳 Ａ5コピー、和文タイプ 11枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111703400 「宮中晩餐における華国鋒総理のあいさつ」 昭和55年5月27日 華国鋒 Ａ4洋紙、和文タイプ 2枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111703500 「ベネチア主要国首脳会議と日本」 昭和55年6月12日 外務省 冊子（Ｂ5）、活版 33頁

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111703600 「事務連絡（Ｄ）」（外務省ファックス信） 昭和55年6月24日 影井駐伊大使 外務大臣
佐藤秘書官より福川伸
次秘書官あて

Ｂ5乾式コピー 4枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111703700 長男正樹一周忌案内 昭和40年7月15日 大平正芳 Ｂ5洋紙、孔版 2枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111703800 礼状原稿 大平正芳 新年挨拶原稿 Ｂ5コクヨ用箋、鉛筆書 2枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111703900 「故大平正芳葬送式次第」 昭和55年6月14日 Ｂ4洋紙中折、活版 1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111704000 「カーター米大統領の到着声明」 昭和55年7月9日 羽田空港において
Ｂ4乾式コピー、和文タ
イプ

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111704100 「カーター大統領との懇談要領（案）」 昭和55年7月9日
Ｂ5乾式コピー、和文タ
イプ、内閣用紙

2枚
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大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111704200 「華国鋒総理の私邸訪問」 昭和55年7月9日
Ｂ5乾式コピー、和文タ
イプ、内閣用紙

2枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111704201 「華国鋒総理との懇談要領（案）」 昭和55年7月9日
Ｂ5乾式コピー、和文タ
イプ、内閣用紙

2枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111704300 礼状（大平正芳葬儀等） 昭和55年7月 大平裕ほか
「最後の俸給表」は展
示資料として別記

洋紙中折（縦15.4㎝、
横20.4㎝）、活版

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111704400 「エール大学からのお悔やみ状」 昭和55年9月16日 A. Bartlett Giamatti
封書、Ｂ5　YALE
UNIVRESITY 用箋

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111704500 「大平総理御逝去の御経過報告」 虎の門病院
Ｂ5・Ｂ4乾式コピー各1
枚、手書、虎の門病院
用箋

2枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111704800
「アラブ首長国連邦オタイバ石油・鉱物資源
大臣の私邸訪問」

昭和55年7月11日
Ｂ4乾式コピー、和文タ
イプ、内閣用紙

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111704900 色紙（「故大平総理殿国民葬に際して」） 昭和55年7月11日 一橋基督教青年会
「鈍牛の貫禄奔る五大
洲」

色紙（縦24㎝、横27
㎝）、墨書

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111705100 大平志げ子夫人あいさつ原稿
Ｂ5コクヨ用箋、青ペン
書

3枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111705200 「追悼演説」次第 昭和55年7月25日
Ｂ5乾式コピー、衆議
院罫紙、手書

1枚

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111705300
「故大平総理に対する飛鳥田社会党委員長
の追悼演説」

昭和55年7月25日
冊子73頁（Ｂ4判衆議
院黄原稿用紙中折）、
糸綴、墨書

73頁

大平事務所作成ファイル
大平明・上原吉子結婚
式案内状その他

111705400 「生花篭入納品書」 昭和55年6月13日
同文2枚（皇太子夫妻、
皇族）

Ｂ5用紙 1枚

大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111800100 池田さんの「月給二倍論」草稿 大平正芳カ
Ｂ4原稿用紙、鉛筆
書、ホッチキスどめ

5枚
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大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111800200 明治天皇御製集について　草稿 大平正芳カ Ｂ5変便箋、青ペン書 1枚

大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111800300
谷義一寧楽土地（株）社長の王子霊園創業に
ついて　草稿

9月6日 大平正芳カ
Ｂ5原稿用紙2枚、青
ペン書、ホッチキスど
め

2枚

大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111800400 「私と東京タイムス」草稿 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、黒ペン
書

1枚

大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111800500 経済の軌道を修正しよう　草稿 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

4枚

大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111800600 「日本の国土を見直す」草稿 大平正芳
Ｂ4大平正芳原稿用
紙、黒ペン・青ペン
書、ホッチキスどめ

4枚

大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111800700 「経済自由化への道」草稿 大平正芳カ
Ｂ4原稿用紙、黒ペン・
青ペン書、ホッチキス
どめ

10枚

大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111800800 「安保改訂とその周辺」草稿 大平正芳カ
Ｂ4原稿用紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

10枚

大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111800900 「税法と人間関係」草稿 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、鉛筆
書、ホッチキスどめ

3枚

大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111801000 後援会結成に対する礼状　草稿 大平正芳
左上に黒ペン書にて
「官製はがき300枚」と
あり

Ｂ4原稿用紙、青ペン・
黒ペン・赤ペン書

1枚

大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111801100 「公害をめぐる明暗」草稿 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、黒ペン・
青ペン・赤鉛筆・緑ペ
ン書、ホッチキスどめ

5枚

大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111801200
『日本の新世紀の開幕　－潮の流れを変えよ
う－』原稿

昭和46年9月1日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙、青ペン
書、ホッチキスどめ

17枚

大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111801300 「日本の新しい課題」草稿 大平正芳
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

9枚
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大平事務所作成ファイル
６　挨拶状原稿抄録そ
の他　年度不明

111801400 『経済の軌道修正と財政の役割』原稿 昭和46年9月28日 大平正芳
鉛筆書にて加筆・修
正・削除あり

Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙
27枚、湿式コピー、
ホッチキスどめ

28枚

大平正芳原稿
「潮の流れを変えよう」
原稿

120100100 『新しい世紀』原稿
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
黒ペン・鉛筆書、ホッ
チキスどめ

17枚

大平正芳原稿
「潮の流れを変えよう」
原稿

120100200 「潮の流れを変えよう（未定稿）」
Ｂ4コクヨ原稿用紙、黒
ペン書、ホッチキスど
め

11枚

大平正芳原稿
「潮の流れを変えよう」
原稿

120100300 『潮の流れを変えよう』第五章草稿 大平正芳
Ｂ5変和紙、鉛筆・黒
ペン書

4枚

大平正芳原稿
「潮の流れを変えよう」
原稿

120100400 『潮の流れを変えよう』草稿 大平正芳

Ｂ4コクヨ原稿用紙8
枚、Ｂ5変和紙4枚、黒
ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

12枚

大平正芳原稿
「潮の流れを変えよう」
原稿

120100500 「秘　潮の流れを変えよう（未定稿）」 秘
Ｂ4コクヨ原稿用紙、黒
ペン書、ホッチキスど
め

10枚

大平正芳原稿
「潮の流れを変えよう」
原稿

120100601 「秘　潮の流れを変えよう（未定稿）」 秘
同件3部、緑ペン書で
の加筆･訂正あり

Ｂ4洋紙、湿式コピー、
黒ペン書、ホッチキス
どめ

10枚

大平正芳原稿
「潮の流れを変えよう」
原稿

120100602 「秘　潮の流れを変えよう（未定稿）」 秘
同件3部、青ペン書で
の加筆･訂正あり

Ｂ4洋紙、湿式コピー、
黒ペン書、ホッチキス
どめ

10枚

大平正芳原稿
「潮の流れを変えよう」
原稿

120100603 「秘　潮の流れを変えよう（未定稿）」 秘
同件3部、青ペン書で
の加筆･訂正あり

Ｂ4洋紙、湿式コピー、
黒ペン書、ホッチキス
どめ

10枚

大平正芳原稿
「潮の流れを変えよう」
原稿

120100700
『日本の新しい世紀－「戦後」との訣別を－』
草稿

大平正芳
Ｂ5宏池会原稿用紙、
黒ペン書、クリップど
め

18枚
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大平正芳原稿 『旦暮芥考』原稿 120200100 『旦暮芥考』原稿 昭和45年5月 大平正芳
附箋の貼り付け多数あ
り

B4コクヨ原稿用紙136
枚、Ｂ5伊勢丹販売促
進部原稿用紙2枚、Ｂ
5コクヨ原稿用紙10
枚、Ｂ5変和紙15枚、
Ｂ4洋紙4枚、黒ペン・
赤ペン・鉛筆・赤鉛筆
書、乾式コピー、湿式
コピー、紐とじ・ホッチ
キスどめ・クリップどめ

167枚

大平正芳原稿 『旦暮芥考』原稿 120200200 『旦暮芥考』ゲラ刷り 昭和45年5月 大平正芳 附箋の貼付多数あり
Ｂ5洋紙、活版、赤鉛
筆・鉛筆・青ペン・赤ペ
ン書、ホッチキスどめ

106枚

大平正芳原稿 『私の履歴書』原稿 120300100 『私の履歴書』原稿 大平正芳

Ａ5洋紙1枚、Ｂ5宏池
会原稿用紙62枚、Ｂ5
新財政研究会原稿用
紙60枚、Ｂ5変原稿用
紙14枚、Ｂ5自由民主
党原稿用紙25枚、Ｂ5
自由民主党赤罫紙2
枚、Ｂ5変コクヨ用箋12
枚、Ｂ5和紙5枚、Ａ4
洋紙17枚、Ｂ4洋紙33
枚、Ｂ4コクヨ原稿用紙
4枚、Ｂ4自由民主党
原稿用紙8枚、青ペ
ン・黒ペン・鉛筆書、
乾式コピー、クリップ
どめ

223枚

大平正芳原稿 その他原稿 120400100 「田園都市国家構想について」 大平正芳
『大阪又信会報』第16
号、昭和54年？

Ｂ5コクヨ原稿用紙、青
ペン書

8枚

大平正芳原稿 その他原稿 120400200 「21世紀を創る子供たちへ」 大平正芳
Ｂ4中国新聞社「生活
展」原稿用紙

1枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100100 「まえがき(平岩理事長)」 平成12年6月 平岩外四 付箋多数あり
Ｂ5コクヨ原稿用紙、赤
ペン書、クリップどめ

4枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100200
「池田満枝さん(池田勇人元総理夫人)に聞く
野暮ったいけど温かい方」

平成12年2月25日 阿部穆
同件2部あり、1部がク
リップどめ･他1部が
ホッチキスどめ

Ａ4洋紙9枚・12枚、
ワープロ、クリップど
め、ホッチキスどめ

21枚
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大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100300
「宮沢喜一氏（元池田蔵相秘書官）に聞く　大
蔵省秘書官時代」

平成11年11月19日 国正武重

1･2枚目に付箋あり、黒
ペン･赤ペン書にて書
込多数あり。『去華就
実』所収

Ａ4洋紙、ワープロ、黒
ペン・赤ペン書

14枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100400
「鈴木善幸氏（元内閣総理大臣）に聞く　大平
政治について」

平成11年12月1日 宇治敏彦

Ａ4洋紙9枚目にＢ5洋
紙をクリップどめ、黒ペ
ン･赤ペン書にて書込
多数あり

Ａ4洋紙11枚・Ｂ5洋紙
1枚、黒ペン・赤ぺン
書

12枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100501 橋本龍太郎へのインタビュー
Ｂ5行研出版局原稿用
紙、黒ペン書、クリップ
どめ

30枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100502
「橋本龍太郎氏インタビュー」平成12年4月×
日

平成12年4月

2部で一部内容重複あ
り、黒ペン書にて「大平
内閣に厚生大臣として
初入閣」とあり、黒ペ
ン･赤ペン書にて書込
多数あり

Ａ4洋紙7枚・5枚、ワー
プロ、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

12枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100503 橋本龍太郎インタビュー平成12年4月10日 平成12年4月10日
2部で一部内容重複あ
り、黒ペン･赤ペン書に
て書込多数あり

Ａ4洋紙2枚・3枚、ワー
プロ、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

5枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100600
「伊藤昌哉氏（元池田勇人首相秘書官）に聞
く　池田内閣時代」

宇治敏彦

同件3部あり、1部をク
リップどめ、黒ペン･青
ペン･赤ペン書にて書
込多数あり。『去華就
実』所収

Ａ4洋紙15枚・15枚・14
枚、ワープロ、黒ペン・
青ペン・赤ペン書、ク
リップどめ

44枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100701
「菊池清明氏(元大平外相秘書官）に聞く　池
田内閣の外相時代」

阿部穆

付箋2ヵ所あり、黒ペ
ン･赤ペン書にて書込
多数あり。『去華就実』
所収

Ａ4洋紙、ワープロ、黒
ペン・赤ぺン書

19枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100702
「菊池清明氏(元大平外相秘書官） に聞く　田
中内閣期の外相時代」

12月15日 阿部穆
付箋1ヵ所あり、黒ペ
ン･赤ペン書にて書込
多数あり

Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ、黒ペン・赤
ペン書

14枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100703 「菊池清明氏インタビュー」12月15日 12月15日 阿部穆
青ペン書にて挿入1ヵ
所あり

Ａ4洋紙、ワープロ、青
ペン書、クリップどめ

30枚
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大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100704
「菊池清明氏インタビュー　①（第一次外相時
代）」

Ａ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

21枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100800 「福川伸次氏インタビュー」 平成12年1月18日 阿部穆

同件6部あり、うち1部
に略歴の付加あり、5
部はクリップどめ。『去
華就実』所収

Ａ4洋紙19枚5部・18枚
1部・Ｂ5洋紙1枚、
ワープロ、クリップど
め、黒ペン・赤ペン書

38枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130100900
「安田正治氏に聞く　宏池会会長交代劇」（首
相秘書官）

阿部穆
黒ペン･赤ペン･青ペン
書にて書込多数あり。
『去華就実』所収

Ａ4洋紙、ワープロ、黒
ペン・赤ペン・青ペン
書

15枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101000
「橋本恕氏（元駐中国大使、元外務省中国課
長）に聞く　日中国交正常化交渉」

清水幹夫 『去華就実』所収
Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

15枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101100
「藤井宏昭氏（大平外相時代の秘書官）に聞
く　日中航空協定交渉」

清水幹夫

同件2部あり、赤ペン
書、1部に赤ペン･鉛筆
書にて書込多数あり。
『去華就実』所収

Ａ4洋紙2部、ワープ
ロ、クリップどめ、赤ペ
ン・鉛筆書

13枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101201 「小粥正巳インタビュー」 平成12年1月12日
Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

11枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101202
「小粥正巳氏（元大平蔵相秘書官）に聞く　赤
字公債健全財政論」

平成12年1月12日 阿部穆

同件3部あり、赤ペン･
黒ペン書にて書込多数
あり、1部がホッチキス
どめ、他2部がクリップ
どめ

Ａ4洋紙11枚2部・12枚
1部、ワープロ、赤ペ
ン・黒ペン書、ホッチ
キスどめ、クリップど
め

23枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101300
「池田行彦氏（元大平蔵相秘書官）に聞く　大
平蔵相の忘れられない思い出」

阿部穆

同件3部あり、黒ペン･
赤ペン･鉛筆書にて書
込多数あり、1部がホッ
チキスどめ、1部がク
リップどめ

Ａ4洋紙11枚2部・12枚
1部、ワープロ、黒ペ
ン・赤ペン・鉛筆書、
ホッチキスどめ、クリッ
プどめ

23枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101400
「伊藤昌哉氏（元池田勇人首相秘書官）に聞
く　大福提携と四十日抗争」

平成11年11月4日 山岸一平

同件2部あり、黒ペン･
赤ペン･鉛筆書にて書
込多数あり、1部がク
リップどめ

Ａ4洋紙9枚1部・8枚1
部、ワープロ、黒ペン・
赤ペン・鉛筆書、クリッ
プどめ

17枚
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大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101500
「島桂次氏（NHK会長）に聞く　寛容と忍耐の
人」

編集委員
同件2部あり、黒ペン･
鉛筆･赤鉛筆書にて書
込多数あり

Ａ4洋紙9枚1部・8枚1
部、ワープロ、黒ペン・
鉛筆・赤鉛筆書、ホッ
チキスどめ

17枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101600
「田中六助氏（元大平内閣官房長官）に聞く
大平正芳の人と思想」

編集委員
黒ペン･赤鉛筆･鉛筆･
黄色ペン･青色ペン書
にて書込多数あり

Ａ4洋紙、ワープロ、黒
ペン・赤鉛筆・鉛筆・黄
色ペン・青色ペン書、
クリップどめ

15枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101701 「森田一氏　インタビュー」 12月1日 泉宏

同件3部あり、2部がク
リップどめ、Ａ4洋紙1部
にＢ5変洋紙の付加あ
り、黒ペン･鉛筆･赤ペ
ン書にて書込多数あり

Ａ4洋紙25枚2部・26枚
1部・Ｂ5変洋紙1枚、
ワープロ、黒ペン・鉛
筆・赤ペン書、クリップ
どめ

52枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101702 「森田一氏　インタビュー」 平成11年12月1日 泉宏
赤ペン書にて書込多数
あり

Ａ4洋紙、ワープロ、赤
ペン書、クリップどめ

17枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101703 「森田一氏　インタビュー」２ 12月1日 泉宏
黒ペン･赤ペン書にて
書込多数あり

Ａ4洋紙、ワープロ、黒
ペン・赤ペン書、クリッ
プどめ

34枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101704 「森田一氏　インタビュー」コピー

赤ペン･黒ペン書にて
書込多数あり、福川伸
次に宛てた書簡がワー
プロにて1枚あり、他は
乾式コピー

Ａ4洋紙、乾式コピー、
ワープロ、赤ペン・黒
ペン書、ホッチキスど
め

10枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101705 「森田一氏　インタビュー」３ 平成11年12月1日 泉宏
付箋多数あり、黒ペン･
赤ペン書にて書込多数
あり

Ａ4コクヨ原稿用紙、黒
ペン・赤ペン書、クリッ
プどめ

30枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101801
「加藤紘一氏（元大平内閣官房副長官）に聞
く　大平内閣の理想と実態」

平成12年12月1日･
21日

泉宏･田勢康弘

同件4部あり、黒ペン･
赤ペン書にて書込多数
あり、3部にクリップど
めあり。『去華就実』所
収

Ａ4洋紙18枚3部・19枚
1部、ワープロ、黒ペ
ン・赤ペン書、クリップ
どめ

37枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101802 「加藤紘一氏へのインタビュー」
平成12年12月1日･
21日

泉宏
同件2部あり、黒ペン･
赤ペン書にて書込多数
あり

Ａ4洋紙2部、ワープ
ロ、黒ペン・赤ペン書、
クリップどめ

22枚
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大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101901
「中曽根康弘氏（元内閣総理大臣）に聞く　大
平正芳その人間と政治」

10月18日 山岸一平

同件4部あり、黒ペン･
赤ペン書にて書込多数
あり、2部がクリップど
め、2部がホッチキスど
め

Ａ4洋紙2部・10枚 12枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130101902 「中曽根康弘氏インタビュー」 10月18日
Ａ4洋紙、ワープロ、ク
リップどめ

13枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102001
「田川誠一氏（元新自由クラブ代表）に聞く
大平首班指名と連立問題」

川内一誠
黒ペン･赤ペン書にて
書込多数あり

Ａ4洋紙9枚、Ｂ5コクヨ
原稿用紙1枚、ワープ
ロ、黒ペン・赤ペン書

10枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102002 「田川誠一氏インタビュー」
黒ペン･赤ペン書にて
書込多数あり

Ａ4洋紙、ワープロ、黒
ペン・赤ペン書、クリッ
プどめ

8枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102100 「四十日抗争　伊東正義」
同件2部あり、赤ペン･
青ペン書にて加筆あ
り。『去華就実』所収

Ａ4洋紙2部、赤ペン・
青ペン書、ホッチキス
どめ

7枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102201
「真鍋賢二氏（元大平幹事長秘書）に聞く　外
交姿勢と人間関係」

福島正光
付箋3ヵ所あり、黒ペ
ン･赤ペン書

Ａ4洋紙、ワープロ、黒
ペン・赤ペン書、クリッ
プどめ

11枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102202
真鍋賢二インタビュー「日中韓三ヵ国環境大
臣会合の開催）

赤ペン書にて書込多数
あり

Ｂ5原稿用紙、黒ペン・
赤ペン書、ホッチキス
どめ

9枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102300
「長富祐一郎氏（元大平総理首席秘書官）に
聞く　大平政策研究会の意義」

阿部穆

同件7部あり、6部が
ワープロ･1部が乾式コ
ピー、黒ペン･赤ペン書
にて書込多数あり

Ａ4洋紙17枚1部・16枚
1部・15枚4部・Ｂ4洋紙
5枚、ワープロ、乾式コ
ピー、黒ペン・赤ペン
書、クリップどめ

53枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102400
「公文俊平氏（元政策研究会幹事）に聞く　文
化の時代への先見性」

平成12年3月15日 阿部穆

同件4部あり、鉛筆･黒
ペン･赤ペン書にて書
込あり、2部がホッチキ
スどめ、他2部がクリッ
プどめ

Ａ4洋紙16枚1部・15枚
1部・14枚2部、ワープ
ロ、鉛筆・黒ペン・赤ペ
ン書、クリップどめ・
ホッチキスどめ

45枚

258 / 271 



大分類 簿冊名 資料番号 資料名 作成年月日 指定 作成者 宛先 備考 形態 数量

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102501 「於久昭臣氏インタビュー」 平成12年2月2日 阿部穆
赤ペン書にて書込多数
あり

Ａ4いわき企画罫紙、
黒ペン・赤ペン書、ク
リップどめ

30枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102502
「於久昭臣氏（元大平首相秘書官）に聞く　遊
説などで日本中をお供して」

平成12年2月2日 阿部穆
黒ペン･赤ペン書にて
書込多数あり。『去華
就実』所収

Ａ4洋紙13枚1部、Ａ4
洋紙13枚、Ｂ5洋紙、
ワープロ、黒ペン・赤
ペン書、ホッチキスど
め

26枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102503 「於久昭臣氏インタビュー」 平成12年2月2日 阿部穆
複製1部あり、赤ペン書
にて書込多数あり

Ａ4洋紙2部、ワープ
ロ、乾式コピー、赤ペ
ン書、クリップどめ

11枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102601
「佐藤嘉恭氏（元大平総理秘書官）に聞く　弱
き者に対する政治の姿勢」

1月28日 阿部穆

同件5部あり、Ａ4洋紙1
部は乾式コピー、黒ペ
ン･赤ペン書にて書込
多数あり、一部クリップ
どめあり

Ａ4洋紙21枚2部・22枚
1部、Ｂ4洋紙21枚1
部、ワープロ、乾式コ
ピー、黒ペン・赤ペン
書、クリップどめ

64枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102602 「佐藤嘉恭氏インタビュー　元原稿」 1月28日 阿部穆
1枚目に黒ペン書にて
「元原稿」とあり

Ａ4洋紙、ワープロ、黒
ぺン書、クリップどめ

21枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102700
「小国宏氏（元大平首相秘書官）に聞く　信念
を持った政治家」

平成14年1月14日 阿部穆
黒ペン･赤ペン書にて
書込多数あり

Ａ4洋紙、ワープロ、黒
ペン・赤ペン書、ホッ
チキスどめ

14枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102800
「木村貢（元大平首相政務秘書官）に聞く　虎
ノ門病院での入院生活」

平成11年12月20日 阿部穆

同件2部あり、1部クリッ
プどめ、1部に付箋２ヵ
所あり、黒ペン･赤ペン
書にて書込多数あり

Ａ4洋紙15枚1部・14枚
1部、ワープロ、赤ペ
ン・黒ペン書、クリップ
どめ

29枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130102900
「園田直氏（元大平内閣外相）に聞く　大福提
携と対決」

昭和56年7月6日 安田正治

黒ペン･赤鉛筆･黄色ペ
ン書にて書込多数あ
り、一部をホッチキスど
め

Ａ4洋紙、ワープロ、黒
ペン・赤鉛筆・黄色ペ
ン書、ホッチキスどめ

7枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130103000 「三中時代の思い出」
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

7枚
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大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130103101 「大平常務理事あとがき」 平成12年6月
赤ペン書にて修正･挿
入あり

Ａ4洋紙、乾式コピー、
赤ペン書、ホッチキス
どめ

2枚

大平正芳追想原稿 『去華就実』原稿 130103102 「あとがき(大平裕･専務理事)」

付箋多数あり、赤ペン
書にて書込多数あり･
黒ペン書にて削除･訂
正あり

Ｂ5コクヨ原稿用紙、黒
ペン・赤ペン書、ホッ
チキスどめ

4枚

大平正芳追想原稿 その他 130200600 書簡コピー

昭和54年8月17日、
昭和53年11月30
日、昭和53年12月8
日

伊東正義 大平正芳
Ｂ5伊東正義用箋、乾
式コピー

23枚

大平正芳追想原稿 その他 130200901 書簡
大平正芳記念財団
大平裕

中日友好協会

大平正芳追想原稿 その他 130201300 「故大平総理十七回忌に当たって」 又信会特集コピー
Ａ4洋紙、乾式コピー、
クリップどめ

21枚

大平正芳追想原稿 その他 130300100 原稿 回想録略歴

原稿用紙、大平正芳
記念財団用箋、黒ペ
ン・赤ペン書にて書込
あり

6枚

大平正芳追想原稿 その他 130300200 「インタビュアー紹介」
黒ペン書にて「編集委
員」と加筆あり

Ｂ5洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

大平正芳追想原稿 その他 130300300 泉宏略歴
Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー

1枚

大平正芳追想原稿 その他 130300400 代議士等略歴

木村貢、福川伸次、橋
本恕、加藤紘一、長富
祐一郎、公文俊平、佐
藤嘉恭、森田一、伊藤
正義、中曽根康弘、小
國宏、田中六助、島桂
次、田川誠一、菊池清
明、小粥正巳らの略歴

Ａ4ＦＡＸ用紙12枚、乾
式コピー（ＦＡＸ）、Ｂ5
洋紙1枚、鉛筆書、Ｂ5
原稿用紙7枚、黒ぺン
書、Ａ4洋紙9枚、乾式
コピー

29枚

大平正芳追想原稿 その他 130300500 「語り手の事項」
Ｂ5原稿用紙、黒ペン
書、クリップどめ

43枚
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大平正芳追想原稿 その他 130400100 「聞き書『大平正芳』（仮題）」
Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

2枚

大平正芳追想原稿 その他 130400200 「『去華就実－聞き書大平正芳』の概要」
Ｂ5原稿用紙、黒ペン
書、青ペン書、クリップ
どめ

18枚

大平正芳追想原稿 その他 130400300 去華就実編集関連
Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

7枚

大平正芳追想原稿 その他 130400400 去華就実原稿編集案 Ａ4洋紙、乾式コピー 6枚

大平正芳追想原稿 その他 130400500
「「新時代の開幕」再考　いまなぜ大平正芳
か」

安田正治 同件2部あり、端数3枚
Ａ4洋紙、乾式コピー、
ホッチキスどめ

13枚

大平正芳追想原稿 その他 130500100 インタビュー依頼書簡 平成11年10月18日 大平記念財団 菊地清明
Ａ4大平記念財団用
箋、乾式コピー

1枚

大平正芳追想原稿 その他 130500200 去華就実打ち上げ日時 平成12年5月19日
Ａ4大平記念財団用
箋、乾式コピー

1枚

大平正芳追想原稿 その他 130500300 書簡 平成12年4月6日 高橋紫乃 斉藤英夫
Ａ4国際交流基金、乾
式コピー

1枚

大平正芳追想原稿 その他 130500400 去華就実関連書簡
大平記念財団
斉藤英夫

Ｂ5洋紙、黒ペン書、
ホッチキスどめ

5枚

芳名録 芳名録 160100100 芳名録
縦27㎝×横31.5㎝冊
子、墨書

11頁

芳名録 芳名録 160100200 芳名録
縦27㎝×横31.5㎝冊
子、墨書

10頁

芳名録 芳名録 160100900 「御見舞控帳　大平事務所」 昭和48年1月 大平事務所 Ａ4冊子、紐とじ、墨書 23頁

芳名録 芳名録 160101100 「座談会　記録綴」 昭和42年8月 大平正芳 Ａ5冊子、黒ペン書 1冊
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芳名録 芳名録 160200300 「誕生祝芳名録」 昭和54年3月12日

箱外側Ｂ6日本塩回送
株式会社用箋に赤ペン
書にて「54.3.12大平総
理誕生パーティー大平
番新聞記者出席者」と
あり

縦28㎝×横32.5㎝箱1
箱、縦27㎝×横31.5
㎝×幅2㎝冊子1冊、
墨・黒ペン書、Ｂ6日本
塩回送株式会社用箋
1枚、赤ペン書

1枚

芳名録 芳名録 160200500 「誕生祝芳名録」 昭和55年3月12日

箱外側に墨書にて「昭
和五十五年三月十二
日　誕生祝芳名　於ホ
テル･オークラ」とあり

縦28㎝×横32.5㎝箱1
箱、縦27㎝×横31.5
㎝×幅2㎝冊子1冊、
黒ペン書

雑 雑 170100100 色紙「言惜口時惜心」
大平正芳、野呂田芳成
色紙

色紙2枚、和紙1枚、
墨書

雑 雑 170100200 「乱雑語録　苗剣秋」 昭和41年 苗剣秋
縦30㎝×横23㎝×厚
さ1.5㎝、墨書

雑 雑 170100301 「メッセージ」 大平正芳
Ｂ5洋紙、墨書、包紙
あり

1枚

雑 雑 170100303 大平戒名写し
縦22㎝×横3.5㎝洋
紙、コピー、封筒

11枚

雑 雑 170100304 大平名刺 名刺 4枚

雑 雑 170100305 「党費領収書」 昭和56年1月14日 土井重雄 森田事務所 押印あり Ｂ5洋紙、コピー 1枚

雑 雑 170100306 「死亡診断書」 昭和55年6月12日 虎ノ門病院 Ｂ5洋紙、青焼き 5枚

雑 雑 170100307 「総選挙候補者略歴調べ」 昭和47年10月17日 Ｂ4洋紙、コピー 2枚

雑 雑 170100308 「外国勲章受領控」
Ｂ5洋紙、コピー、ホッ
チキスどめ

2枚

雑 雑 170100309 「公約」 大平正芳 同件2部あり Ｂ5洋紙、青焼き 1枚
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雑 雑 170100311 「旦暮参考書　配布控」 昭和45年8月 大平正芳
Ａ6冊子1冊、黒ペン・
墨書、Ａ6洋紙2枚、青
ペン書

雑 雑 170100401 「洗礼願書綴」 昭和4年12月22日 大平正芳 同件3部あり
Ｂ5洋紙、コピー、ホッ
チキスどめ

2枚

雑 雑 170100402 「会員名簿」
同件３部あり。僕の会
関係。

Ｂ5洋紙、コピー、ホッ
チキスどめ

2枚

雑 雑 170100403 「第一声の要点」 1980年総選挙カ
Ｂ5洋紙、青焼き。ク
リップどめ

8枚

雑 雑 170100404 「近況」 1980年総選挙カ
Ｂ5洋紙、青焼き。ク
リップどめ

8枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200100100 書簡（金融緩和問題） 昭和50年2月14日 橋本清 大平正芳
封筒表に鉛筆書にて書
込あり。高商同期

Ｂ5東京銀行緑用箋、
縦書、青ペン書、封書

4枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200100200 書簡
昭和52年1月24日
月曜日

伊東正義 大平正芳

Ｂ5宏池会原稿用紙、
縦書、青ペン書、封筒
表に「大平幹事長様
御直披」、茶封書

14枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200100300 書簡（必親展･総裁選関係） 昭和53年11月30日 伊東正義 大平正芳
Ｂ5伊東正義用箋、縦
書、青ペン書、封書

8枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200100400 申入れ 昭和53年11月30日 大平正芳
和紙、縦19.5㎝横39.5
㎝、墨書、封書

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200100500 書簡（党人事関係） 昭和53年12月8日 伊東正義
内閣総理大臣
大平正芳

Ｂ5コクヨ便箋、縦書、
青ペン書、封筒なし

5枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200100600 書簡（政策提言） 昭和54年8月17日 伊東正義
総理大臣　大
平正芳

Ｂ5伊東正義用箋、縦
書、青ペン書、封書

10枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200100700
「停滞の中からたしかな未来を求めて－われ
われの当面の選択－」

昭和50年8月24日 大平正芳
青ペン書にて訂正、欄
外記入等あり

Ｂ5抜刷、活版 9頁
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大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200100800
草稿「平和国家の行動原則－日本の外交と
防衛について－」

大平正芳
Ｂ4原稿用紙、縦書、
青ペン書

3枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200100900 「日本政府発表文（第1案）」
日中航空協定署名
時（1974年カ）

Ｂ5和紙、和文タイプ 2枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200101000 「日本政府発表文（第2案）」
日中航空協定署名
時（1974年カ）

Ｂ5和紙、和文タイプ 2枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200101100 「確かな未来を求めて」 昭和53年8月
自由民主党幹事長
大平正芳

Ｂ4洋紙、活版 3枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200101200 「財政の硬直化問題」草稿 11月8日 大平正芳 Ｂ5洋紙、乾式コピー 13枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200101300 「○今後の日米経済」草稿 大平正芳 Ｂ5洋紙、乾式コピー 5枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200101400 原稿
昭和54年（定期党
大会）

伊藤生（伊藤昌哉
カ）

大平正芳
大平正芳による加筆･
訂正（鉛筆書）あり

Ｂ4洋紙、乾式コピー 16頁

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200101500 書簡（韓国における福祉事業等）
1978年（昭和53年）
12月

李方子
大平正芳（総
理）

Ｂ5用箋 4枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200101600
「秘　無期限　日中首脳会談発言･応答要領
（案）

昭和54年11月29日 秘　無期限 外務省
Ｂ5洋紙、乾式コピー、
和文タイプ・手書、鉛
筆書にて書込等あり

12枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200101700
「八〇年新体制の出発－三つの安全　一つ
の誓い－」

昭和55年5月23日
自由民主党総裁
大平正芳

Ｂ4洋紙中折、乾式コ
ピー、冊子、活版・手
書

6枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200101800
「八〇年新体制の出発－三つの安全　一つ
の誓い－」原稿

昭和55年カ 大平正芳

Ｂ4洋紙20頁、乾式コ
ピー、手書、大平正芳
による黒ボールペン
書にて書込・修正あり

10枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200101900 原稿 昭和53年12月23日 大平正芳
Ｂ5東京銀行原稿箋、
青ペン書、縦書

19枚

大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200102000 「党内閣僚経験者得点表」 昭和53年カ
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
冊子、手書、青ボール
ペン書にて囲みあり

21枚
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大平財団所蔵資料 大平財団所蔵資料 200102100 「総裁選挙表」 昭和53年11月カ
Ｂ4洋紙、乾式コピー、
手書

1枚

大平財団所蔵資料 追加 200202300 「内外情勢に思う」 昭和53年2月20日 大平正芳
世界経済リポート
No.118

Ａ5抜刷、活版 40頁

大平財団所蔵資料 追加 200202400
「如水会報　一ツ橋以来のわが道－大平正
芳君よもやま話－」

昭和49年 Ａ5抜刷、活版 20頁

大平財団所蔵資料 追加 200202500 「現在の世界情勢とわが国の立場」 昭和47年8月25日 大平正芳 Ａ5抜刷、活版 26頁

大平財団所蔵資料 追加 200202600
「故マリア大平志げ子　逝去者記念の祈りお
よび墓前の祈り」

Ａ5抜刷、活版 13頁

大平財団所蔵資料 追加 200202700
「葬送式　故大平正芳　五十日記念式･埋葬
式」

昭和55年7月31日 Ａ6冊子、活版 81頁

大平財団所蔵資料 追加 200202800
「第72回国会における施政方針演説　嵐のな
かを乗りきろう－物価安定への短期決戦をめ
ざして－」

昭和49年1月21日 自由民主党 Ｂ6冊子、活版 55頁

大平財団所蔵資料 追加 200202900
「新しい社会の創造－量的拡大から質的充
実へ－」

昭和49年8月28日
Ｂ5冊子、ホッチキスど
め、活版

19頁

大平財団所蔵資料 追加 200203100 「大平正芳の政策要綱資料」 昭和53年11月27日
大平正芳総裁実現
推進本部

Ｂ5冊子、活版 64頁

大平財団所蔵資料 追加 200203500 「大平正芳記念財団」設立趣意書 昭和59年4月
大平正芳記念財団
設立発起人会

Ｂ4用紙、乾式コピー、
Ｂ5判ファイルケース

3枚

大平財団所蔵資料 追加 200203800 「大平総理大臣受領外国勲章序列」

Ｂ5外務省用箋2枚、
乾式コピー、ホッチキ
スどめ、Ｂ5コクヨ用箋
2枚、黒ぺン書、ホッチ
キスどめ、Ｂ5コクヨ用
箋3枚、黒ペン書、ホッ
チキスどめ、Ｂ5大平
正芳回想録刊行会用
箋6枚、青ペン書、ホッ
チキスどめ、大平正芳
用封筒1通

覚書・硯滴 覚書・硯滴 210000100 覚書
伊藤生（伊藤昌哉
カ）

大平正芳

覚書・硯滴 覚書・硯滴 210000200 硯滴　昭和42年上期 昭和４２年上期
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覚書・硯滴 覚書・硯滴 210000300 硯滴　昭和42年下期 昭和４２年下期

覚書・硯滴 覚書・硯滴 210000400 硯滴  昭和44年（Ⅳ） 昭和44年

覚書・硯滴 覚書・硯滴 210000500 硯滴　昭和46年（Ⅴ） 昭和４６年

覚書・硯滴 覚書・硯滴 210000600 硯滴　昭和47年4月(Ⅵ） 昭和47年4月

大平正芳日記、ノート 大平正芳日記 220100100 大平正芳日記
昭和53年11月28日
～昭和54年5月11
日

含む辞職願、総裁指名
受諾挨拶、セネガル大
統領歓迎晩餐会挨拶

大平正芳日記、ノート ノート 220200100 大平正芳ノート　1
1979年6月東京サ
ミット前

カルティエ製住所録を
使用

大平正芳日記、ノート ノート 220200200 大平正芳ノート　2 1979年訪米前後カ
GERMAN NOTEと印さ
れた小ぶり布製ノート

大平正芳日記、ノート ノート 220200300 大平正芳ノート　3 1980年カ
廣済堂出版の日記帳
'80 Desk Diaryを使用

大平正芳日記、ノート ノート 220200400 大平正芳ノート　4 1980年カ

含むタイ王国首相歓迎
晩餐会挨拶、セネガル
大統領歓迎晩餐会で
の大統領答辞　廣済堂
出版の日記帳 '80
Desk Diaryを使用

大平正芳日記、ノート 手帳 220300100 大平正芳手帳　時期不明

大平正芳日記、ノート 手帳 220300200 大平正芳手帳　1951 昭和26年

大平正芳日記、ノート 手帳 220300300 大平正芳手帳　1956 昭和31年

大平正芳日記、ノート 手帳 220300400 大平正芳手帳　1971 昭和46年
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大平正芳日記、ノート 手帳 220300500 大平正芳手帳　1972 昭和47年

大平正芳日記、ノート 手帳 220300600 大平正芳手帳　1973 昭和48年

大平正芳日記、ノート 手帳 220300700 大平正芳手帳　1974 昭和49年

大平正芳日記、ノート 手帳 220300800 大平正芳手帳　1975 昭和50年

大平正芳日記、ノート 手帳 220300900 大平正芳手帳　1976 昭和51年

大平正芳日記、ノート 手帳 220301000 大平正芳手帳　1977 昭和52年

大平正芳日記、ノート 手帳 220301100 大平正芳手帳　1978 昭和53年

大平正芳日記、ノート 手帳 220301200 大平正芳手帳　1979 昭和54年

大平正芳日記、ノート 手帳 220301300 大平正芳手帳　1980 昭和55年 含むメモ

大平正芳宛書簡 イエスの僕関係書簡 230100100 イエスの僕関係書簡（藤川千代子氏寄贈）

大平正芳宛書簡 橋本清、大平宛書簡 230200100 橋本清、大平宛書簡
昭和8年5月～15年
頃

橋本清 大平正芳 高松高商同級

大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230300100 封筒・リスト

大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230300200 大平サク（正芳母）より正芳へ 昭和14年2月12日 大平サク 大平正芳

大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230300300 大平志げ子より正芳へ（張家口へ） 昭和14年8月13日 大平志げ子 大平正芳

大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230300400 大平志げ子より正芳へ（張家口へ） 昭和14年8月16日 大平志げ子 大平正芳

大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230300500 大平志げ子・鈴木保より正芳へ（張家口へ） 昭和14年8月30日
大平志げ子、鈴木
保

大平正芳

大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230300600 大平志げ子より正芳へ（張家口へ） 昭和14年10月10日 大平志げ子 大平正芳
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大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230300700 大平志げ子より正芳へ（張家口へ） 昭和14年12月28日 大平志げ子 大平正芳

大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230300800 大平志げ子より正芳へ（張家口へ） 昭和15年3月26日 大平志げ子 大平正芳

大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230300900 大平志げ子より正芳へ（張家口へ） 昭和15年6月7日 大平志げ子 大平正芳

大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230301000 大平志げ子より正芳へ（封筒無し） 大平志げ子 大平正芳

大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230301100 大平志げ子より在米の正芳へ（封筒無し） 昭和26年8月頃 大平志げ子 大平正芳

大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230301200 大平志げ子より在米の正芳へ（封筒無し） 昭和26年8月頃 大平志げ子 大平正芳

大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230301300 興亜院より主計局勤務への配転の挨拶 昭和17年8月

大平正芳宛書簡
志げ子夫人ほか張家
口時代の書簡

230301400 大平志げ子より鈴木正への葉書 大平志げ子 鈴木正

大平正芳宛書簡 その他 230400100 封筒・リスト

大平正芳宛書簡 その他 230400200 大平秀雄（正芳従兄）より正芳へ（国分寺へ） 昭和8年 大平秀雄 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230400300 大平秀雄より正芳へ（和田村へ） 昭和10年2月14日 大平秀雄 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230400400
鈴木三樹之助（志げ子夫人父）より正芳へ
（横浜へ）取引税のこと

昭和12年7月31日 鈴木三樹之助 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230400500
海野智子・妙子より正芳へ（横浜へ）新年挨
拶

昭和13年1月4日 海野智子・妙子 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230400600
大平数光（正芳兄）より正芳へ（横浜へ）和田
村の自宅にアキスが入る

昭和13年3月11日 大平数光 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230400700
大平数光（正芳兄）より正芳へ（仙台へ）正芳
2，500円を実家に送る

昭和13年10月1日 大平数光 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230400800 鈴木正（仙台へ）羅南より 昭和13年10月18日 鈴木　正 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230400900 大平数光（仙台へ）リンゴのお礼 昭和13年11月8日 大平数光 大平正芳
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大平正芳宛書簡 その他 230401000 海野氏（仙台へ） 昭和13年11月9日 海野 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230401100 大平数光（仙台へ）おくりもののお礼 昭和13年11月22日 大平数光 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230401200 加地喜代繁（仙台へ）挨拶 昭和13年11月25日 加地喜代繁 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230401300 大平数光（仙台へ）新米を仙台におくる 昭和13年12月23日 大平数光 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230401400 三宅邦子（仙台へ）年賀状 昭和14年1月6日 三宅邦子 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230401500 鈴木あい子（仙台へ）リンゴのお礼 昭和14年1月25日 鈴木あい子 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230401600 海野山寿（仙台へ）本をもらったお礼 昭和14年2月3日 海野山寿 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230401700 大平数光（張家口へ）数光召集、正雄代筆 昭和14年7月30日 大平数光 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230401800 大平数光（張家口へ）数光応集挨拶 昭和14年8月4日 大平数光 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230401900 大平澄（張家口へ） 昭和15年8月17日 大平澄 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230402000 大平数光（張家口へ）中支より 昭和15年3月21日 大平数光 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230402100 大平数光（張家口へ）中支より（戦闘の様子） 昭和15年1月12日 大平数光 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230402200 鈴木三樹之助（横浜へ） 昭和16年10月3日 鈴木三樹之助 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230402300 大平数光（横浜へ）台湾より 昭和16年12月1日 大平数光 大平正芳

大平正芳宛書簡 その他 230402400
大平秀雄（中野区中野へ）ホンコンより　将来
の心がまえ

昭和10年頃か 大平秀雄 大平正芳

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230500100 封筒・リスト

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230500200 東京商大蒙古調査隊（蒙古から） 昭和14年7月14日
東京商大蒙古調査
隊

大平正芳
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大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230500300 石原（周夫カ）氏（北京から）大連から着任 石原周夫 大平正芳 大蔵先輩

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230500400 横山辰雄（新京から）知人の世話依頼 昭和14年12月2日 横山辰雄 大平正芳

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230500500 浜田祐生（目黒区から） 昭和14年11月1日 浜田祐生 大平正芳 同僚カ

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230500600 石原（周夫カ）氏 昭和14年10月29日 石原周夫 大平正芳 大蔵先輩

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230500700 宮川新一郎（堺市） 昭和14年2月9日 宮川新一郎 大平正芳 大蔵同期

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230500800 仙台の「おはん）という飲み屋から 昭和14年8月20日 大平正芳

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230500900 福田久男（大蔵省）大平氏の俳句 昭和14年7月29日 福田久男 大平正芳 大蔵同期

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230501000 錦仙（仙台か？） 昭和14年7月10日 大平正芳

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230501100 磯田多鶴雄（札幌から） 昭和14年11月17日 磯田多鶴雄 大平正芳 同僚

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230501200 仙台からのよせ書き 大平正芳

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230501300 浜田祐生（広東から海南島へ）東京興亜院 昭和15年6月24日 浜田祐生 大平正芳 同僚カ

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230501400 浜田祐生　封筒のみ 昭和15年9月30日 浜田祐生 大平正芳 同僚カ

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230501500 封筒のみ 大平正芳

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230501600 浜田祐生　東京興亜院 昭和14年9月29日 浜田祐生 大平正芳 同僚カ

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230501700 浜田祐生　東京興亜院 昭和14年10月21日 浜田祐生 大平正芳 同僚カ

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230501800 竹内直衛（福島県から）栄転祝い 昭和14年6月5日 竹内直衛 大平正芳

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230501900 石原（周夫カ）氏（東京から） 昭和14年10月19日 石原周夫 大平正芳 大蔵先輩
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大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230502000 高橋俊英（東京から） 昭和14年11月9日 高橋俊英 大平正芳 同僚カ

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230502100 石原周夫（東京から） 昭和14年9月 石原周夫 大平正芳 大蔵先輩

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230502200 石原（周夫カ）氏（東京から） 昭和14年10月2日 石原周夫 大平正芳 大蔵先輩

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230502300 浜田祐生（東京から）面白い文面 昭和14年11月12日 浜田祐生 大平正芳 同僚カ

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230502400 山下武利（東京から）面白い忠告 昭和14年7月26日 山下武利 大平正芳 大蔵同期

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230502500 橋本龍伍（東京から） 昭和14年7月10日 橋本龍伍 大平正芳 大蔵先輩

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230502600 篠川正次（上海から）同僚 10月9日 篠川正次 大平正芳 大蔵同期

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230502700 川戸完吉（中国から） 4月2日 川戸完吉 大平正芳

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230502800 寄せ書き（東京） 昭和15年4月5日 大平正芳

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230502900 福田久男（大蔵省） 昭和15年 福田久男 大平正芳

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230503000 浜田祐生 昭和15年10月19日 浜田祐生 大平正芳 同僚カ

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230503100 若槻克彦（大蔵省）同僚の近況 昭和15年6月20日 若槻克彦 大平正芳

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230503200 張家口での給料明細書等

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230503300 千葉叔郎→千葉武則への封筒のみ 千葉叔郎 千葉武則 　（封筒・手紙有り）

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230503400 浜田祐生　封筒のみ 浜田祐生 大平正芳 同僚カ

大平正芳宛書簡
大蔵省同僚ほか蒙疆・
張家口時代

230503500 封筒のみ 大平正芳
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