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大平正芳関係文書目録

【凡例】

●本文書は、次の3つのグループに分かれる。
（1）小池聖一編『大平正芳関係文書目録 : 大平正芳記念館所蔵　大平正芳関係文書の整理・
公開・保存および研究基盤の創出に関する調査研究』　文部科学省科学研究費補助金研究成果
報告書、2004　基盤研究(B)　（科研費課題番号  15320085）（※以下「既刊目録」という。）に掲載された
資料の一部。
（2）上記既刊目録に採録されていない追加資料
（3）写真アルバム

●（1）（目録「〔1〕既刊目録掲載資料」）の部分について
・既刊目録のデータを元に、この目録を作成した。そのため、本目録の請求番号と既刊目録に掲載され
ている4桁の通し番号は共通している。
・既刊目録に掲載された資料のうち、当館に寄贈されなかった資料については欠番とした。
・備考欄に「福川資料」と記載されているものは、元通産事務次官福川伸次氏が大平首相秘書官時代に
取得した書類である。

●（3）（目録「〔3〕写真アルバム」）の部分について
・内容欄には写真アルバムのキャプション部分を記述した。キャプションはあるが写真がない場合につい
ては、記述していない。
・閲覧および複写は、複製（請求番号4350～4374）により行う。

●（1）、（2）、（3）で記述した項目は次のとおり。
（1）、（2）：請求番号／タイトル／年月日／起案者／発信者／受信者／形態/数量／備考
（3）：請求番号／タイトル／年月日／作成者／内容／数量／付属資料／備考

●目録作成にあたり、文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書のデータを提供していただいた
小池聖一氏に感謝いたします。
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〔1〕既刊目録掲載資料

1.日誌等 p. 1   5-(11)第87回国会施政方針演説作成資料 p. 105

  1-(1)森田一秘書官関係 p. 1   5-(12)大平総理入院状況 p. 106

  1-(2)大平正芳日誌 p. 2   5-(13)第91回国会施政方針演説作成資料 p. 109

2.大平事務所日誌・日程関係 p. 2   5-(14)第88回国会施政方針演説作成資料 p. 109

3.大平正芳書簡 p. 5   5-(15)行政改革 p. 111

  3-(1)第二次大平内閣成立祝関係 p. 5   5-(16)中国出張 p. 113

  3-(2)大平志げ子関係 p. 6   5-(17)訪米発言要領関係 p. 114

  3-(3)大蔵大臣関係 p. 8   5-(18)大平入院後の新聞記事 p. 116

  3-(4)見舞電報 p. 10   5-(19)大平首相対談関係 p. 116

  3-(5)見舞状 p. 11   5-(20)その他 p. 118

  3-(6)写真① p. 13 6.大平事務所書類 p. 130

  3-(7)写真ネガフィルム p. 13   6-(1)一般書類 p. 130

  3-(8)写真② p. 14   6-(2)恩給関係 p. 130

4.伝記資料及び草稿 p. 21   6-(3)参考書類 p. 130

5.書類 p. 95   6-(4)事務所原稿等 p. 131

  5-(1)瀬戸大橋関係 p. 95   6-(5)その他 p. 131

  5-(2)解散問題 p. 96 7.選挙関係 p. 131

  5-(3)東京サミット p. 96 8.夫人日誌 p. 138

  5-(4)大平総理会合資料 p. 97 9.インタビュー関係 p. 139

  5-(5)特別国会所信表明 p. 99   9-(1)インタビュー原稿 p. 139

  5-(6)政治資金疑惑再発防止 p. 100   9-(2)インタビュー録（カセットテープ）　※全て欠番 p. 147

  5-(7)社公民連合政権構想 p. 101   9-(3)インタビュー録2（カセットテープ）　※全て欠番 p. 147

  5-(8)内閣不信任、記者会見関係 p. 103   9-(4)インタビュー原稿2 p. 147

  5-(9)葬儀関係 p. 103 10.外務大臣期 p. 152

  5-(10)訪米等関係 p. 104

大平正芳関係文書目録【目次】
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11.大平事務所作成ファイル p. 152 14.スクラップブック関係（大平事務所作成） p. 206

  11-(1)東京商大入学後の住所ほか p. 152   14-(1)大平事務所作成スクラップブック p. 206

  11-(2)「1　挨拶状原稿抄録その他　昭和三十年度」 p. 156   14-(2) 回顧録編纂資料　※全て欠番 p. 210

  11-(3)「1　祝辞・弔辞」 p. 160 15.メディア資料　※全て欠番 p. 210

  11-(4)アイデンティティについてほか p. 162 16.芳名録 p. 210

  11-(5)「4　挨拶状原稿抄録その他　昭和四十年度」 p. 164 17.雑 p. 211

  11-(6)「辞令等」 p. 167 18.履歴関係　※全て欠番 p. 212

  11-(7)「挨拶状原稿抄録その他　昭和五十年度」 p. 169 19.芳名帳　※全て欠番 p. 212

  11-(8)「（1）クリスマス･年賀カード　 20．大平財団所蔵資料 p. 212

　　　　　　　　　大蔵大臣当時　総理大臣当時その他」 p. 172   20-(1)大平財団所蔵資料 p. 212

  11-(9)「（2）クリスマス･年賀カード　   20-(2)追加 p. 213

　　　　　　　　　外務大臣当時　総理大臣当時その他」 p. 175

  11-(10)「ご案内状その他」 p. 177

  11-(11)「大平夫人を励ます会ほか」 p. 178 〔2〕追加資料

  11-(12)「『大平公園』命名式ほか」 p. 181 21.日記・手帳類 p. 216

  11-(13)「辞令」 p. 182 22.書簡 p. 216

  11-(14)「2 弔辞・追慕・序文」 p. 186 23.スクラップブック p. 219

  11-(15)「2　挨拶状原稿抄録その他　昭和四十年度」 p. 188 24.書類 p. 220

  11-(16)「3　挨拶状原稿抄録その他　昭和四十年度」 p. 191 25.回想録関係 p. 224

  11-(17)「大平明・上原吉子結婚式案内状その他」 p. 194

  11-(18)「6　挨拶状原稿抄録その他　年度不明」 p. 198

12.大平正芳原稿 p. 199 〔3〕写真アルバム

  12-(1)「潮の流れを変えよう」原稿 p. 199 26.アルバム p. 227

  12-(2)『旦暮芥考』原稿 p. 199   26-(1)アルバム（内閣総理大臣官邸写真室撮影） p. 227

  12-(3)『私の履歴書』原稿 p. 200   26-(2)アルバム（外相、通産相等） p. 249

  12-(4)その他原稿 p. 200   26-(3)アルバム（その他） p. 251

13.大平正芳追想原稿 p. 200   26-(4)アルバム（複製版） p. 254

  13-(1)追想編原稿　※全て欠番 p. 200

  13-(2)『去華就実』原稿 p. 200

  13-(3)その他 p. 204
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請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

 1. 日誌等
  1-(1) 森田一秘書官関係

0008
「長沙馬王堆一号漢墓発掘簡
報」

昭和47年7月

湖南省博物
館 ・中国科
学院考古研
究所 ・文物
編集委員会

文物出版社 Ｂ5洋紙、冊子17頁、活版、カラー印刷 9月28日条に挟み込み

0009 封筒 茶封筒1枚
表に青ペンにて「予定表」と
あり

0010 予定表
昭和57年1月1日カ～
2月1日

Ｂ4洋紙24枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

0011 「週間日程」 1月1日～2月5日 Ｂ4洋紙7枚、乾式コピー
挿入・追加多数あり、同件2枚
あり

0012 「週間日程」 1月30日～2月26日 Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー 赤線・挿入・追加多数あり
0013 「週間日程」 2月27日～3月29日 Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー 挿入・追加多数あり
0014 「週間日程」 3月26日～4月29日 Ｂ4洋紙7枚、乾式コピー

0015 白紙
Ｂ4洋紙8枚、乾式コピーにて罫線のみあ
り

同件7枚あり

0016 「週間日程」 4月27日～5月29日 Ｂ4洋紙6枚 黒ペン書にて多数書込あり

0017 「週間日程」 5月9日～6月12日
Ｂ4洋紙5枚、10cm×15cmわら半紙1枚、
乾式コピー、ホッチキスどめ

わら半紙に赤ペン書にて多
数書込あり

0018 「週間日程」 5月28日～6月12日 Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー 黒ペン書にて多数書込あり

0019 「週間日程」 7月11日～7月31日
Ｂ4洋紙2枚、7.5cm×19cm洋紙1枚、乾
式コピー、ホッチキスどめ

7.5cm×19cmの洋紙に鉛筆
書にてメモあり

0020 「週間日程」 8月1日～8月19日 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー 黒鉛筆書にてメモ多数あり
0021 「週間日程」 9月5日～9月24日 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー 黒ペン書にて書込多数あり

0022 「週間日程」 10月17日～11月6日 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
赤ペン・鉛筆書にて書込多
数あり

0023 「週間日程」 10月3日～10月16日 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にて書込多数あり

0024 「週間日程」
10月31日～11月20
日

Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にて書込多数あり

0025 「週間日程」
11月19日～12月31
日

Ｂ4洋紙7枚、乾式コピー
赤ペン・鉛筆書にて書込多
数あり

0026 6月5日、6日のスケジュール Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

0027
6月5日～7日に関するスケジュー
ル

Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、クリップどめ 同件2枚あり

0028 「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

Ｂ5洋紙20枚、乾式コピー 同件20枚あり

0029 「入会申し込み書」
大平正芳先
生を偲ぶ会
会長

4.5cm×9cm洋紙1枚、乾式コピー

0030
「山本町大平正芳先生を偲ぶ会
役員名簿」

Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー

0031 手書き地図 18cm×23cm洋紙1枚、鉛筆書
0032 「西村前副総裁予定」 7.5cm×18cm洋紙1枚、黒ペン書

0033
大平正芳先生を偲ぶ会及び、森
田一講演に関する件

Ｂ4洋紙、Ｂ5洋紙、葉書、19cm×34cm洋
紙、乾式コピー、黒ペン書

  1-(2) 大平正芳日誌

0034 大平正芳日誌 昭和39年（1964年） 〔大平正芳〕
Ａ4冊子（The Economist DIARY）、洋紙、
青ペン・黒ペン・鉛筆書、厚さ2.4cm

0035 大平正芳日誌 昭和40年（1965年） 〔大平正芳〕
Ａ4冊子（The Economist DIARY）、洋紙、
青ペン・黒ペン・鉛筆書、厚さ2.4cm

0036 大平正芳日誌 昭和41年（1966年） 〔大平正芳〕
Ａ4冊子（The Economist DIARY）、洋紙、
青ペン・黒ペン・鉛筆書、厚さ2.4cm

0037 大平正芳日誌 昭和42年（1967年） 〔大平正芳〕
Ａ4冊子（The Economist DIARY）、洋紙、
青ペン・黒ペン・鉛筆書、厚さ2.4cm

0038 大平正芳日誌 昭和43年（1968年） 〔大平正芳〕
Ａ4冊子（The Economist DIARY）、洋紙、
青ペン・黒ペン・鉛筆書、厚さ2.4cm

 2. 大平事務所日誌・日程関係

0039 「日誌」
昭和37年7月20日～
昭和39年7月20日

Ｂ5洋紙、冊子、黒ペン・青ペン書、厚さ
4cm

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

0040 日程表
昭和39年1月7日～7
月13日

Ｂ5タイプ用紙11枚、和文タイプ、ホッチキ
スどめ

表紙の裏に挟んであり
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請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

0041
「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）

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

昭和37年10月16日の頁に挟
んであり

0042 「公聴会報号外」 昭和39年3月16日
日本国民公
聴会

Ｂ5わら半紙1枚、活版
昭和39年1月18日の頁に挟
んであり

0043 「外務大臣週間予定表」 10月13日 大平正芳 Ｂ4洋紙1枚、湿式コピー 最後の頁に挟んであり

0044 「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1cm

0045 「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0.8cm

0046 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
専務

大平正芳 7cm×10cm洋紙1枚、青ペン書
昭和43年7月31日の頁に挟
まれてあり

0047 「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
0.4cm

0048 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
Ａ5タイプ用紙4枚、和文タイプ、クリップど
め

昭和43年5月9日の頁に挟ん
であり

0049 正誤表 Ａ5洋紙1枚、和文タイプ
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

0050
「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
0.6cm

0051
クラス会の日程及び電話番号の
メモ

Ｂ6洋紙1枚、鉛筆・赤ペン書
昭和43年8月11日の頁に挟
んであり

0052 「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（簿冊）、青焼き、厚さ
4.2cm

0053
「日程表（会館）（通産大臣辞任
後）」

昭和44年8月1日～
12月31日

Ｂ5洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・赤ペン・
鉛筆書、厚さ1cm

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

0054 「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0.8cm

0055 「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0.8cm

0056 「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1.2cm
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請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

0057
「大平先生道南日程」及び講演メ
モ下書き

Ｂ5赤罫紙1枚、青ペン・黒ペン・赤ペン書
昭和45年8月31日の頁に挟
んであり

0058 「日程　45.1～」
昭和45年1月19日～
4月6日

鈴木（大平事
務所）

Ａ4洋紙、冊子、黒ペン・鉛筆・赤ペン書、
厚さ0.5cm

0059 「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1cm

0060
2月2日～2月  日までのスケ
ジュールメモ

Ｂ6日本塩回送株式会社赤罫紙1枚、青
ペン・赤ペン・鉛筆書

昭和45年5月14日の頁に挟
んであり

0061 資生堂のパーティーに関するメモ
Ｂ5資生堂黒罫紙2枚、黒ペン・青ペン・赤
鉛筆書

昭和45年11月25日の頁に挟
んであり

0062 「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0.8cm

0063 「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0.8cm

0064 「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0.8cm

0065
「日程　48.3.1～外務大臣時代
10.31まで」（213号）

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0.8cm

0066 「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0.8cm

0067 「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1cm

0068 「9月16日(月)日程表」 昭和49年9月16日 Ａ5変洋紙1枚、青焼き
昭和49年9月16日の頁に挟
んであり

0069 1月9日(木)のスケジュール Ｂ6洋紙1枚、乾式コピー
昭和49年10月11日の頁に挟
んであり

0070 「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1cm

0071 「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1.2cm

0072 「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1cm

0073
「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1.2cm
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0074 「日程表　昭和53.10.6～」
昭和53年10月6日～
昭和54年5月31日

鈴木（大平事
務所）

Ｂ5洋紙、冊子、黒ペン・青ペン・赤ペン・
鉛筆書、厚さ0.6cm

0075
「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
Ｂ5洋紙、冊子、黒ペン・青ペン・赤ペン・
鉛筆書、厚さ0.7cm

7月21日条に挟み込み（Ｂ6洋
紙1枚、乾式コピー）あり

0076 「日程表　55.1.1～」
昭和55年1月1日～7
月16日

大平事務所
Ｂ5洋紙、冊子、青ペン・赤ペン・鉛筆書、
厚さ1.1cm

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

0077
「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 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー
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

 3. 大平正芳書簡
  3-(1) 第二次大平内閣成立祝関係

0079 第二次大平内閣成立お祝い 〔昭和54年11月9日〕 対馬喜美男 大平正芳 Ｂ5変洋紙3枚、黒ペン書、封書 速達の朱印あり

0080 第二次大平内閣成立お祝い 〔昭和54年11月9日〕 小林末夫 大平正芳 葉書1枚、黒ペン書

0081 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1枚、墨書

0082 第二次大平内閣成立お祝い 〔昭和54年〕11月9日
田渕義雄（海
交会全連会
長）

大平正芳 葉書1枚、墨書

0083 第二次大平内閣成立お祝い 〔昭和54年〕11月9日 岡野晴雄 大平正芳 葉書1枚、黒ペン書

0084 第二次大平内閣成立お祝い
〔昭和54年〕11月10
日

倉田キヨエ 大平正芳 Ｂ5変洋紙3枚、黒ペン書、封書

0085 第二次大平内閣成立お祝い
〔昭和54年〕11月10
日

大槻義公（ダ
イセル株式
会社）

大平正芳 Ａ6変洋紙1枚、黒ペン書、封書

0086 第二次大平内閣成立お祝い
〔昭和54年11月10
日〕

西川数雄 大平正芳 葉書1枚、墨書 （雅号西川小舟）

0087 第二次大平内閣成立お祝い 昭和54年11月10日
早乙女正巳
（日本銀行）

大平正芳 Ｂ5変洋紙3枚、黒ペン書、封書

0088 第二次大平内閣成立お祝い
〔昭和54年〕11月12
日

伊藤万助 大平正芳 葉書1枚、黒ペン書
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0089 第二次大平内閣成立お祝い 昭和54年11月12日
又信会第1回
マラソン翁中
平定造

大平正芳 葉書1枚、墨書

0090 第二次大平内閣成立お祝い
昭和54年11月〔12
日〕

古川豊 大平正芳 葉書1枚、黒ペン書

0091 第二次大平内閣成立お祝い
〔昭和54年〕11月14
日

安田博（大阪
瓦斯株式会
社）

大平正芳 19.5cm×111cm和紙1枚、墨書、封書

0092 第二次大平内閣成立お祝い
〔昭和54年〕11月14
日

西山磐（大阪
瓦斯株式会
社）

大平正芳 19.5cm×93.5cm和紙1枚、墨書、封書

0093 第二次大平内閣成立お祝い 昭和54年11月15日
瀬尾秀彰（駿
台学園理事
長）

大平正芳 19.5cm×113cm和紙1枚、墨書、封書

0094 第二次大平内閣成立お祝い
昭和54年11月〔20
日〕

小鍋新蔵（日
本交通株式
会社社長）

大平正芳 19.5cm×118.5cm和紙1枚、墨書、封書

0095 第二次大平内閣成立お祝い 昭和54年11月22日
森昭人（大阪
貿易協会）

大平正芳 Ａ6変洋紙1枚、黒ペン書、封書

  3-(2) 大平志げ子関係

0096 封筒

Gamma
presse
images
Tokyo

青封筒1通

0097 封筒 封筒1通
封筒表に黒ペン書にて「57年
1月ヨリ　写真帳に貼る順に入
れてある」とあり

0098 写真 写真6枚
型の大きい写真裏に黒ペン
書にて「57.4月」とあり

0099 「故大平正芳逝去100日記念式」
昭和55年9月19日
（金）

Ｂ6洋紙1枚、活版、中折

0100 歌詞カード Ａ5洋紙1枚、活版

0101 「葡萄園」 昭和27年7月28日 Ｂ4洋紙1枚、活版、中折 「故　大平志げ子さん　回想」
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0102 「晁桜」 平成2年9月10日 Ｂ4洋紙5枚、活版、中折

0103 梶原武俊氏電報 昭和61年11月21日
梶原武俊（共
同通信社広
島支局長）

大平志げ子 電報1通 誕生日用祝電

0104 祝電 昭和61年11月21日 大平志げ子

阿部アツシ
（サンケイ新
聞論説副委
員長）

電報1通 誕生日用祝電

0105 加藤卓男氏書簡 昭和53年12月13日 加藤卓男 大平志げ子 Ｂ5洋紙5枚、青ペン書、封書
0106 水谷弘氏書簡 昭和31年11月20日 水谷弘 大平志げ子 Ｂ6洋紙1枚、青ペン書、封書
0107 平岩外四氏書簡 11月20日 平岩外四 大平志げ子 Ｂ6洋紙1枚、黒ペン書、封書

0108 祝電 昭和61年11月22日
ワタナベサイ
チ

大平志げ子 電報1通

0109 三喜田泰三氏書簡 昭和61年12月18日 三喜田泰三 大平志げ子 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、封書
0110 芦田淳氏書簡 芦田淳 大平志げ子 Ｂ6洋紙1枚、黒ペン書、封書

0111 木村美菜氏書簡 木村美菜 大平志げ子
Ａ5洋紙1枚、Ａ5画用紙1枚、黒ペン書、
中折、封書

0112 名刺 名刺2枚
中華人民共和国駐日本国特
命全権大使　章曙、薛潤吾

0113 写真 写真5枚 Ａ4洋紙に内包

0114 Wickel氏書簡
Mrs. Fumi
Wickel

大平志げ子 Ｂ6洋紙1枚、黒ペン書、中折、封書

0115 写真 昭和57年6月 写真13枚、封書

Ｂ7洋紙に黒ペン書にて
「57.6月ニューオリンズチュー
レン大学へ本を寄贈記念
学長総領事井沢千鶴子先
生」とあり

0116 大平正芳宛宅脇百合子氏書簡 昭和53年9月24日 宅脇百合子 大平正芳 巻紙1枚、封書
0117 大平正芳宛堀内稔氏書簡 12月1日 堀内稔 大平正芳 読売新聞社用箋5枚、青ペン書、封書

0118 封筒 封筒1通
封筒表に黒ペン書にて「昭和
60年にいただいたもの」とあり
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  3-(3) 大蔵大臣関係

0119 封筒 封筒1通
封筒表に黒ペン書にて「大平
大蔵大臣への挨拶状在中」と
あり

0120
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

0121 Wilford氏書簡 昭和51年9月17日
Michael
Wilford

Ａ4洋紙1枚、封書

0122 アフリカ開発基金書簡 昭和51年10月1日

Governorofth
eAfricanDeve
lopment
Fund

大平正芳
10.5cm×28cmカラー印刷  枚、10.5cm×
28cm洋紙1枚

0123 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3枚、活版、クリップどめ、封書

0124 Douglas MacArtherⅡ氏書簡 昭和51年3月8日
Douglas
MacArtherⅡ

大平正芳 Ａ4タイプ用紙、英文タイプ、封書

0125 John M.Pope氏書簡 昭和51年9月2日 John M.Pope 大平正芳 Ａ4洋紙1枚、英文タイプ、封書

0126 Knud Heinesen氏書簡 昭和51年7月26日
Knud
Heinesen

大平正芳 Ａ4洋紙1枚、封書

0127 Morma Swan氏書簡 昭和51年1月30日 Morma Swan 大平正芳
Ａ4洋紙1枚、青ペン書、Ａ4洋紙1枚、カ
ラー印刷、封書

0128 Bruce Rankin氏書簡 昭和51年6月15日 Bruce Rankin 大平正芳 Ａ4洋紙1枚、英文タイプ

0129 Arther F. Burns氏書簡 昭和51年10月29日
Arther
F.Burns

大平正芳
Ａ4洋紙1枚、英文タイプ、封書、クリップど
め

0130 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

0131 Rinaldo Ossola氏書簡 昭和51年9月10日
Rinaldo
Ossola

大平正芳 Ａ4洋紙1枚、英文タイプ、封書

0132 平原毅氏書簡 昭和49年7月17日 平原毅 大平正芳 Ａ4洋紙1枚、青ペン書、封書

0133 Duglas MacArtherⅡ氏書簡 昭和51年2月18日
Duglas
MacArtherⅡ

大平正芳
Ａ4タイプ洋紙2枚、ホッチキスどめ、英文
タイプ、封書
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0134 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

0135 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2枚英文タイプ、Ｂ4洋紙3枚コ
ピー、クリップどめ

0136 Gustavo Romeo Kolbeck氏書簡 昭和51年7月8日
Gustavo
Romeo
Kolbeck

大平正芳 Ａ4洋紙1枚、英文タイプ、封書

0137
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1枚、英文タイプ

0138 Mocilo Cemovic氏書簡 昭和51年11月26日
Mocilo
Cemovic

大平正芳 Ａ4洋紙1枚、英文タイプ、封書

0139 Jimmy Carter氏書簡 昭和51年11月26日 Jimmy Carter 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、活版、封書

0140 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1枚、英文タイプ

0141
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1枚、英文タイプ、封書

0142
日本滞在のDouglasMcArther Ⅱ
氏礼状

昭和50年10月12日
Douglas
McArtherⅡ

大平正芳 Ｂ5変タイプ用紙1枚、英文タイプ、封書

0143 Jean Frere氏書簡 昭和50年11月17日

Jean Frere
（ブリュッセル
ランバート銀
行）

大平正芳 Ａ4洋紙1枚、英文タイプ、封書

0144
訪日Chaucey J. Medberry,Ⅲ氏
礼状

昭和50年8月6日

Chaucey
J.Medberry,
Ⅲ（アメリカ
銀行）

大平正芳 アメリカ銀行用箋1枚、英文タイプ、封書

0145 Michael Wilford氏書簡 昭和51年5月6日
Michael
Wilford

大平正芳
Ａ4洋紙3枚、英文タイプ、Ａ4コピー用紙3
枚、封書、クリップどめ

0146
訪日のMalcolm Fraser豪首相礼
状

昭和51年7月2日

Malcolm
Fraser（オー
ストラリア首
相）

大平正芳 Ａ4洋紙1枚、英文タイプ
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0147 キッシンジャー米国務長官礼状 昭和50年1月28日
HenryA.Kissi
nger（アメリカ
国務長官）

大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、英文タイプ

0148 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1枚、英文タイプ

0149 Sultan Mohmood Pakistan書簡 昭和50年2月14日
Sultan
Mohmood
Pakistan

大平正芳 封書

0150 中山賀博氏書簡 昭和49年7月19日
中山賀博（在
フランス大使
館）

大平正芳
Ａ4洋紙2枚、青ペン書、クリップどめ、封
書

0151 年賀状 昭和51年1月15日 大平正芳 Ａ4洋紙1枚、活版、中折、封書

0152
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

Wallace
E.Rowling
（ニュージー
ランド労働党
党首 ）

大平正芳 Ａ4洋紙1枚、英文タイプ、封書

0153 Bruce Rankin氏書簡 昭和51年5月28日 Bruce Rankin 大平正芳 Ａ4洋紙2枚、英文タイプ、封書

0154 James J.Needham氏書簡 昭和51年11月11日
James
J.Needham

大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、英文タイプ、封書

0155
Rachmat Salenインドネシア銀行
総裁書簡

昭和50年11月20日

Rachmat
Salen（インド
ネシア銀行
総裁 ）

大平正芳 Ａ4タイプ洋紙1枚、英文タイプ、封書

0156
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 Ａ4変洋紙1枚、乾式コピー
右上に「大蔵省接受　秘第
192号」とあり

0157 S.Than氏書簡 昭和49年7月20日 S.Than 大平正芳 Ａ4洋紙2枚、英文タイプ、封書

0158 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洋紙変3枚、英文タイプ

  3-(4) 見舞電報

0159 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1枚、英文タイプ
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0160 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1枚、英文タイプ

0161 J.Burke Knapp氏書簡 昭和50年11月3日

J.Burke
Knapp（国際
復興開発銀
行）

大平正芳 Ｂ5変世銀用紙1枚、英文タイプ、封書

0162 Ali Wardhana氏融資礼状 昭和50年11月21日

Ali Ward-
hana（インド
ネシア大蔵
省）

大平正芳 Ａ4変タイプ用紙1枚、英文タイプ、封書

0163 封筒 封筒1通
封筒表に黒ペン書にて「見舞
電報　転載」とあり

0164 御見舞い電報 昭和55年 大平正芳 電報68通

0165
「お見舞い電報（瀬田）①」電報
送信者リスト

原稿用紙8枚、黒ペン・青ペン・赤ペン・
鉛筆書、クリップどめ、ホッチキスどめ

0166
「お見舞（瀬田）」電報送信者リス
ト

原稿用紙2枚、青ペン・赤ペン・鉛筆書、
ホッチキスどめ

0167
「お見舞の手紙（瀬田）」電報送
信者リスト

原稿用紙3枚、大平正芳用箋10枚、青ペ
ン・黒ペン・鉛筆書、クリップどめ

0168 「電話でのお見舞」リスト
Ｂ6日本塩回送株式会社用箋8枚、鉛筆・
赤ペン書

0169 住所録 Ｂ5洋紙4枚、鉛筆書

0170 住所録
Ｂ5洋紙2枚、鉛筆・青ペン書、ホッチキス
どめ

0171 「お見舞（病院）」リスト Ｂ5洋紙1枚、鉛筆・黒ペン書

  3-(5) 見舞状

0172 封書 昭和55年6月11日 高橋俊夫 大平正芳 3枚、黒ペン書、封書
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

0173 封書 大平正芳 Ｂ4半紙、青ペン書、封書

0174 封書 昭和55年6月10日 竹森眞喜男 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、青ペン書、封書
鉛筆書にて「平癒を祈ります
との文」とあり

0175 封書 昭和55年6月4日 早川統通 大平正芳 早川統通用箋3枚、黒ペン書、封書

0176 封書 昭和55年6月11日 加藤義和 大平正芳 巻紙1枚、墨書、封書
鉛筆書にて「観音寺市長」と
あり

0177 封書 昭和55年6月5日 中川啓二 大平正芳 和紙3枚、墨書、封書 鉛筆書にて「見舞」とあり
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0178 封書 昭和55年6月21日
日本卿友連
盟熊本支部

大平正芳 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー、封書

0179 封書 昭和55年6月8日
岸和田八司
子

大平志げ子 Ｂ5洋紙4枚、黒ペン書、封書

0180 封書 昭和55年6月4日 武田邦太郎 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、封書
0181 封書 昭和55年6月11日 松島正明 大平正芳 Ｂ5洋紙8枚、青ペン・黒ペン書、封書

0182 封書 昭和55年6月4日 染谷茂造 大平正芳
Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、ホッチキスどめ、
封書

鉛筆書にて「見舞」とあり

0183 封書 昭和55年 杉浦興一郎 大平正芳 Ｂ5洋紙8枚、黒ペン・青ペン書、封書

0184 封書 昭和55年6月4日
小原哲郎（玉
川大学長）

大平正芳 巻紙1枚、墨書、封書
鉛筆書にて「激励（選挙）」と
あり

0185 封書 昭和55年5月21日 二田松司 大平正芳 Ｂ5和紙2枚、黒ペン書、封書
0186 封書 昭和55年5月23日 堀古大六 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、封書
0187 封書 昭和55年5月21日 眞田正一 大平正芳 巻紙1枚、墨書、封書 鉛筆書にて「激励」とあり
0188 封書 昭和55年6月5日 森田豊 大平正芳 Ｂ5和紙3枚、黒ペン書、封書
0189 封書 昭和55年6月8日 谷川静雄 大平正芳 Ｂ5和紙3枚、墨書、封書

0190 封書 昭和55年6月4日
日定（仏道
者）

大平正芳 Ａ4変和紙3枚、墨書、封書 鉛筆書にて「教書」とあり

0191 封書 昭和55年6月10日 羽石勝実 大平正芳 Ｂ4変和紙3枚、鉛筆書、封書 税金関連の嘆願状
0192 封書 昭和55年6月11日 松井均 大平正芳 Ｂ5ライオンズ用箋2枚、黒ペン書、封書
0193 封書 昭和55年6月1日 対馬喜美男 大平正芳 Ｂ5洋紙3枚、黒ペン書、封書
0194 封書 昭和55年6月12日 鍋島省吾 大平正芳 Ｂ5洋紙3枚、墨書、封書

0195 封書 昭和55年6月10日 山崎桂子 大平正芳 Ｂ5洋紙3枚、黒ペン書、封書
鉛筆書にて「返事を出してや
りたいようなお嬢サン」とあり

0196 封書 昭和55年6月7日 一條 大平正芳 Ｂ5和紙3枚、黒ペン書、封書
0197 封書 昭和55年6月7日 森春恵 大平正芳 Ｂ5洋紙8枚、青ペン書、封書
0198 封書 昭和55年6月6日 早川統通 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、封書
0199 封書 昭和55年6月9日 蓮井淳 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、封書
0200 封書 昭和55年6月9日 藤村美津子 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、封書
0201 封書 昭和55年6月12日 武藤ふみ子 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、封書

0202 封書 昭和55年6月10日
大宮隆（寶酒
造株式会社）

大平正芳
Ｂ4タイプ洋紙1枚、和文タイプ、郵便葉書
1枚、封書

鉛筆書にて「十四日会案内」
とあり

0203 封書 昭和55年6月12日 城後文治 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、封書
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請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

0204 封書 昭和55年6月11日 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、黒ペン書、封書

0205 封書 昭和55年6月10日 遠山好 大平正芳
Ａ4洋紙1枚、乾式コピー、Ｂ5洋紙2枚、青
ペン書・オフセット印刷、封書

0206 封書 昭和55年6月10日 眞教治載 大平正芳 巻紙1枚、墨書、封書
0207 封書 昭和55年6月11日 及川正枝 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、黒ペン書、封書
0208 封書 昭和55年6月11日 京免義男 大平正芳 Ｂ5洋紙3枚、黒ペン書、封書

0209 封書 昭和55年6月4日 川瀬八重 大平正芳
巻物1巻、郵便物配達証明書1通、Ａ4和
紙1枚、封書

0210 封書 昭和55年6月2日 磯田仙三郎 大平正芳 Ｂ5和紙2枚、墨書、封書

0211 封書 昭和55年6月1日 岩佐竹翁 大平正芳 Ｂ4タイプ洋紙中折1枚、和文タイプ、封書

0212 封書 昭和55年6月3日 福井藤太郎 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、封書
0213 封書 昭和55年6月3日 大野家建 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、封書

0214 封書 昭和55年6月11日 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、封書
封書裏に鉛筆書にて「虎ノ門
病院は方位が悪いとの文」と
あり

0215 封書 昭和55年6月5日 義村孝子 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、封書
0216 封書 大平正芳 写真6枚、封書

  3-(6) 写真①

0217 アルバム帳　No.1 アルバム帳1冊
表紙に黒ペン書にて「北京、
1992、11月27日」とあり

0218 アルバム帳　No.2 アルバム帳1冊
表紙に黒ペン書にて「北京、
1992、11月27日」とあり

0219 アルバム帳　No.3 アルバム帳1冊
表紙に黒ペン書にて「北京、
1992、11月27日」とあり

0220 アルバム帳 アルバム帳1冊
表紙に黒ペン書にて「観音
寺・1992年12月30日」とあり

0221 写真帳 写真帳1冊

  3-(7) 写真ネガフィルム
0222 写真ネガ ネガフィルム1本分
0223 写真ネガ ネガフィルム1本分
0224 写真ネガ ネガフィルム1本分
0225 写真ネガ ネガフィルム1本分
0226 写真ネガ ネガフィルム2本分

0227 写真ネガ、写真
ネガフィルム2本分、パノラマ写真15枚、
写真8枚
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番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

  3-(8) 写真②

0228 写真 昭和18年8月11日 写真1枚
写真裏に鉛筆書にて「半身
バック下ボカシ　母親と一緒
の分は之一枚のみ」とあり

0229 写真 写真5枚

0230 写真 写真1枚
写真裏に赤ペン書にて「5-
扉」とあり

0231 写真 写真1枚
写真裏に赤ペン書にて「5-1」
とあり

0232 写真 写真1枚

写真裏に赤鉛筆書にて「要
返却」、青インクにて「麹町企
画」「港区赤坂1-9-15　日本
短波放送会館505号室　大平
正芳事務所　電話（583）
1006」と押印あり

0233 写真 写真1枚

写真表に印刷にて「大正十
五年十二月　高津君昭和十
五年秋逝く」とあり、写真裏に
赤鉛筆書にて「要返却」、青
インクにて「麹町企画」「港区
赤坂1-9-15　日本短波放送
会館505号室　大平正芳事務
所　電話（583）1006」と押印
あり

0234 写真 昭和31年 写真1枚
写真裏に黒ペン書にて「昭和
三十一年東京ニテ四十八
才」とあり

0235 写真 昭和37年 写真1枚

写真裏に鉛筆書にて「第2回
日米貿易経済合同委員会ケ
ネディ昭37年」、赤鉛筆書に
て「X1,06」、青インクにて「麹
町企画」「港区赤坂1-9-15
日本短波放送会館505号室
大平正芳事務所　電話（583）
1006」と押印あり
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番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

0236 写真 写真1枚

写真裏に黒インクにて「内閣
総理大臣官邸写真室　100東
京都千代田区永田町2-3-1
電話581-0101直通581-9843
昭和　年　月　日」と押印あり

0237 写真 写真1枚、Ｂ4洋紙中折1枚
写真裏に黒ペン書にて
「18.12.5若宮町（鈴木正撮）」
とあり

0238 写真 写真14枚
0239 写真 写真14枚
0240 写真 写真14枚

0241 写真 写真1枚

写真表に印刷にて「第四回
芳友会　大平政治教室　昭
和41.9.4於・琴平公会堂」と
あり

0242 写真 写真1枚
写真裏に赤ペン書にて「4-
扉」とあり

0243 写真 写真2枚

写真裏に青インクにて「麹町
企画」「港区赤坂1-9-15　日
本短波放送会館505号室　大
平正芳事務所　電話（583）
1006」と押印あり

0244 写真 時事通信社 写真2枚
写真裏に青インクにて押印あ
り

0245 写真 写真1枚
写真裏に鉛筆書にて
「47.10.10シェル西独外相
於羽田東急ホテル」とあり

0246 写真 写真1枚
写真裏に黒ペン書にて「39.1
月ロバートケネディ夫人と」と
あり

0247 写真 写真2枚

写真裏に黒インクにて「港区
赤坂1-9-15　日本短波放送
会館505号室　大平正芳事務
所　電話（583）1006」と押印
あり
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0248 写真 写真1枚
写真裏に鉛筆書にて「47年9
月18日ヒース英国首相と会談
飯倉公館」とあり

0249 写真 写真1枚
写真裏に青インクにて押印あ
り

0250 写真
写真1枚、Ｂ5新財政研究会原稿用紙中
折1枚

新財政研究会原稿用紙裏に
青ペン書にて「一年生議員の
ころ、妻と」とあり、写真裏に
黒インクにて「港区赤坂1-9-
15　日本短波放送会館505号
室　大平正芳事務所　電話
（583）1006」と押印あり

0251 写真
写真1枚、Ｂ5新財政研究会原稿用紙中
折1枚

新財政研究会原稿用紙裏に
青ペン書にて「第二次池田
改造内閣の外相当時　田中
蔵相とともに（昭和三十七年
十月）？」とあり、写真裏に黒
インクにて「港区赤坂1-9-15
日本短波放送会館505号室
大平正芳事務所　電話（583）
1006」と押印あり

0252 写真
写真1枚、Ｂ5新財政研究会原稿用紙中
折1枚

新財政研究会原稿用紙裏に
青ペン書にて「戦時中の役人
時代（後列左から三人目）」と
あり、写真裏に黒インクにて
「港区赤坂1-9-15　日本短波
放送会館505号室大平正芳
事務所　電話（583）1006」と
押印あり
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0253 写真
写真1枚、Ｂ5新財政研究会原稿用紙中
折1枚

新財政研究会原稿用紙裏に
青ペン書にて「第二次池田
改造内閣で外相に就任（昭
和三十七年七月）」とあり、写
真裏に黒インクにて「港区赤
坂1-9-15　日本短波放送会
館505号室　大平正芳事務所
電話（583）1006」と押印あり

0254 写真
写真1枚、Ｂ5新財政研究会原稿用紙中
折1枚

新財政研究会原稿用紙裏に
青ペン書にて「勤続二十五
年の「永年在職議員」の表彰
を受ける（昭和五十二年七月
二十七日　於衆議院本会
議）」とあり、写真裏に黒イン
クにて「港区赤坂1-9-15　日
本短波放送会館505号室　大
平正芳事務所　電話（583）
1006」と押印あり

0255 写真
写真1枚、Ｂ5新財政研究会原稿用紙中
折1枚

新財政研究会原稿用紙裏に
青ペン書にて「第十一回参
議院選挙に勝利をおさめる、
右から江崎総務会長（現政
調会長）、大平幹事長、砂田
副幹事長（現文相）、福田首
相」とあり、写真裏に黒インク
にて「港区赤坂1-9-15　日本
短波放送会館505号室　大平
正芳事務所　電話（583）
1006」と押印あり

0256 写真 写真4枚
写真裏に黒インクにて「日本
経済新聞社　写真部」とあり
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0257 写真 写真6枚

写真裏に黒インクにて「内閣
総理大臣官邸写真室　100東
京都千代田区永田町2-3-1
電話581-0101直通581-9843
昭和　年　月　日」と押印あり

0258 写真 写真1枚

写真裏に黒インクにて「内閣
総理大臣官邸写真室　100東
京都千代田区永田町2-3-1
電話581-0101直通581-9843
昭和52年7月27日」と押印あ
り

0259 写真 写真1枚

写真裏に黒インクにて「内閣
総理大臣官邸写真室　100東
京都千代田区永田町2-3-1
電話581-0101直通581-9843
昭和55年3月29日」と押印あ
り

0260 写真 写真1枚

写真裏に黒インクにて「内閣
総理大臣官邸写真室　100東
京都千代田区永田町2-3-1
電話581-0101直通581-9843
昭和54年12月2日」と押印あ
り

0261 写真 写真1枚

写真裏に黒インクにて「内閣
総理大臣官邸写真室　100東
京都千代田区永田町2-3-1
電話581-0101直通581-9843
昭和48年10月8～10日」と押
印あり

0262 写真 写真1枚

写真裏に黒インクにて「内閣
総理大臣官邸写真室　100東
京都千代田区永田町2-3-1
電話581-0101直通581-9843
昭和54年9月10日」と押印あ
り
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0263 写真 写真1枚
写真裏に鉛筆書にて「天地
14cm縮小　左右20cm」、黒イ
ンクにて押印あり

0264 写真 写真1枚

写真裏に黒ペン書にて「第1
次田中内閣記念写真」、黒イ
ンクにて「内閣総理大臣官邸
写真室　100東京都千代田区
永田町2-3-1　電話581－
0101直通581-9843　昭和47
年7月7日」と押印あり

0265 写真 写真1枚

写真裏に鉛筆書にて「1973
9.2818:30～（30分）日伊定期
協議の際レオーネ大統領表
敬訪問？モロー外相同席」と
あり

0266 写真 写真1枚
写真裏に赤鉛筆書にて
「48.9.29バチカンパウロ六
世」とあり

0267 写真 写真4枚
0268 写真 Ａ4写真19枚

0269 焼香写真 写真2枚
写真裏に青インクにて「社会
保険法規研究会　週刊社会
保障」とあり

0270 写真 写真1枚
写真裏に鉛筆書きにて「1972
1018（ホワイトハウス）ニクソン
ハーグ少将」とあり

0271 写真 写真1枚

写真裏に黒インクにて「内閣
総理大臣官邸写真室　100東
京都千代田区永田町2-3-1
電話581-0101直通581-9843
昭和49年12月9日」と押印あ
り
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0272 写真 写真1枚

写真裏に黒インクにて「内閣
総理大臣官邸写真室　100東
京都千代田区永田町2-3-1
電話581-0101直通581-9843
昭和53年12月7日」と押印あ
り

0273 写真 写真1枚

写真裏に黒ペンにて「日米首
脳会議ニクソン大統領、ロ
ジャース国務長官田中首相と
著者（昭和四十七年八月ハ
ワイにて）」、黒インクにて「内
閣総理大臣官邸写真室　100
東京都千代田区永田町2-3-
1　電話581-0101直通581-
9843　昭和47年8月　日石井
幸之助」と押印あり

0274 写真 写真1枚

写真裏に赤ペン書にて「天地
90　左右12.5（厳守のこと）天
地、左右適当にカットしても
いい」とあり

0275 写真 写真1枚
写真裏に青ペン書にて
「52.8.30党主催「夏季全国研
修会」」とあり

0276 写真 写真1枚
写真裏に鉛筆書きにて「エー
ル大学名誉法学博士号　昭
和49年5月」とあり

0277 写真 昭和49年5月21日 写真1枚

写真裏に黒ペン書にて「日米
協会にて講演（昭和四十九
年五月）ニューヨーク、アスト
リアホテルにて」とあり

0278 写真 写真1枚

写真裏に鉛筆書きにて「第七
十七回国会で財政演説を行
なう大平蔵相（51.1.23 衆議
院本会議）」とあり
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0279 写真 写真1枚

写真裏に黒ペン書にて「衆院
本会議で初の施政方針演説
をする大平首相」、黒インクに
て「54.1.25」と押印あり

0280 写真 写真1枚
写真裏に青インクにて押印あ
り

 4. 伝記資料及び草稿
0283 封筒（伝記編資料第1章） Ｂ4封筒(大平正芳)1通

0284
「古い伝統に輝やく　藤原姓（近
藤流）大平一族　雲風山国祐寺
略誌」

昭和55年11月1日
大平武義（大
平一族会代
表）

冊子（コピー、ホッチキスどめ）

0285 「第十章　三好氏の勃興と讃岐」 Ａ4洋紙15枚、乾式コピー

0286 「水と借金」 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー
0287 「雲風山国祐寺略誌」 昭和53年10月13日 大平宏龍 Ｂ6判冊子、72頁
0288 「大悲谷　観音由来記」 昭和40年1月25日 Ａ4洋紙56枚、乾式コピー 全冊コピー
0289 メモ Ｂ6洋紙2枚、ホッチキスどめ、鉛筆書 四国各県面積について

0290 原稿断片
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、1
枚

0291 「豊浜のむかし話」 昭和53年6月15日
豊浜町教育
委員会

冊子（Ａ5判）、50頁

0292 「大平姉妹の話」 Ｂ5洋紙12枚、乾式コピー 5頁欠、インタビュー原稿
0293 封筒（伝記編資料第2・3章） Ｂ4封筒(大平正芳)1通

0294 「三中時代の思い出」 昭和45年3月27日 大平正芳 Ｂ5洋紙12枚、乾式コピー

「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

0295
「大平総理を語る－同窓生座談
会－」

Ａ4洋紙8枚、乾式コピー インタビュー原稿

0296 「小学校の級友の話」 Ｂ5洋紙21枚、乾式コピー インタビュー原稿
0297 「斎藤学」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー インタビュー原稿
0298 「片木さんの話」 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー インタビュー原稿
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0299 校正刷 Ａ4洋紙4枚、乾式コピー

「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」

0300
「記者手帳　順法収拾にはヒラメ
かず」『日本経済新聞』

昭和48年3月13日 Ｂ6洋紙1枚、乾式コピー

0301 「ある政治家」『四国新聞』 11月1日 内藤久 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
0302 「大平芳数氏の話」 Ｂ5洋紙15枚、乾式コピー
0303 「森誓夫」 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー
0304 「大平芳数」 Ｂ5洋紙17枚、乾式コピー インタビュー原稿
0305 「山田ムマ」 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー インタビュー原稿
0306 「森誓夫」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー インタビュー原稿
0307 「森誓夫」 Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー インタビュー原稿
0308 「片木雅文氏」 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー インタビュー原稿
0309 「山田ムマ、加地富江」 Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー インタビュー原稿
0310 「山田ムマ、加地富江」 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー インタビュー原稿
0311 「本田益夫先生の話」 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー インタビュー原稿
0312 「大西逸平さんの話」 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー インタビュー原稿
0313 「松岡氏テープ」 Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー インタビュー原稿
0314 「斎藤学」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー インタビュー原稿
0315 「斎藤学先生」 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー インタビュー原稿
0316 「上森剛」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー インタビュー原稿
0317 「山田ムマ、加地富江」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー インタビュー原稿

0318
大平正芳中学校成績表（香川県
立三豊中学校）

Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー

0319 （伝記編資料第4章） Ｂ4封筒(大平正芳)1通

0320 「善き師の思い出」
出射義夫（千
葉地検検事
正）

Ｂ5変洋紙7枚、乾式コピー

0321 「橋本氏　第一回」 Ｂ5洋紙21枚、乾式コピー インタビュー原稿
0322 「筒井政夫氏」 Ｂ5洋紙21枚、乾式コピー インタビュー原稿

0323 大平正芳、受洗志願書 昭和4年12月22日 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー
基督教団観音寺教会『洗礼
願書綴』『会員名簿』

0324 「山田ムマ、加地富江」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー インタビュー原稿
0325 「赤城猪太郎氏」 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー インタビュー原稿
0326 「片木雅文」 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー インタビュー原稿
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0327 「山城章氏」 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー インタビュー原稿
0328 「斎藤学」 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー インタビュー原稿
0329 「大平芳数」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー インタビュー原稿
0330 「村上錦二」 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー インタビュー原稿
0331 「斎藤学」 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー インタビュー原稿
0332 「大平正芳書簡」 昭和7年8月 大平正芳 斎藤欽二 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー
0333 「山田ムマ、加地富江」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー インタビュー原稿
0334 「鷹尾氏」 Ｂ5洋紙36枚、乾式コピー インタビュー原稿

0335 「伝道集会」
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、Ｂ6変洋紙1枚、
乾式コピー

『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」

0336 「みちびき選集」 山口辰男 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー

0337
「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

雑誌切り抜き、Ａ4変洋紙、2枚

0338 「大平正芳と私」『基督教世界』 昭和55年8月10日 桃谷勘三郎 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
0339 「眞鍋兄を追慕して」『又信』 昭和13年8月31日 大平正芳 Ａ4洋紙2枚、乾式コピー インタビュー原稿
0340 「長尾頼隆氏」 Ｂ5洋紙11枚、乾式コピー インタビュー原稿
0341 「増田健治」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー インタビュー原稿
0342 「神原兄弟」 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー インタビュー原稿
0343 「太田誠三郎氏の話」 昭和56年2月26日 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー インタビュー原稿
0344 「太田誠三郎」 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー インタビュー原稿
0345 「斎藤学」 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー インタビュー原稿
0346 「山本新太郎」 Ｂ5洋紙84枚、乾式コピー インタビュー原稿
0347 「桃谷氏の話」 昭和56年2月29日 Ｂ5洋紙92枚、乾式コピー インタビュー原稿
0348 「山田ムマ、加地富江」 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー インタビュー原稿
0349 「村上錦二社長さん」 Ｂ5洋紙40枚、乾式コピー インタビュー原稿
0350 封筒（伝記編資料第5章） Ｂ4封筒(大平正芳)1通
0351 「杉村博士えの追慕」『YMCA』 昭和33年8月10日 大平正芳 Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー
0352 コピー断片（一橋大学関係） Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
0353 「津島サンの思い出」 加藤藤太郎 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー 『津島寿一追想録』
0354 「学究の人」 水野正資 Ａ4洋紙1枚、校正刷
0355 「鷹尾寛」 Ｂ5洋紙66枚、乾式コピー インタビュー原稿
0356 「山田ムマ、加地富江」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー インタビュー原稿
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0357 「昭和十一年　人物調」 昭和11年
Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、Ｂ4洋紙3枚、乾
式コピー

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

0358 「橋本清」 Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー インタビュー原稿
0359 「出射善雄先生の話」 Ｂ5洋紙49枚、乾式コピー インタビュー原稿
0360 「鷹尾寛」 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー インタビュー原稿
0361 「一粒の麦」 梅野典平 Ａ4洋紙1枚、校正刷
0362 「赤城猪太郎氏」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー インタビュー原稿
0363 「山田ムマ、加地富江」 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー インタビュー原稿

0364 「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1枚、乾式コピー

0365 「高等試験断想」『又信』 昭和11年8月27日 大平正芳 Ａ4洋紙3枚、乾式コピー
0366 「長尾頼隆氏」 Ｂ5洋紙19枚、乾式コピー インタビュー原稿

0367 「大平メモ」 Ａ4洋紙4枚、乾式コピー
書籍に書き込まれた学生時
大平の感想メモ

0368
卒業論文「職分社会と同業組合」
部分

昭和11年 大平正芳 Ｂ4洋紙15枚、乾式コピー 小序と参考文献と構成

0369 「郷里と大阪」 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー 断片
0370 「武野義治」 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー インタビュー原稿
0371 「斎藤学」 Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー インタビュー原稿

0372 「メモ」
Ｂ5洋紙2枚、大平正芳回想録刊行会原
稿用紙

構成に関するメモ

0373 「長尾頼隆氏」 Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー インタビュー原稿
0374 「川口勲氏」 Ｂ5洋紙12枚、乾式コピー インタビュー原稿
0375 「長尾頼隆氏」 Ｂ5洋紙22枚、乾式コピー インタビュー原稿

0376 「メモ　木村政太郎」
Ｂ5洋紙1枚、大平正芳回想録刊行会原
稿用紙

0377 「紙田」 Ｂ5洋紙23枚、乾式コピー インタビュー原稿
0378 「武野義治」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー インタビュー原稿
0379 「増田」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー インタビュー原稿
0380 「山城章」 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー インタビュー原稿
0381 「岡本貞良」 Ｂ5洋紙11枚、乾式コピー インタビュー原稿
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0382 「斎藤晋一」 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー インタビュー原稿

0383 「校正刷」 Ａ4洋紙3枚、乾式コピー
「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」

0384 「黙して変通」『日本経済新聞』 昭和50年1月1日 大平正芳 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー

0385 「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

0386 「大平正芳と私」『基督教世界』 昭和55年8月10日 桃谷勘三郎 Ａ3洋紙中折1枚
0387 封筒（伝記編資料第6章） Ｂ4封筒(大平正芳)1通

0388
「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

Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー 『秋元文書』Z530 134-9

0389
「東北地方における酒類密造の
諸問題」

昭和37年11月27日
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

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

0390 「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12枚、乾式コピー

0391
「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1枚、乾式コピー

0392 「長尾頼隆氏」 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー インタビュー原稿
0393 「増田」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー インタビュー原稿
0394 「鷹尾寛」 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー インタビュー原稿
0395 「佐藤一郎氏インタビュー原稿」 Ｂ5洋紙19枚、乾式コピー インタビュー原稿
0396 「紙田氏」 Ｂ5洋紙28枚、乾式コピー インタビュー原稿
0397 「紙田氏」 3月7日 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー インタビュー原稿
0398 「高橋是清と農民」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー貼付

0399 「酒類密造矯正施設一般」 昭和14年5月
仙台税務監
督局

Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー

0400 「村山達雄先生」 3月20日 Ｂ5洋紙17枚、乾式コピー インタビュー原稿
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0401 「巻頭言」
内閣総理大
臣大平正芳

Ａ4洋紙1枚、乾式コピー

0402 税務署長関係コピー Ｂ5変洋紙5枚、乾式コピー
0403 「私の署長時代」 昭和45年12月 大平正芳 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー 「税のしるべ」投稿

0404 「校正稿」 Ａ5洋紙2枚、乾式コピー
「秀才らしくなく秀才」石野信
一

0405
「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3枚、乾式コピー

0406
「間税部長より国税課長宛統制
の件」書簡案

大平正芳
田中国税課
長

Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー

0407 「増田」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー インタビュー原稿
0408 「森永」 Ｂ5洋紙14枚、乾式コピー インタビュー原稿

0409
「仙台税務署長時代関係コピー
およびメモ」

Ｂ5洋紙3枚、大平正芳回想録刊行会原
稿用紙、乾式コピー貼付

0410
「興亜院設置問題」『外務省調査
月報』

昭和41年7・8月号 馬場明
冊子（ホッチキスどめ）Ｂ4洋紙中折19枚、
乾式コピー

0411 封筒「伝記編　資料　第７章」 Ａ4判角2型封筒、大平正芳

0412
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19枚、乾式コピー322-359頁

0413
大平正芳封筒「張家口あゆみの
会関係」

Ｂ5変封筒1枚

0414 「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

田中完 大平事務所 官製葉書1枚、青焼き

0415 懇親会案内 昭和56年6月25日
張家口あゆ
みの会

張家口あゆ
みの会

大平事務所 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー

0416 「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、29頁、同件2部あり

0417 「岡本高良」
Ｂ5洋紙29枚、大平正芳回顧録刊行会、
原稿用紙（8-9,31-39,48-65各頁）

インタビュー原稿

0418 遠藤六郎「蒙疆時代」 Ａ4洋紙3枚、乾式コピー（13-17頁）

0419
「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4枚、コクヨ原稿用紙

0420 「らくだ会」 Ｂ5洋紙32枚、乾式コピー インタビュー原稿
0421 「思い出の「白頭山節」」 浜田祐生 Ａ4洋紙1枚、校正刷
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0422 「佐藤一郎氏」
Ｂ5洋紙74枚、大平正芳回想録刊行会原
稿用紙

インタビュー原稿

0423 「山城章氏」
Ｂ5洋紙19枚、大平正芳回想録刊行会原
稿用紙、(11-22,41-48頁)

インタビュー原稿

0424 「蒙疆張家口時代の大平さん」 遠藤六郎 Ａ4洋紙14枚、乾式コピー
0425 「シルバー　リポート」第12号 昭和55年7月20日 十四日会 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー

0426 「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）

0427
「九賢会の仲間たち」『日本経済
新聞』

昭和37年6月6日 磯崎叡 Ｂ5わら半紙1枚、同文2部

0428 「森田優三、同夫人」 3月19日
Ｂ5洋紙5枚、大平正芳回想録刊行会原
稿用紙

インタビュー原稿・要点メモ

0429 「森誓夫氏」 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、(11-17頁) インタビュー原稿
0430 「長生き」 磯崎叡 Ａ4洋紙1枚、校正刷（246-7頁）

0431
「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1枚(9頁)、乾式コピー

0432
「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4枚、乾式コピー(86-89,160-163
頁)

0433 官報 第3587号 昭和13年12月17日 Ａ3洋紙2枚、乾式コピー 興亜院事務分掌規程

0434 「赤城氏」
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）

インタビュー原稿

0435 「磯崎氏」 3月24日
Ｂ5洋紙29枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）、1-29頁

インタビュー原稿

0436 メモ（紙田千鶴雄氏） Ａ6コピー用紙、1枚
0437 封筒（伝記編資料第8章） 封筒1通

0438 「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
Ａ4洋紙56枚、乾式コピー、クリップどめ、
鉛筆・赤ペン書

鉛筆書にて傍線、赤ペン書
にて傍線・削除多数あり

0439 封筒（伝記編資料第9章） 封筒1通

0440 「これからの日本の外交」 昭和48年
外務省情報
文化局

Ｂ5冊子20頁、活版

0441 注釈切り抜き 18.2cm×9.3cm洋紙1枚、活版

0442 「合理と倫理」 伊東正義 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、鉛筆・赤ペン書 鉛筆書にて「8」とあり

0443 「これからの日本の外交」(コピー) 昭和48年
外務省情報
文化局

Ｂ4洋紙12枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書
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0444
“東久邇宮内閣の退陣”について
の切り抜き

18.7cm×6.8cm洋紙1枚、乾式コピー

0445 「佐藤一郎」
Ｂ5洋紙18枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、Ｂ5洋紙7
枚とＢ5洋紙11枚がそれぞれ
ホッチキスどめ

0446 「増田」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、鉛筆書 インタビュー原稿

0447
東久邇宮内閣についての切り抜
き

Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー

0448
「芳塘随想第六集」からの切り抜
き

Ｂ5洋紙1枚・切り抜き2部、乾式コピー、
ホッチキスどめ、鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「芳塘随
想第六集」とあり

0449 「本田益夫」
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

インタビュー原稿、1枚目に赤
ペン書にて「本田益夫氏」と
あり

0450 「山城章」
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、1枚目に鉛
筆書にて「山城章」とあり

0451 「武野義治」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、鉛筆書
インタビュー原稿、鉛筆書に
て「武野義治」とあり

0452 「村山達雄」
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、鉛筆書に
て「村山達雄」とあり

0453 「池田満枝夫人」 3月19日
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、「1.55時
間」とあり

0454 「わが青春」 天野四郎
Ａ5わら半紙2枚・Ａ4わら半紙中折3枚、
活版、赤鉛筆書

赤鉛筆書にて傍線あり

0455
「天野四郎静岡信用金庫理事
長」

7月8日
Ｂ5洋紙8枚、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

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

0456 「優しい兄貴」 谷村裕
21.7cm×17cm洋紙1枚・21.7cm×8.5cm
洋紙1枚、活版、鉛筆書

0457
宮沢喜一の津島寿一回想録へ
の記述切り抜き

Ｂ5洋紙3枚、大平正芳回想録刊行会原
稿用紙、黒ペン・鉛筆書

各原稿用紙に貼付あり

0458 「信頼できる人、大平君」 福田赳夫 Ａ4洋紙1枚、活版、鉛筆書

0459 「終戦のころ」 宮沢喜一
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン書

2・3枚目に切り抜き跡あり

0460 「津島寿一先生の思い出」 黒金泰美
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン書
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0461 「橋本清」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、鉛筆書
インタビュー原稿、鉛筆書に
て「橋本清」とあり

0462 「故大平総理のゴルフ」
佐々木栄一
郎

21.8cm×19.7cmわら半紙1枚・21.8cm×
7cmわら半紙1枚、活版、鉛筆書

0463 「紙田」
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、1枚目に鉛
筆書にて「紙田」とあり

0464 封筒（伝記編資料第10章） Ａ4判角2型大平正芳封筒1枚

0465 「大蔵大臣財政演説資料」 昭和22年2月3日 給与局
Ａ4洋紙8枚、乾式コピー、和文タイプ（大
日本帝国政府用箋）

0466 「共済組合連合会について」 Ａ4洋紙26枚、乾式コピー、冊子、孔版

0467 「序文」 大平正芳 Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、（1-10頁)
活版、国家公務員共済組合
連合会関係

0468 「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、10頁、活版

0469 「かわらぬ人・大平さん」 後藤田正晴 Ａ4判洋紙1枚校正刷（30-31頁)

0470
「広島紀念病院三十周年に寄せ
る」

今井一男（国
家公務員共
済組合連合
会初代理事
長）

Ｂ5洋紙27枚、乾式コピー（国家公務員共
済組合連合会原稿用紙）

手書き

0471 「終戦の頃」 宮澤喜一 Ａ4洋紙1枚、校正刷（72-73頁)

0472 村山達雄インタビュー原稿
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー(大平正芳回想
録刊行会原稿用紙)

0473 「斎藤学」
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー(大平正芳回想
録刊行会原稿用紙)

インタビュー原稿

0474 コピー用紙 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー
0475 「棒樫財政」 大平正芳 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー(83-95頁)

0476 「第九節　虎の門病院」 Ａ3変洋紙5枚、乾式コピー(710-719頁)

0477 「今井」
Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー(大平正芳回想
録刊行会原稿用紙)

インタビュー原稿

0478 「給与局の頃」 昭和45年7月9日 大平正芳 Ｂ4洋紙9枚、乾式コピー(コクヨ原稿用紙)
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0479
「第五章　政府職員共済組合制
度」

Ａ3洋紙21枚、乾式コピー（40-81頁）

0480 「森永貞一郎」 3月25日
Ｂ5洋紙16枚、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

インタビュー原稿

0481 「村山達雄」
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）49-51頁

インタビュー原稿

0482 「藤井良男氏」
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）22-24頁

インタビュー原稿

0483 「岡本高良氏」
Ｂ5洋紙9枚、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

インタビュー原稿

0484 「池田夫人」
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）41-42頁

インタビュー原稿

0485 「藤田」
Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）63-75頁

インタビュー原稿

0486 「池田夫人」
Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）5頁

インタビュー原稿

0487 「佐藤一郎氏」
Ｂ5洋紙22枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）112-133頁

インタビュー原稿

0488 「森誓夫氏」
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）17-18頁

インタビュー原稿

0489
「十一　共済組合」『大蔵省回顧
録』

Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー 50-65頁

0490 「一　千八百円水準の問題」 昭和22年10月23日 給与局 Ａ4洋紙16枚、乾式コピー、和文タイプ

0491
「国家公務員共済組合法案及び
施行規則」

Ａ4洋紙6枚、乾式コピー、和文タイプ（大
日本帝国政府用箋）

0492 「今井一男氏」 5月1日
Ｂ5洋紙30枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）1-30頁

インタビュー原稿

0493 封筒（伝記編資料第11章） 封筒1通

0494 「森永貞一郎」
Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、1枚目に鉛
筆書にて「森永」とあり

0495 前川嘉男より伊東正義宛書簡 前川嘉男 伊東正義
Ｂ5洋紙16枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「11」とあ
り

0496 「上森剛」
Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、1枚目に鉛
筆書にて「上森剛」とあり
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0497 上森剛原稿 Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、鉛筆・赤ペン書
1枚目に赤ペン書にて「上森
剛」とあり

0498 「赤城」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、鉛筆書
インタビュー原稿、鉛筆書に
て「赤城」とあり

0499 「斉藤学」
Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、1枚目に鉛
筆書にて「斉藤学」とあり

0500 「大平外相と亡兄と賭け」 神原武雄
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン書

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

0501 加地一憲原稿
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「加治(マ
マ)一憲」とあり

0502 「ムマ　富江」
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

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

0503 「京阪神大平会」 大平芳数
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

1枚目に赤ペン書にて「京阪
神大平会　大平芳数」とあり

0504 「池田夫人」
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

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

0505 「前田敬三氏」
Ｂ5洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

インタビュー原稿、1枚目に赤
ペン書にて「選挙」とあり

0506 「松岡健雄」
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿

0507 「村上欽二」
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

インタビュー原稿

0508 「斉藤晋一」
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿

0509 「ムマ　富江」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、鉛筆書 インタビュー原稿

0510 村山達雄原稿
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

1・3枚目に鉛筆書にて「村山
達雄」とあり

0511 「津島寿一先生を偲びつつ」 杉田ヨシコ
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

1枚目に赤ペン書にて「津島
寿一追想録」とあり
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0512 「神原兄弟」
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

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

0513 「佐藤一郎」
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、赤ペン・鉛筆書

インタビュー原稿、1枚目に赤
ペン書にて「佐藤一郎」とあり

0514 「小学校級友・大広・高橋」
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

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

0515 「気になる想い出」 瀬川美能留 Ａ4洋紙1枚、活版、鉛筆書

0516 村山達雄原稿
Ｂ5洋紙19枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「村山達
雄」とあり

0517 大平正芳追想録原稿

茂木啓三郎
・黒田忠雄 ・
松岡健雄 ・
松本正雄 ・
泉美乃松

Ａ4洋紙5枚、活版、鉛筆書

0518 「アメリカの点描」コピー
Ｂ5洋紙40枚、乾式コピー、クリップどめ、
黒ペン書

1枚目に黒ペン書にて「財」と
あり

0519 「太田誠三郎」
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、1枚目に鉛
筆書にて「太田誠三郎」とあり

0520 赤城原稿
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

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

0521 「池田夫人」
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

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

0522 「太田誠三郎」
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

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

0523 村山達雄原稿
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「村山達
雄」とあり
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0524 「登坂重次郎」 昭和56年3月16日
Ｂ5洋紙21枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン書

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

0525 「池田夫人」
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、1枚目に鉛
筆書にて「池田夫人」とあり

0526 村山達雄原稿
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「村山達
雄」とあり

0527 「太田誠三郎」
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

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

0528 封筒（伝記編資料第12・13章） 封筒1通

0529 「恩給」 昭和56年3月
大蔵省印刷
局

Ａ5冊子40頁、活版

0530 朝日新聞記事コピー 鈴木 森田一
Ｂ4洋紙1枚・メモ用紙1枚、クリップどめ、
乾式コピー、黒ペン・鉛筆書

0531 「池田夫人」
Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、1枚目に鉛
筆書にて「池田夫人」とあり

0532 「国会断想」
Ｂ5洋紙12枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

2部あり、7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

0533 「人物鑑賞」
Ｂ5洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

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

0534 「農村の断面」
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン書

1枚目に黒ペン書にて「素」と
あり

0535 「国会断想」
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン書

1枚目に黒ペン書にて「素」と
あり

0536 朝日新聞切り抜きコピー
新聞切り抜き2部、乾式コピー、黒ペン・
赤ペン書

各部に黒ペン書にて「朝日新
聞」とあり

0537 「政務次官日誌」 昭和53年12月1日 今井勇
Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

1枚目に黒ペン書にて「今井
勇「政務次官日誌」」とあ

0538 「財研通信　国会報告特集」 昭和33年7月20日
Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、黒ペン・赤ペン
書
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0539
四国新聞昭和33年7月1日夕刊
記事

昭和33年7月1日
Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、黒ペン・赤ペン
書

0540 「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

Ｂ5洋紙、冊子35頁、活版、鉛筆書 表紙に鉛筆書にて「12」とあり

0541 今井一男原稿
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「今井一
男」とあり

0542 「謹賀新年国会報告」 昭和31年1月9日 大平正芳
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

0543 加治一憲原稿
Ｂ5洋紙26枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン・鉛筆書

0544 「斉藤学」
Ｂ5洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

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

0545 村山達雄原稿
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「村山達
雄」とあり

0546 「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

Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「8」とあり

0547 赤城原稿 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、鉛筆書
1枚目に鉛筆書にて「赤城」と
あり

0548 「池田夫人」
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

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

0549 「斉藤学」
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、1枚目に鉛
筆書にて「斉藤学」とあり

0550 「紙田」
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、1枚目に鉛
筆書にて「紙田」とあり

0551 村上欽二原稿
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「村上欽
二」とあり

0552 「親子二代、家族ぐるみで」 藤田一暁 Ａ4洋紙1枚、活版、鉛筆書 鉛筆書にて修正・加筆あり

0553 「幹事長室座談会」
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、青ペン・赤ペン書

1枚目に青ペン書にて「幹事
長室座談会」とあり

0554 選挙戦終盤の様子
Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

昭和30年の選挙カ
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0555 津島寿一より大平正芳宛書簡 2月12日 津島寿一 大平正芳
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

0556 「停車運行行程表」
4月11日・15日～18
日

Ｂ5洋紙14枚、乾式コピー活版、ホッチキ
スどめ

0557 神原兄弟原稿
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

1枚目に赤ペン書にて「神原
兄弟」とあり

0558 「サンフランシスコにて」 10月16日
Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

0559 「池田提案の狙いとその可能性」 大平正芳
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

『経済時代』記事

0560
「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
Ａ4洋紙中折6枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ、鉛筆・黒ペン書

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

0561 封筒（伝記編資料第14章） 封筒1通
0562 「アーリントン墓地の丘」等 武内龍次 Ａ4洋紙6枚、ホッチキスどめ

0563 大平正芳回想録草稿コピー
Ｂ5洋紙69枚、乾式コピー、（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

0564 「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187頁、活版

0565
「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84頁、活版

0566
「長欠児童援護会（創立趣旨並
に規約）」

昭和34年11月
創立発起人
会

Ｂ5洋紙5枚、活版

0567 「大臣と役人」 昭和31年1月1日 Ｂ5洋紙3枚、コピー、ホッチキスどめ

0568 新聞切り抜き
Ｂ5変洋紙3枚、Ｂ4変洋紙5枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

「ある陣笠の独自」「私の月給
2倍論（池田勇人）」「頂門の
一針」等所収

0569
「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31頁、活版

0570
「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13頁、活版

0571 「池田さんとポスト安保を協議」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー

0572 大平正芳回想録草稿コピー
Ｂ5洋紙16枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ
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0573 「大平正芳論」 昭和34年5月 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 雑誌コピー

0574 「久保・野原氏」 2月17日
Ｂ5洋紙29枚、乾式コピー（原稿用紙）、ク
リップどめ

インタビュー原稿

0575
「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 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0576 「日米会談の波紋と封ソ交渉」 大平正芳 経済時代 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0577
「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 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0578 「選良登壇」 昭和33年6月27日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 新聞コピー

0579 大平正芳回想録草稿 武藤義治 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0580
「妥当な税制と主税局」　第2671
号

昭和33年8月16日 大平正芳
時事通信（税
務経理版）

Ｂ5洋紙17枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

0581 「大森氏」 Ｂ5洋紙88枚、乾式コピー、クリップどめ インタビュー原稿
0582 封筒「長欠児童問題」 封筒1通

0583
「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13頁、活版

0584
「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

0585 「恵贈者芳名録」 昭和37年12月
財団法人
長欠児童生
徒援護会

Ａ5洋紙冊子12頁、活版

0586
「資料　長欠児童・生徒の問題
点」

Ａ5わら半紙冊子8頁、乾式コピー

0587 「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12頁、乾式コピー

0588
「長欠児童援護会（設立趣旨並
に規約）

創立発起人
会

Ｂ5洋紙3枚、活版、ホッチキスどめ

0589 「祝辞」 加藤藤太郎
Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー、Ｂ4原稿用紙6
枚、青ペン書

0590 長欠児童問題新聞切り抜き
Ｂ5洋紙貼付5枚、Ｂ4新聞紙1枚、ブラン
ケット版新聞紙2
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0591 封筒「長欠児童関係」 封筒1通

0592 黄十字設立関係
Ｂ5変洋紙3枚、Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

0593 「長欠者の現状」 Ａ4洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0594
「欠席と教育」学校福祉シリーズ
第1集

Ａ4洋紙19枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

0595 住所録 Ａ4洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0596 封筒（伝記編資料第15章） 封筒1通

0597
「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7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0598 「ふるさとを愛された先生」 香川保 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー

0599
「駆けだし記者みた“寛容と忍
耐”」

島桂次 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー

0600 「痛恨の極み」
竹村吉右衛
門

Ａ4洋紙1枚、乾式コピー

0601 大平正芳回想録草稿 森永
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

0602 「開幕のベルは鳴っている」
Ｂ4変洋紙1枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

0603 「久保・野原」原稿 2月17日
Ｂ5洋紙24枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

0604 「久保・野原」原稿 2月17日
Ｂ5洋紙14枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

0605 忘年会開催メモ
Ｂ5洋紙2枚、原稿用紙、鉛筆書、ホッチキ
スどめ

0606 封筒（伝記編資料第16章） 封筒1通

0607 「大平さんを憶う」 田中香苗 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
題名横に鉛筆書にて「熟慮し
た言葉」とあり

0608
「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1枚、乾式コピー

0609 メモ Ｂ5洋紙1枚、原稿用紙、黒ペン書
「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
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0610
「“クジラ論争”にも依然、外人記
者に好評だった大平首相」

山下秀雄 Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0611 「死をかけて遺した安定多数」 福田一 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー
0612 追憶 小野季雄 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー

0613 「大平総理の想い出」
エドウィン・ラ
イシャワー

Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
赤鉛筆書にて矢印等書込あ
り

0614 「最近の政局の問題について」 昭和40年12月10日 大平正芳
Ｂ5洋紙79枚、乾式コピー（原稿用紙）、ク
リップどめ

赤ペン・鉛筆書にて書込あり

0615 「永田町と霞ヶ関」 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 黒ペン書にて書込あり

0616 「中国の要人たち」 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 黒ペン書にて書込あり

0617 「久保・野原氏」 2月24日
Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

0618 「アメリカからの自立の条件」 昭和43年4月号
大平正芳 ・
江田三郎

Ａ4洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 赤ペン書にて書込あり

0619
「回想の池田内閣－池田さんの
追い求めたもの－」

昭和40年10月号 大平正芳 中央公論 Ａ4洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0620 「池田夫人」
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

0621 「紙田」
Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

0622 「大平さんの想い出」 江戸英雄 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー
0623 「二つの出来事」 堀田庄三 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー
0624 封筒（伝記編資料第17章） 封筒1通

0625 池田入院前後の党内状況報告 昭和39年10月 伊藤昌哉カ
Ｂ4洋紙中折17枚、乾式コピー、ホッチキ
スどめ

黒マジック・赤ペン書にて加
筆あり

0626 「又信東京」　第7号
香川大学経
済学部又信
会東京支部

Ｂ4変洋紙1枚、乾式コピー

「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

0627 「芳友会結成大会」
昭和39年12月12～
13日

芳友会結成
準備会

Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙8枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

黒マジック・赤ペン書にて加
筆あり

0628
「座談会　池田退陣から佐藤時
代へ」『月刊自由民主』第241号

Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にて加筆あり
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0629 「久保・野原」
Ｂ5洋紙16枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

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

0630 大平正樹告別挨拶 昭和39年8月
大平正芳 ・
大平志げ子

Ｂ5タイプ用紙2枚、和文タイプ、ホッチキ
スどめ

黒マジック書にて加筆あり

0631 「日本外交の座標」 昭和41年5月5日 大平正芳
新財政研究
会

Ａ6洋紙冊子48頁、活版
黒ペン・黒マジック・赤ペン書
にて加筆あり

0632 「胸をうつ大平哲学」 園田清充 Ａ4洋紙2枚、活版、ホッチキスどめ
赤ボールペン書にて傍線、
鉛筆書にて加筆あり

0633 田中角栄証言
Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー（田中角栄原稿
用紙）、ホッチキスどめ

赤ボールペン・鉛筆書にて加
筆あり

0634 「池田さんの引退」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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

0635 「池田夫人」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
インタビュー原稿、鉛筆書に
て加筆あり

0636 新聞切り抜き複写 昭和39年7月19日 Ｂ4変洋紙1枚、乾式コピー
鉛筆書にて加筆あり、大平筆
頭副幹事長就任関連記事

0637 「久保・野原」
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

インタビュー原稿、鉛筆書に
て加筆あり

0638 「池田夫人」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
インタビュー原稿、鉛筆書に
て加筆あり

0639 「岡本」
Ｂ5洋紙9枚、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

インタビュー原稿、鉛筆書に
て加筆・削除あり

0640 「木村」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
インタビュー原稿、鉛筆書に
て加筆あり

0641 「久保・野原」
Ｂ5洋紙16枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

インタビュー原稿、鉛筆書に
て加筆あり

0642 封筒 Ａ4判封筒1通
封筒表に赤ボールペン書に
て「正樹君関係」とあり

0643 「久保・野原」 Ｂ5洋紙15枚、乾式コピー、クリップどめ
インタビュー原稿、青ボール
ペン・赤ペン書にて加筆あり

0644 新聞記事複写 8.5cm×26cm洋紙1枚、乾式コピー 赤ボールペン書にて加筆あり



大平正芳関係文書目録

44

請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

0645 「長男正樹との永別」 昭和41年8月 〔大平正芳〕 Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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

0646 「変革と対応」 昭和43年3月11日 〔大平正芳〕 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
黒マジック書にて削除、鉛筆
書にて加筆あり

0647 「大平先生と指圧」 石原博司 Ｂ5変洋紙1枚、乾式コピー

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

0648 「宏池会の会長就任の挨拶」 大平正芳
Ｂ5洋紙4枚、大平正芳用箋、黒ペン書、
クリップどめ

青ペン書にて加筆・修正・挿
入あり

0649 封筒（伝記編資料第18章） 封筒1通

0650 「最近の政局とその問題」 昭和40年12月10日 大平正芳 Ｂ5洋紙41枚、乾式コピー、クリップどめ
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

0651 「政治に新風を」 昭和43年1月13日 Ｂ4変洋紙1枚、乾式コピー
東京新聞掲載記事、黒マ
ジック・赤ボールペン書にて
加筆あり

0652 「“繁栄守る”が基本」 昭和42年 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
黒マジック・赤鉛筆書にて加
筆あり

0653 『三豊観音寺教育会報』第53号 昭和55年8月10日
三豊観音寺
教育会

Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 黒マジック書にて加筆あり

0654 「県選出代議士国会報告」 昭和42年8月6日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
黒マジック書にて加筆あり、
山陽新聞掲載記事

0655 「瀬戸大橋　これからの課題」 昭和42年6月8日 Ａ2洋紙2枚、乾式コピー、紙継
山陽新聞掲載記事、黒マ
ジック書にて加筆あり

0656 「瀬戸大橋と経済効果」 昭和42年7月10日 Ａ2洋紙2枚、乾式コピー、紙継
山陽新聞掲載記事、黒マ
ジック書にて加筆あり

0657 「最近の内外情勢（上）」 昭和42年6月20日 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 黒マジック書にて加筆あり

0658 「「青藍会」の誕生」
柳沢昭（グレ
ラン製薬社
長）

Ａ4洋紙中折1枚、活版 鉛筆書にて修正・加筆あり

0659 「暑中御見舞」 昭和42年 大平正芳
観音寺市納
税組合機関
紙

Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー（夕刊新聞社原
稿用紙）

黒マジック書にて加筆あり
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0660 「旦暮芥考」 昭和43年3月20日
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー（自由民主党罫
紙）、ホッチキスどめ

赤ペン・黒マジック書にて加
筆あり

0661 「創刊を祝して」 昭和42年11月20日 大平正芳
Ｂ5洋紙3枚、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

伊東代議士機関紙投稿文、
黒マジック書にて加筆あり

0662 「政界ロビー」 昭和42年10月27日 Ｂ5変洋紙1枚、乾式コピー
産経新聞掲載記事、赤ペン・
黒マジック書にて加筆あり

0663 「中ソ緊張をどう見る」 昭和42年2月20日 Ｂ4変洋紙1枚、乾式コピー
朝日新聞掲載記事、黒マ
ジック・赤ペン書にて加筆あり

0664 「立候補の言葉」 昭和42年 大平正芳 Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
黒マジック・赤ペン書にて加
筆あり

0665 「公報」 昭和42年 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
黒マジック・赤ペン書にて加
筆あり

0666 「財団法人芳友会について」 昭和39年 Ｂ5洋紙冊子19頁、孔版
設立総会原案、黒マジック書
にて加筆あり

0667 「新実力者の登場　自民党」 昭和41年12月19日 Ａ3変洋紙1枚、乾式コピー
新聞記事複写、黒マジック書
にて加筆あり

0668 「政界録音」 昭和42年7月20日 Ｂ5変洋紙1枚、乾式コピー
山陽新聞掲載記事、黒マ
ジック・赤ペン書にて加筆あり

0669 テレビ番組次第 昭和36年
Ｂ4洋紙2枚、Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

黒マジック書にて加筆あり

0670 「自民党実力者たちに聞く」 昭和36年7月9日
寺沢一（東京
大学助教授）

Ｂ4洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
『朝日ジャーナル』掲載記
事、鉛筆書にて加筆あり

0671
新聞記事複写（前尾繁三郎関
係）

昭和40年6月3日～
昭和41年12月1日

Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー
日経夕刊・産経新聞、鉛筆書
にて加筆あり

0672 総選挙関係演説原稿 昭和42年 Ｂ4洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
鉛筆・黒マジック・赤ペン書に
て加筆あり

0673 総選挙関係演説原稿 昭和52年
Ｂ4洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

鉛筆・黒マジック・赤ペン書に
て加筆あり

0674
「瀬戸大橋関係総括質問要旨
案」

昭和42年カ 大平正芳
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

黒マジック・赤ペン書にて加
筆あり
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0675 「衆院建設委　瀬戸大橋で質疑」 昭和42年7月20日 Ｂ4変洋紙1枚、乾式コピー
山陽新聞香川版掲載記事、
黒マジック書にて加筆あり

0676 『芳友』第6号 昭和41年8月30日
芳友会事務
局

Ｂ4わら半紙1枚、活版、両面印刷
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

0677 『芳友』第5号 昭和41年5月25日
芳友会事務
局

Ｂ4わら半紙1枚、活版、両面印刷
黒マジック書にて加筆あり、
「四季皆我師也　大平正芳」
掲載

0678 『芳友』第3号 昭和40年11月10日
芳友会事務
局

Ｂ4わら半紙1枚、活版、両面印刷
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

0679 『芳友』第4号 昭和41年1月10日
芳友会事務
局

Ｂ4わら半紙1枚、活版、両面印刷
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

0680 『芳友』第1号 昭和41年1月10日
芳友会事務
局

Ｂ4わら半紙1枚、活版、両面印刷
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

0681 「納税通信　東京だより」第876号 昭和40年1月23日 大平事務所 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
「禍生得意福育隠微　大平正
芳」掲載

0682 「赤城」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
インタビュー原稿、鉛筆書に
て加筆あり

0683
京阪神大平会について大田誠三
郎インタビュー

Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
インタビュー原稿、鉛筆書に
て加筆あり

0684
瀬戸大橋に関する国会議事録
（第24号）

昭和42年7月19日 Ａ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 黒マジック書にて加筆あり

0685 「畏友宮脇朝男君を偲んで」 大平正芳 Ｂ5変洋紙1枚、乾式コピー、紙継
黒マジック・鉛筆書にて加筆
あり、雄心会関係

0686 「戦後の減税総額」 昭和42年 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
黒マジック・赤ペン書にて加
筆あり

0687 「平和の中の秩序」
Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー（大平正芳用
箋）、ホッチキスどめ

黒マジック書にて加筆あり

0688 「夕刊四国新聞」　第5268号 昭和42年2月6日 四国新聞社 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
黒マジック・赤ペン書にて加
筆あり、衆院選挙関係記事

0689 選挙支援へのお礼 昭和42年4月8日 大平正芳 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
黒マジック・赤ペン書にて加
筆あり

0690 激励状案 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 黒マジック書にて加筆あり
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0691 「追悼」 昭和42年3月 安藤千代 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にて加筆・削除あり

0692 「わが党政策の重点」
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー（自由民主党原
稿用紙）、ホッチキスどめ

『自由新報』記事原稿、黒マ
ジック書にて加筆あり

0693 「「ソビエト週報」創刊を祝して」 昭和43年3月26日 大平正芳 Ｂ5洋紙3枚、ホッチキスどめ、乾式コピー 黒マジック書にて加筆あり

0694 「納税通信」第867号 昭和40年1月23日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
黒マジック・赤ペン書にて加
筆あり

0695 『芳友』第2号 昭和40年9月10日
芳友会事務
局

Ｂ4わら半紙1枚、活版、両面印刷 黒マジック書にて加筆あり

0696 『芳友』第7号 昭和42年7月25日
芳友会事務
局

Ｂ4わら半紙1枚、活版、両面印刷 黒マジック書にて加筆あり

0697 『雄心』第6号 昭和43年3月22日 雄心会 タブロイド判1枚、活版、両面印刷 黒マジック書にて加筆あり

0698 「WhatとHow」『エコノミスト』 昭和42年10月24日 大平正芳
Ｂ5洋紙11枚、乾式コピー（原稿用紙）、
手書き

0699 「立会演説」 昭和42年 Ｂ5洋紙17枚、乾式コピー、手書き

0700 大平正芳原稿 大平正芳
Ｂ5洋紙、11枚乾式コピー（丸善原稿用
紙）

0701 「瀬田に特ダネなくとも」 宇治敏彦 Ａ4洋紙1枚、校正原稿

0702 「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11枚、活版

0703 「大平内閣官房長官（1～64）」 今野耿介
Ｂ5洋紙65枚、乾式コピー（原稿用紙）、ク
リップどめ

0704 「私と読書」 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 黒ペン・鉛筆書にて書込あり

0705 「瀬田の家」 森田一 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0706
「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2枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

0707
「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
Ｂ5洋紙23枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

赤鉛筆書にて書込あり

0708 「国際情勢と日本政治の動向」
Ｂ4洋紙11枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ
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0709 新聞コピー 昭和42年11月25日 Ｂ5変洋紙2枚、乾式コピー
読売、西日本新聞、自民党
政調会長就任時の報道

0710 草稿　35-14
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

黒ペン書にて「田中角栄氏」
とあり

0711
「まず“合意”の形成を　社会党と
も話し合って」

昭和43年1月4日 大平正芳 毎日新聞 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー

0712 「43年度予算の基本方針」
大平正芳 ・
坂本二郎

自由新報 Ｂ4変洋紙1枚、乾式コピー

0713 新聞コピー 昭和42年11月25日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
自民党政調会長就任時の報
道

0714 新聞コピー 昭和43年1月24日 読売新聞 Ｂ4変洋紙2枚、乾式コピー

「安保の争点を浮き彫り　信
頼こそ友好の礎70年へ理解
深める努力－政府与党－」
所収、セロハンテープで洋紙
2枚つけたあとあり

0715
「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
Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー（鹿島平和研究
所原稿用紙）、手書き

0716 「万人の祭典」『又信東京』 昭和43年11月25日 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー

0717
「内閣改造“挙党体制”へ急ピッ
チ　残るは前尾派処遇」『読売新
聞』

昭和42年11月20日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー

0718 「代表質問（案）」 昭和43年1月30日 大平正芳 Ｂ4洋紙11枚、乾式コピー、和文タイプ

0719 「照一隅」『エコノミスト』 昭和42年12月19日 大平正芳
Ｂ4洋紙7枚、乾式コピー（コクヨ原稿用
紙）、手書き

鉛筆書にて冒頭に「政調会
長就任直後」

0720 「減税見送りは問題」『朝日新聞』 昭和42年11月28日
大平正芳（政
調会長）

Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー

0721
「まず合意の形成を　社会党とも
話合って」『毎日新聞』

昭和43年1月4日
大平正芳（自
民党政調会
長）

Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー

0722
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

0723 書簡草稿 昭和42年7月 大平正芳
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー（鹿島平和研究
所原稿用紙）、手書き



大平正芳関係文書目録

49

請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

0724 「交友録」
神原武雄（大
阪三品取引
所理事長）

Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー、手書き
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

0725 斎藤学氏インタビュー原稿
Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）

59-64頁

0726 加地一憲氏インタビュー原稿
Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）

33-45頁

0727 神原武雄氏インタビュー原稿
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）

10-12頁

0728 「神原兄弟の話」 昭和56年2月25日
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）

1-10頁

0729 神原兄弟へのインタビュー原稿
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）

13-16頁、文頭に赤ペン書に
て「江商問題」とあり

0730 神原武雄氏インタビュー原稿
Ｂ5洋紙19枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）

17-35頁、文頭に鉛筆書にて
「江商問題」とあり

0731
「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
大平正芳（塩
業組合中央
会会長）

東海林武雄
（日本専売公
社総裁）

Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、Ｂ4洋紙5枚、乾
式コピー、11頁

0732 「首相の孤独」 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー 103-111頁

0733 加地一憲氏インタビュー原稿
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）

27-29頁

0734
「久保、野原氏の話（前半、以后
録音不良）」

2月24日
Ｂ5洋紙30枚、乾式コピー（大平正芳回想
録刊行会原稿用紙）

1-30頁

0735 封筒（伝記編資料第19章） 封筒1通

0736 「思いやり深い人　大平先生」
長谷川隆太
郎

Ａ4洋紙1枚、活版 鉛筆書にて削除・書込あり

0737
「大平通商産業大臣にお仕えし
て」

大慈弥嘉久 Ａ4洋紙1枚、活版
鉛筆書にて書込あり、736に
挟み込み

0738 「福井順一先生応援」 昭和44年7月1日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
憲政日日新聞記事、黒ペン・
赤ペン書

0739
サンケイ新聞記事　マルク切り上
げについての大平見解

昭和44年11月9日 大平正芳 Ａ5変洋紙1枚、乾式コピー
サンケイ新聞記事、黒ペン・
赤ペン書、738に挟み込み

0740 「東欧をたずねて」 昭和44年12月4日 大平正芳 新聞切り抜き1枚、乾式コピー
朝日新聞記事、黒ペン・赤ペ
ン書、738に挟み込み
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0741 日米繊維交渉の思い出 宮崎 Ａ4変洋紙、活版、ホッチキスどめ
鉛筆書にて加筆・傍線・挿入
あり

0742 「言行一致の人」 武藤嘉文 Ａ4変洋紙、活版
鉛筆書にて書込・傍線あり、
741に挟み込み

0743 「公害問題試論メモ」 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
黒ペン書にて書込・削除、赤
ペン書にて書込あり

0744 「貿易振興は揺るがせぬ国是」 昭和45年

大平正芳・大
慈彌嘉文・谷
口豊三郎・永
田敬生・松尾
泰一郎・貞広
寿一・森昭人

Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
黒ペン書にて書込・削除、赤
ペン書にて書込・傍線

0745 通産大臣時代の大平回想 大平正芳
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆書

0746 森田一による大平評価 森田一
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、赤ペン・青ペン書

0747
村上欽二氏へのインタビュー原
稿

Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

インタビュー原稿

0748 封筒（伝記編資料第20章） 封筒1通
0749 封筒（繊維連盟決議文） 封筒1通

0750
「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1枚、和文タイプ

0751
「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1枚、活版

0752
「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 Ｂ5洋紙2枚、活版、ホッチキスどめ

0753
「委員会第5号議案　当面の運営
方針」

Ｂ5洋紙1枚、和文タイプ

0754
封筒（日本繊維産業連盟関係資
料）

封筒1通

0755 「組合員名簿」
日本繊維製
品輸出組合

Ｂ5洋紙、冊子36頁、孔版、ホッチキスど
め

0756
「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34頁、孔版
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0757
「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、孔版

0758
「役員名簿」（日本毛麻輸出組
合）

昭和45年1月10日
日本毛麻輸
出組合

Ｂ5洋紙1枚、孔版

0759
「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38頁、孔版、ホッチキス
どめ

0760
「組合員名簿」（日本絹化繊輸出
組合）その２

Ｂ4洋紙1枚、孔版
黒印にて「日本絹化繊輸出
組合」とあり

0761
「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22頁、孔版、ホッチキスど
め

0762 「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7頁、孔版

0763
「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1枚、孔版

0764
日本メリヤス工業組合連合会 会
員・役員名簿

Ｂ4洋紙3枚、孔版

0765 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わら判紙、冊子9頁、孔版

0766 「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12頁、孔版、ホッチキスど
め

0767 「役員名簿」（日本染色協会） 昭和44年12月
日本染色協
会

Ｂ5洋紙、冊子6頁、孔版、ホッチキスどめ

0768
「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1枚、孔版

0769 「会員および役員名簿」
日本絹人繊
織物工業会

Ｂ5洋紙4枚、孔版、ホッチキスどめ

0770
「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4枚、孔版、ホッチキスどめ
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0771
「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10頁、乾式コピー

0772 「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17頁、孔版

0773 「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8頁、孔版

0774 役員名簿（日本繊維産業連盟） Ｂ4わら半紙1枚、孔版

0775
「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18頁、活版、ホッチキス
どめ

0776 「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5頁、孔版

0777
「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16頁、孔版

0778 「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10頁、孔版

0779 池田夫人へのインタビュー原稿
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、黒ペン・鉛筆・
赤ペン書

インタビュー原稿

0780 増田へのインタビュー原稿
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿

0781 上森剛へのインタビュー原稿
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

インタビュー原稿

0782 「70年代経済運営の基調」
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、青ペン・黒ペン書

0783
米国の繊維問題への関心につい
て

Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆書

0784 通産大臣当時の大平について Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、鉛筆・黒ペン書

0785
前尾繁三郎、総裁選出馬に際し
ての新聞記事

昭和43年10月6日・
30日・11月1日・2日

Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、黒ペン・鉛筆書 サンケイ新聞記事

0786
アメリカとガットとの関わりについ
ての記事

Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー

0787 封筒（伝記編資料第21章） 封筒1通

0788 「国際化時代と日本」 昭和45年4月8日
Ｂ4洋紙22枚、ホッチキスどめ、赤ペン・黒
ペン・鉛筆書

0789 目次等について Ｂ4洋紙1枚、黒ペン・赤ペン書 0788に挟み込み



大平正芳関係文書目録

53

請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

0790 「地図と日本の像」 大平正芳
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

0788に挟み込み

0791 加藤藤太郎に関する大平書簡 昭和46年 大平正芳
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、黒ペン・赤ペン
書

0788に挟み込み

0792 「約束を守るということ」 大平正芳
Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、赤ペン・黒ペン書

0788に挟み込み

0793 「ナショナリズムの新たな展開」 大平正芳
Ｂ5洋紙19枚、乾式コピー、赤ペン・黒ペ
ン書

1枚目に赤ペン書にて「旦暮
芥考」とあり、0788に挟み込
み

0794 「津島寿一を追慕して」 昭和46年4月17日 大平正芳
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆・赤ペン書

0788に挟み込み

0795 「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3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

0796 「これからの日米友好への道」 昭和45年7月6日
Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、黒ペン・赤ペン
書

読売新聞記事、0795に挟み
込み

0797 「今後の日米経済」 昭和45年6月25日 大平正芳
Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

0795に挟み込み

0798 「新しい創造の契機に」 昭和46年1月23日 大平正芳
Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

0795に挟み込み

0799 納税新聞掲載文 昭和45年7月9日 大平正芳
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

0795に挟み込み

0800 「政治の伝導体」 昭和45年6月26日 大平正芳
Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

0795に挟み込み

0801 「立石道夫君の受賞を祝して」 昭和45年12月5日 大平正芳
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書にて書込あり

0795に挟み込み

0802 「夏の信州での一日の清遊」 韮澤嘉雄 Ｂ4洋紙1枚、活版、鉛筆書 0795に挟み込み
0803 「山高水清」 小山五郎 Ｂ4洋紙1枚、活版、鉛筆書 0802に挟み込み

0804 「京阪神大平会」
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

0795に挟み込み

0805 「創設四年目を迎えて」 昭和45年12月22日 大平正芳
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

0795に挟み込み

0806 「還暦と自晦」 昭和45年3月12日
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆書

0795に挟み込み

0807
「歴史的現実　われわれの生き
方」

昭和45年5月
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆書

0795に挟み込み
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0808 「斉藤学」
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

インタビュー原稿、0795に挟
み込み、1枚目に赤ペン書に
て「斉藤学」とあり

0809 「平和の中の秩序」 昭和45年9月 大平正芳
Ｂ4洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

0795に挟み込み

0810 新聞スクラップ
Ｂ5洋紙3枚、Ｂ5変洋紙1枚、Ｂ4洋紙8枚、
15cm×41cm洋紙2枚、乾式コピー、黒ペ
ン・赤ペン・鉛筆書

北国・日本専売・サンケイ・北
海道・朝日・毎日新聞、一部
ホッチキスどめあり

0811 「木村」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、鉛筆書
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

0812
「前尾－大平の交替劇に於ける
立場」（登坂重次郎）

Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・黒ペン書

1枚目に鉛筆書にて「登坂重
次郎」とあり

0813
前尾繁三郎、宏池会会長退任の
辞

Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー、鉛筆・黒ペン・
赤ペン書

0814
前尾－大平交代劇に関する新聞
記事

Ｂ4洋紙9枚、Ａ4変洋紙2枚、乾式コピー、
鉛筆・赤ペン・黒ペン書

日経・サンケイ・朝日新聞の
記事あり

0815 封筒（伝記編資料第23章） 封筒1通

0816
昭和46～47年、総裁選に関する
新聞記事

Ｂ4洋紙1枚、Ｂ4変洋紙1枚、Ｂ5変洋紙2
枚、乾式コピー、黒ペン・鉛筆・赤ペン書

読売・サンケイ新聞・如水会
会報

0817 「「3兆円公債」実行のとき」 昭和46年12月21日 大平正芳
Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

対談、0816に挟み込み

0818 「最近の政治について」 昭和46年8月
Ｂ5変洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、赤ペン・黒ペン・鉛筆書

0817に挟み込み

0819
「私の提言」（特集 戦後最大の不
況の中で）

昭和47年1月 大平正芳 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー、赤ペン・鉛筆書
中央公論記事、0816に挟み
込み

0820 ポスト佐藤に関する新聞記事
Ｂ4洋紙1枚、Ｂ5変洋紙1枚、16cm×16cm
洋紙1枚、黒ペン・鉛筆・赤鉛筆書

朝日・読売・岩手新聞記事、
16cm×16cm洋紙に赤ペン書
にて「宏池会会長」とあり、
0816に挟み込み

0821 「大平正芳論」 小宮山千秋
Ｂ5変洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆・赤ペン書

0816に挟み込み

0822 「太田誠三郎」
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

0816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
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0823 「村上欽二」
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

インタビュー原稿、0817に挟
み込み、1枚目に赤ペン書に
て「村上欽二」とあり

0824 「日本の国土を見直す」 大平正芳
Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

0825 「日本の国土を見直そう」 大平正芳
Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン・青ペン書

0824に挟み込み

0826 「新経済政策の争点」(1～5)
大平正芳
他

Ｂ4洋紙15枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

『エコノミスト』記事

0827 「公害をめぐる明暗」 昭和46年4月26日 大平正芳
Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆・赤ペン書

0828 「政権(20)　企業に“自治”望む」 大平正芳
Ｂ4変洋紙1枚、乾式コピー、黒ペン・赤ペ
ン書

インタビュー原稿記事、赤ペ
ン書にて傍線あり

0829
中国問題に関する大平の佐藤政
権批判記事

昭和46年9月2日・48
年8月27日

新聞切り抜き4枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ、黒ペン・青ペン・赤ペン・鉛筆書

朝日・日経・サンケイ新聞記
事あり

0830 「平和・教育・技術で“立つ”」 昭和46年11月2日
新聞切り抜き1枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ、黒ペン・鉛筆・赤ペン書

自由新報記事

0831 中国政策の転換迫る 昭和46年9月2日
新聞切り抜き1枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

毎日新聞記事

0832 「会議の力学」 昭和47年4月 大平正芳
Ｂ5変洋紙1枚、乾式コピー、黒ペン・鉛
筆・赤ペン書

0833 「当面の内外情勢」
昭和46年10月16・
17・18日

大平正芳
Ｂ5変洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆・赤ペン書

山陽新聞記事

0834
逆重要事項に関する大平発言記
事

昭和46年9月2日
新聞切り抜き8枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ、黒ペン・鉛筆・赤ペン書

日経・読売・サンケイ・東京・
毎日・朝日新聞記事あり

0835 「潮の流れを変えよう」
Ｂ4洋紙24枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

1枚目に赤ペン書にて書込・
黒ペン書にて書込・削除あり

0836
「経済の軌道修正と財政の役割
－通念からの脱却－」

Ｂ4洋紙28枚、乾式コピー、クリップどめ、
黒ペン・鉛筆・赤ペン書

0835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

0837 「低開発国と日本」 大平正芳
Ｂ4洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

0835に挟み込み

0838
「今後の建設行政はどうあるべき
か」

昭和47年5月
Ｂ4洋紙8枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

『懇談会』記事

0839 封筒（伝記編資料第24・25章） 封筒1通
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0840 「大平正芳氏のこと」
ヘンリー・
キッシン
ジャー

Ａ4洋紙2枚、活版、ホッチキスどめ、鉛
筆・橙色ペン書

0841 「世界の政治構造の変化に対応」 田英夫
Ａ4洋紙1枚、活版、ホッチキスどめ、鉛筆
書

0842 「揺れ動く世界と日本」 昭和47年 大平正芳
Ａ4洋紙8枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

0843 「石油危機とエネルギー外交」 藤井
Ｂ5洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

鉛筆書にて「藤井氏」とあり

0844 「日米友好関係の定着」 藤井
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤鉛筆書

鉛筆書にて「藤井氏」とあり

0845 「名誉学位」 大平正芳
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆・橙色ペン書

0846 「日米外交」 大平正芳
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆・橙色ペン書

0847 「エール大学博士号」 藤井
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

0848 「一橋人」 森田一
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・青ペン・赤ペン書

0849 「日中国交回復」 森田一
Ｂ5洋紙17枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・青ペン・赤ペン書

0850 「日中国交回復」(2) 森田一
Ｂ5洋紙11枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・青ペン・赤ペン書

0851 「日中国交正常化」 森田一
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、青ペン・赤ペン書

1枚目に赤ペン書にて「日中
国交正常化」とあり

0852 「(三)日中国交正常化」 藤井
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「藤井
氏」とあり

0853 「日米ハワイ会談」 藤井
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤鉛筆書

0854 「日中国交の正常化」
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆・橙色ペン書

0855
「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5枚、活版、鉛筆・赤ペン書
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0856 「故大平総理の想い出」
ロバート・S・
インガソル

Ａ4洋紙2枚、活版、鉛筆・橙色ペン書 1枚目に朱印にて「控」とあり

0857 「激浪の中の世界と日本」 昭和49年8月 大平正芳
Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤ペン書

0858 「対ソ外交について」 森田一
Ｂ5洋紙12枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・青ペン・赤ペン書

1枚目に赤ペン書にて「新井-
3」とあり

0859 「北方領土問題と対ソ外交」 藤井
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「藤井
氏」とあり

0860 「田中内閣訪ソ コミュニケ」 森田一
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・青ペン書

1枚目に鉛筆書にて「森田
一」とあり

0861 「日中航空協定」 森田一
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「森田
一」とあり

0862 「金大中」 森田一
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、青ペン・鉛筆・赤ペン書

1枚目に赤ペン書にて「森田
一」とあり

0863 「金大中事件の処理」 藤井
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「藤井
氏」とあり

0864 「経済協力省の創設」 森田一
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・青ペン・赤ペン書

1枚目に赤ペン書にて「森田
一」とあり

0865 「大平外交」 藤井
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・赤鉛筆書

1枚目に鉛筆書にて「藤井
氏」とあり

0866 「平衡心と兼愛」 昭和47年12月 大平正芳
Ａ4洋紙中折2枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ、鉛筆・黒ペン・赤鉛筆・赤ペン書

0867 「日欧関係の新段階」 昭和48年8月 大平正芳
Ａ4洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

0868
「北京・ワシントン・モスクワへの
旅」

昭和47年12月 大平正芳
Ａ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、赤ペン・鉛筆書

『文芸春秋』記事

0869 「日中航空協定の締結」 藤井
Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

0870 「三十年ルールのこと」 萩原延寿 Ａ4洋紙1枚、活版、鉛筆書
0871 「大平総理と保利茂氏」 Ｂ5洋紙41枚、乾式コピー、クリップどめ

0872
「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 北米二課
Ｂ5わら半紙22枚、活版、ホッチキスどめ、
青ペン・赤ペン書

1枚目に朱印にて「取扱注
意」とあり

0873
「現在の世界情勢とわが国の立
場」

大平正芳
Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、赤ペン・鉛筆書
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0874 田中内閣成立の経緯 大平正芳
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆・橙色ペン書

0875 「国盗り“大平作戦”やいかに」 昭和48年3月12日
Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー、黒ペン・赤ペ
ン・鉛筆書

『東京タイムス』記事

0876 「首脳外交を終えて」 大平正芳
Ａ4洋紙中折2枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ、黒ペン・赤ペン・鉛筆書

0877
「新しい政治家の先駆者大平さ
ん」

黄田多喜夫 Ａ4洋紙1枚、活版、鉛筆書

0878 「岡本」
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、鉛筆書に
て「岡本」とあり

0879
「池田夫人」(前尾－大平関係に
ついて)

Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

インタビュー原稿、1枚目に鉛
筆書にて「池田夫人」とあり

0880 「村上欽二」(貿易関係)
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、赤ペン・鉛筆書

インタビュー原稿、1枚目に赤
ペン書にて「村上欽二」とあり

0881 「武野義治」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、鉛筆書
インタビュー原稿、鉛筆書に
て「武野義治」とあり

0882 「斉藤晋一」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、鉛筆書
インタビュー原稿、鉛筆書に
て「斉藤晋一」とあり

0883 『芳友』（昭和43年9月10日） 昭和43年9月10日 タブロイド判1部、黒ペン・赤ペン書
0884 封筒（伝記編資料第26章） 封筒1通

0885
「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1枚、乾式コピー

0886 「混沌の日々（迷走国会）」 Ｂ5洋紙28枚、乾式コピー、クリップどめ

0887 「4．日暮硯」 大平正芳 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
昭和45年10月11日日経「座
右の書」のための寄稿

0888
「財政危機宣言と財政硬直化問
題」

Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0889
高橋亀吉　景気対論　「政府も財
界も過大な依頼感」

昭和50年11月1日 Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 『実業の日本』より抜粋

0890
「見果てぬ夢－民主政治におけ
る広報－　大蔵大臣大平正芳」

昭和50年11月2日 Ｂ4洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
『ファイナンス』昭和50年12月
号

0891
「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6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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0892
「特別企画　この冷えすぎた日本
をどうする」

昭和50年9月
Ａ4洋紙8枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、2部

『中央公論』「経済問題」より
抜粋

0893 「サンファン・サミット」 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0894 「きびしさ増す　財政運営を語る」 昭和51年9月 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 『ファイナンス』より抜粋

0895
「大（平）さんの海外出張にお伴
して」

森永貞一郎 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー

0896 「赤字国債発行の功罪」 森田一 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0897
「政策対談　金融機関の今後の
あり方－銀行はもうけすぎている
のか－」

昭和50年7月 Ａ4洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 『総合政策』より抜粋

0898 「大平大蔵大臣に聞く」 昭和49年10月1日 Ａ4洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 『証券随想』28号より抜粋

0899 「所感」 昭和50年5月 大平正芳 Ａ4洋紙1枚、コピー

0900 「教えられることの多かった友人」 川口勲 Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0901 「故大平正芳氏を偲んで」 伊部恭之助 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー

0902 「形正しければ影曲らず」 昭和51年6月 Ａ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 『ファイナンス』より抜粋

0903 サンケイ新聞コピー 昭和49年7月8日 Ｂ4洋紙1枚、コピー
「大平蔵相に聞く　みんなが
苦しさに耐える時代」所収

0904
「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 Ａ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0905
「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 Ａ4洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0906
「2．財政負担増加要因への取り
組み」

Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0907
「蔵相就任時の経済、財政の状
況」

Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 「財政危機宣言と大平財政」

0908 日本経済新聞夕刊 昭和49年7月22日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
「日本経済の活路を探る　大
平正芳氏　あらゆる面で節度
を」
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0909 「数々のおしえ」
高木文雄（国
鉄総裁）

Ａ4洋紙1枚、乾式コピー

0910
「新大臣に聞く　総需要抑制策あ
くまで堅持－物価は秋から冬まで
に安定－」

昭和49年9月 Ａ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0911 「6．昭和51年度予算編成」
Ｂ5洋紙11枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

0912
「5．酒、タバコ関連法案と50年度
補正予算」

Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

0913 「3．昭和50年度予算編成」 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0914 「経済の停滞と不況の中で」 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0915
「柳は緑　花は紅－大いなるかな
人生　偉大なるかな日本人－」

昭和51年1月
Ａ4洋紙12枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

『ファイナンス』より抜粋

0916 封筒（伝記編資料第27章） 封筒1通

0917 「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1枚、乾式コピー

0918 「椎名裁定のとき」 森田一 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0919
「混沌の日々　努力の二重構造、
三木体制」

Ｂ5洋紙34枚、乾式コピー、クリップどめ 裏に鉛筆書にて書込あり

0920
「部外秘大臣経歴関係（文官普
通恩給関係）」

Ｂ5冊子1冊、黒ペン・青ペン・鉛筆書、活
版

0921
封筒（総理時代お国入り挨拶元
原稿）

封筒1通

0922 「高松市民会館」 Ｂ5洋紙42枚、乾式コピー、クリップどめ

0923
「三本松高校体育館での記念講
演」

Ｂ5洋紙29枚、乾式コピー

0924 「大野原にて」 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、クリップどめ

0925
「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16枚、乾式コピー

0926 「高松空港での第一声」 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー
0927 「善通寺弔」 Ｂ5洋紙23枚、乾式コピー、クリップどめ
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0928 「丸亀市」 Ｂ5洋紙26枚、乾式コピー、クリップどめ
0929 封筒（訪米時の資料） 封筒1通

0930

「ADMINISTRATIVE POLICY
SPEECH BY PRIME MINISTER
MASAYOSHI OHIRA AT THE
EIGHTYSEVENTH SESSION OF
THE NATIONAL DIET」

昭和54年1月25日 外務省 Ｂ5洋紙冊子10頁、活版 同件2部あり

0931 「Masayoshi Ohira」 昭和54年 外務省 Ａ4洋紙冊子10頁、カラー印刷

0932 「Facts and Figures of Japan」 昭和53年
Foreign
Press Center

Ａ5洋紙冊子88頁、活版 同件2部あり

0933
「JAPAN-U.S.RELATIONSSOME
FACTS AND FIGURES」

昭和54年 外務省 Ａ4洋紙12枚、活版、ホッチキスどめ

0934
「JAPAN'SPOSITIONONSELECT
EDFOREIGNPOLICY ISSUES」

昭和54年 外務省 Ａ4洋紙14枚、活版、ホッチキスどめ

0935
「JAPANINTHEWORLD
ECONOMY」

昭和54年 外務省 Ａ4洋紙11枚、活版、ホッチキスどめ

0936 封筒（総理遺稿集「集録せず」） 封筒1通

0937 「諸外国訪問の際の演説等」
Ｂ5洋紙68枚、Ａ4洋紙5枚、活版、青ペン
書、乾式コピー、クリップどめ

0938
「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1枚、乾式コピー

0939
「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3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0940 「内閣総理大臣談話」 昭和55年5月5日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー

0941
「華国鋒総理の大平総理私邸訪
問」

Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0942
「カーター大統領の大平総理私
邸訪問」

Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0943
カーター米大統領、マルコム豪
大統領からの電報等

昭和55年7月10日
Jimmy Carter
等

Ｂ5変洋紙1枚、Ａ4洋紙3枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ
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0944
「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15枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

0945 山陽新聞コピー　第34498号 昭和54年1月1日 山陽新聞社 Ａ3洋紙1枚、乾式コピー

「総理と語る　田園都市構想
の実現への意欲　新しい地
域づくり」等所収、同件2部あ
り

0946
「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4枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

0947 「総理にきく　合意の政治と決断」 1月22日
Ｂ5洋紙12枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

総合テレビ、鼎談

0948
「大平正芳・松坂慶子　総理はと
ても親しみがもてます」

昭和55年2月
『月刊自由民
主』

Ｂ4洋紙中折4枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

0949 「日本記者クラブにおける講演」 昭和54年1月22日 Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0950

「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1枚、乾式コピー

0951 「総理大臣あいさつ」 昭和54年7月25日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折5枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

全国都道府県議会議長会第
73回定例総会挨拶

0952
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3枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

0953
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
Ｂ4洋紙中折2枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

全国町村長大会あいさつ（Ｂ
4洋紙中折1枚、Ｂ5洋紙1枚、
乾式コピー、ホッチキスどめ）

0954
日本山岳会チョモランマ登頂祝
辞

昭和55年5月26日
Ｂ4洋紙中折3枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

同件2部あり

0955
「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1枚、乾式コピー

0956
「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3枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

0957 「弔辞」 昭和54年4月11日
Ｂ4洋紙中折2枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

亀山孝一先生の弔辞、同件2
部あり
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0958 「総裁」 大平正芳 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0959
「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

0960
「価値転換の新局面に処して　納
得の得られる政治を」

2月1日
Ｂ4洋紙中折5枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

大平正芳・上坂冬子対談

0961 「東京サミット後の日本の進路」 8月15日
Ｂ4洋紙中折5枚、Ｂ5洋紙1枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

大平正芳・岩男寿美子対談

0962 「挨拶速記録　大平総裁出陣式」 昭和55年6月19日
Ｂ5洋紙18枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

作成者、熊野靖子

0963

「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（第3種郵便物
認可）

昭和53年12月21日 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0964
「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6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0965
「By Masayoshi Ohira Prime
Minister of Japan」

昭和55年4月6日 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー
第6回LNG拡大国際会議で
の大平首相演説、同件2部あ
り

0966
「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1枚、乾式コピー

0967 「講演要旨」
昭和54年8月22、26
日

Ｂ5洋紙冊子9頁、活版 同件2部あり

0968
「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11枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

0969 「年頭にあたって」 昭和55年1月1日 大平正芳 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0970 当選演説 昭和54年10月7日 大平正芳 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 同件2部あり

0971
「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5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0972 「内閣総理大臣祝辞」 昭和55年5月14日 大平正芳 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
第10回国際経済協力シンポ
ジウムにおいて
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0973

「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11枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

0974 「内閣総理大臣あいさつ」 昭和55年3月18日 大平正芳 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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

0975 四国新聞コピー 昭和54年4月10日 Ｂ4変1枚、乾式コピー
「四国新聞創刊90周年を祝
す　さらに創意工夫を」所収

0976 四国新聞コピー 昭和53年11月6日 Ｂ4変洋紙3枚、乾式コピー、クリップどめ 「県民の温かい声援胸に」等

0977
「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1枚、乾式コピー

0978 「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

0979 「あいさつ」 昭和54年3月15日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折3枚、Ｂ5洋紙1枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

日本商工会議所第49回通常
会員総会でのあいさつ

0980 「大平内閣総理大臣挨拶」 昭和54年9月20日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折3枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

全国証券大会において

0981
「来賓挨拶（要旨）景気中立型の
予算編成を」　経団連週報1459
（第3種郵便物認可）

昭和54年12月27日 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

0982 「内閣総理大臣挨拶」 昭和55年5月28日 大平正芳 Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
全国中小企業団体中央会に
おいて

0983 報知新聞コピー 昭和55年1月1日 Ａ3変洋紙1枚、乾式コピー
「レジャーは政治の大課題」
所収

0984
「竹村健一の直撃インタビュー原
稿　大平新総裁にきく」

昭和54年1月
Ｂ4洋紙中折4枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

『月刊自由民主』より抜粋

0985
「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 Ａ3変洋紙1枚、乾式コピー

0986
「政治家の資産と収支の公開の
取扱いについて」

昭和54年7月20日
Ｂ5洋紙12枚、乾式コピー、ホッチキス・ク
リップどめ

付箋、紙等の貼り付けあり、
赤鉛筆書にて訂正等あり

0987 「開催にあたっての総理挨拶」 昭和54年5月31日
Ｂ5洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキス・ク
リップどめ

ダグラス・グラマン問題に関
する協議会開催に際して
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0988
「総理にきく　若い世代からの注
文」

3月17日
Ｂ5洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

0989
「国際化への“能力資源”生かそ
う」『月刊自由民主』

昭和54年11月
Ｂ4洋紙中折4枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

0990
「選挙は民主政治の大本」『月刊
自由民主』

昭和54年10月 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー

0991 「国民と苦楽を共に」 昭和54年2月 大平正芳
『月刊自由民
主』

Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー

0992 「風邪を移し　俗を易える」 昭和54年4月 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー

0993 「総理にきく「相互依存の世界」」 5月29日
Ｂ5洋紙12枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

大平正芳、本間長世、山室
英男鼎談

0994
「総理にきく「世界の中の日本
像」」

3月10日
Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

総合テレビ、大平正芳、木村
尚三郎、家城啓一郎鼎談

0995 「祝辞」 昭和54年11月27日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折2枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

軍恩連盟全国連合会25周年
記念大会において

0996 「祝辞」 昭和55年4月18日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折1枚、Ｂ5洋紙1枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

第12回愛育班員全国大会に
おいて

0997
「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1枚、乾式コピー

0998
「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1枚、乾式コピー

0999
「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5枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

1000
「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2枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

1001 「総理大臣あいさつ」 昭和54年10月16日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折2枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

第15回全国農業協同組合大
会において

1002 「内閣総理大臣祝辞（案）」 昭和54年10月18日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折1枚、Ｂ5洋紙1枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

更生保護制度施行30周年記
念全国大会において

1003
「第31回中小企業団体全国大会
内閣総理大臣メッセージ」

昭和54年9月19日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折4枚、Ｂ5洋紙1枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

1004 「内閣総理大臣あいさつ」 昭和55年3月19日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折3枚、Ｂ5洋紙1枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

日本商工会議所会員総会に
おいて
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1005
「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5枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

1006
「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3枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

1007
「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2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1008 「内閣総理大臣挨拶」 昭和54年5月24日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折4枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

全国中小企業団体中央会通
常総会において

1009 封筒（派閥40日） 封筒1通

1010
昭和54年9月～11月間の選挙関
連日程表

昭和54年
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

赤鉛筆書にて書込あり

1011 昭和54年11月5日新聞コピー 昭和54年11月5日
読売新聞 ・
朝日新聞

Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー
「ドキュメント79・11・5」「感慨
深まるばかり」「自民抗争1ヵ
月の軌跡」等所収

1012 「寝返り議員一覧表」 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
1013 政党支持率等、新聞コピー 昭和54年 Ｂ4洋紙9枚、乾式コピー

1014
衆議院総選挙投票行動等新聞コ
ピー

昭和54年
Ｂ4洋紙11枚、Ｂ5変洋紙1枚、乾式コ
ピー、クリップどめ

1015
昭和51年以降の主要事実関係
年表

Ｂ4洋紙33枚、乾式コピー、クリップどめ

1016 「派閥40日　新聞スクラップ」
角2形封筒1枚、Ｂ4洋紙21枚（スクラップ
貼り付けあり）

1017 封筒（参考資料大蔵省） 封筒1通

1018 「興亜院より復帰後の履歴」 昭和27年 大蔵省 Ｂ4洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にて加筆あり

1019
「興亜院出向時（昭和十四年十
二月）迄の履暦」

昭和14年12月 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1020 「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1枚、乾式コピー
1021 「辞令の署名印」 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 鉛筆書にて加筆あり
1022 封筒（回想録刊行準備） 封筒1通

1023 「大平正芳回想録刊行会」 昭和55年10月13日 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1024 政界寄稿依頼案 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
赤ペン、青ペン書にて加筆あ
り
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1025 「大平正芳回想録刊行趣意書」 昭和55年10月15日

伊東正義・森
永貞一郎（大
平正芳回想
録刊行会
世話人）

Ｂ4洋紙2枚、ホッチキスどめ

1026 回想録世話人・編集委員名簿 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1027 大平正芳関係者一覧 Ｂ4洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 同件3部あり

1028
「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6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1029 「財団についての検討事項」 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1030
「大平正芳氏の回顧録の作成
（実施要領）」

Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 黒ペン書にて加筆多数あり

1031
「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6枚、黒ボール
ペン・鉛筆書、クリップどめ

1032 「大平正芳氏の回顧録の作成」 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー

1033 大平正芳交友関係一覧
Ｂ5大平正芳用箋4枚、黒ペン・鉛筆書、ク
リップどめ

1034 「大平正芳回想録刊行趣意書」 昭和55年10月15日

伊東正義・森
永貞一郎（大
平正芳回想
録刊行会
世話人）

Ａ4変洋紙4枚、乾式コピー、継紙
同件3部あり、赤ペン書にて
加筆あり

1035
「故大平正芳氏追悼文のお願
い」

昭和55年10月15日

伊東正義・森
永貞一郎（大
平正芳回想
録刊行会
世話人）

Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、クリップどめ 同件2部あり

1036 回想録第2巻伝記編編集案 Ｂ4青罫紙4枚、黒ペン書、クリップどめ

1037
「大平正芳回想録伝記編目次
（案）」

昭和56年5月6日
Ｂ4洋紙2枚、Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

赤ペン・黒マジック書にて加
筆多数あり

1038 封筒（逝去後スクラップ） 封筒1通

1039
「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1枚、活版、両面印刷
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1040
「我が岳父・大平正芳を偲ぶ　最
後の旅」

森田一
Ａ4洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

1041 『三豊観音寺教育会報』弟53号 昭和55年8月10日
三豊観音寺
教育会

Ｂ4洋紙中折2枚、活版、両面印刷
「故大平正芳総理を偲びそ
の友情に哭く　会長本田益
夫」所収

1042
「「大平首相の遺体解剖」『如水
会報』」

昭和55年10月
Ｂ5変洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

「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

1043 大平正芳追悼文複写
Ｂ4わら半紙8枚、乾式コピー、クリップど
め

「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

1044 封筒 Ａ4判鹿島出版会封筒1枚

1045
「朝日ジャーナル　日本が疾走し
た10年　1960年代」vol.23 No.39

昭和56年10月1日 朝日新聞社
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半紙冊子146頁、カラー
印刷・活版

1046 「大平「殺人事件」」
Ａ3洋紙中折7枚、オフセットカラー印刷、
クリップどめ

雑誌掲載記事、出典不明

1047 「大平「殺人事件」密約破棄」
Ａ4洋紙5枚、オフセットカラー印刷、クリッ
プどめ

雑誌掲載記事、出典不明

1048 「昭和四十一年各紙掲載記事」
封筒1通、新聞切り抜き17点、一部クリッ
プどめ

1049 封筒（資料大蔵大臣時代） 封筒1通

1050
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

Ｂ4洋紙16枚・Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ・クリップどめ

鉛筆・赤鉛筆・黒ペン書にて
加筆・削除多数あり
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1051 「財政危機宣言と大平財政」 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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

1052
「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14頁、活版

1053
「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

亀井敬之（大
蔵省大臣官
房文書課広
報室長）

Ｂ5洋紙2枚、Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

1054
「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3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1055
「現代の病は何か－大蔵大臣に
就任して－」

昭和49年8月 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 『ファイナンス』掲載記事

1056 「2　49年産米価問題」
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー（ジュリスト原稿
用紙）、ホッチキスどめ

1057
「記者会見（生産者米価決定
後）」

7月22日 Ｂ4洋紙、乾式コピー

1058 原稿 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 元原稿はジュリスト原稿用紙

1059 「生産者米価決定後の会見」 9月6日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー

1060 「3　昭和49年度補正予算」 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 元原稿はジュリスト原稿用紙

1061
「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2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1062 「4　昭和50年度予算編成」 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1063
「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
亀井敬之（大
臣官房文書
課広報室長）

Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1064 原稿 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1065
「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4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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1066
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2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1067 「予算大臣折衝後の記者会見」 昭和50年1月10日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
赤マジック書にて囲み2ヵ所
あり

1068
「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 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
赤マジック書にて囲み2ヵ所
あり

1069 「5　財政危機宣言」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 元原稿はジュリスト原稿用紙

1070
「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1枚、Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

1071 原稿
Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー（ジュリスト原稿
用紙）、ホッチキスどめ

1072 「当面の財政事情について」 昭和50年4月15日 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
本件は『ファイナンス』5月号
掲載記事、赤マジック書にて
加筆あり

1073 記者会見要旨 4月12日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー

1074 「歳入不足問題にふれて」 昭和50年4月17日
Ｂ4洋紙2枚、Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

赤マジック書にて加筆あり

1075 「6　財政硬直化問題」
Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー（ジュリスト原稿
用紙）、ホッチキスどめ

1076
「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
長亀井敬之
（大臣官房文
書課広報室）

Ｂ4洋紙3枚・Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

1077 「大臣懇談より」 昭和50年4月24日
Ｂ4洋紙1枚、Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

赤マジック書にて加筆あり

1078 原稿
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

赤マジック書にて加筆あり

1079
「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 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 赤マジック書にて加筆あり

1080 「8　昭和51年度予算編成」
Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー（ジュリスト原稿
用紙）、ホッチキスどめ

赤マジック書にて加筆あり

1081
「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 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 赤ボールペン書にて囲みあり

1082
「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1枚、乾式コピー
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1083
「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1枚、乾式コピー

1084
「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

1085
「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2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1086 「記者会見より」 昭和51年5月14日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
元原稿は大平正芳回想録刊
行会原稿用紙

1087
「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

1088
「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

長富祐郎（大
蔵省大臣官
房文書課広
報室長）

Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

1089
「9　51年度補正予算と52年度予
算編成」

Ｂ5洋紙3枚、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

1090
「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

1091 「むすび」
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー（ジュリスト原稿
用紙）、ホッチキスどめ

1092
「大臣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

篠沢恭介（大
蔵省大臣官
房文書課広
報室）

Ｂ4洋紙1枚、Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

1093 「米価の改定について」 昭和49年10月 宮下創平 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
本件は『ファイナンス』掲載記
事

1094
「昭和四十九年度補正予算の概
要」

昭和50年1月 篠沢恭介 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
本件は『ファイナンス』掲載記
事

1095 「昭和五十年度予算」 昭和50年2月 矢崎新三 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
本件は『ファイナンス』掲載記
事

1096
「安定成長下の財政運営－財政
制度審議会中間報告－」

昭和50年9月
浜田卓二郎
・宗田勝博

Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
本件は『ファイナンス』掲載記
事

1097
「昭和五十年度補正予算の概
要」

昭和50年11月 矢崎新三 Ｂ4洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
本件は『ファイナンス』掲載記
事
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1098
「オイル・ショック以後の日本経済
とその対策」

昭和51年1月 寺村信行 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー
本件は『ファイナンス』掲載記
事

1099 「昭和五十一年度予算」 昭和51年2月 矢崎新三 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
本件は『ファイナンス』掲載記
事

1100
「当面の経済情勢と政策運営－
補正的措置の実施－」

昭和51年12月 関要 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1101
「大量の国債依存からの脱却を
めざして」

昭和51年 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1102 「昭和五十一年度補正予算」 昭和52年2月 千野忠男 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
本件は『ファイナンス』掲載記
事

1103
「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

1104 「参考資料」
Ｂ5洋紙1枚、東京国税局茶罫紙、鉛筆
書、Ｂ4洋紙85枚、Ｂ5洋紙6枚、乾式コ
ピー、クリップどめ

鉛筆・赤鉛筆書にて加筆・削
除多数あり

1105 封筒 Ｂ4判封筒1枚
表に黒マジック書にて「大蔵
大臣時代　記者会見要旨な
ど」とあり

1106 「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1枚、Ｂ4洋紙218枚、乾式コピー
封筒表に黒ペン書にて「総理
時代日程　福川氏より」とあり

1107
封筒（提言、党情報告昭51昭52
昭53、政策綱領資料）

封筒1通

1108
「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12頁、活版

1109
「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10頁、活版 同件2部あり

1110
「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 Ｂ5洋紙冊子8頁、活版 同件2部あり

1111
「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9頁、活版
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1112
「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17頁、活版

1113 「党情報告」 昭和51年1月21日
中曽根康弘
（自由民主党
幹事長）

Ｂ5洋紙冊子11頁、活版 第31回自由民主党大会資料

1114
「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8頁、活版

1115 「党情報告」 昭和52年1月26日
大平正芳（自
由民主党幹
事長）

Ｂ5洋紙冊子11頁、活版 第32回自由民主党大会資料

1116 「党改革に関する報告」 昭和52年4月25日
大平正芳（自
由民主党幹
事長）

Ｂ5洋紙冊子9頁、活版
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

1117 「党情報告」 昭和53年1月20日
大平正芳（自
由民主党幹
事長）

Ｂ5洋紙冊子10頁、活版 第34回自由民主党大会資料

1118 「確かな未来を求めて」 昭和53年8月
大平正芳（自
由民主党幹
事長）

Ｂ4洋紙3枚、活版、ホッチキスどめ 同件2部あり

1119 「大平正芳の政策要綱資料」 昭和53年11月27日 Ｂ5洋紙冊子64頁、活版

1120
「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14頁、活版

1121 「転換の時代と政治運営の指針」 昭和52年
大平正芳（自
由民主党幹
事長）

Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
昭和52年第1回自由民主党
研修会基調演説

1122 封筒（総括資料訪米54年） 封筒1通

1123
「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 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
朱印にて洋紙右上に「秘　無
期限」とあり

1124
「日米首脳会議発言要領（案）」
等

Ｂ4洋紙27枚、Ｂ5洋紙11枚、乾式コピー、
クリップどめ

朱印にて洋紙右上に「極秘
無期限」とあり

1125
「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128頁、活版
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1126 「歴代総理訪米に関する行事等」 昭和54年3月27日 外務省 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1127
封筒（米・中・ソ関係主要年表ニ
クソン声明）

封筒1通

1128 「ニクソン声明」 昭和46年7月16日
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

Text of Presidential State-
ment Made from Western
White House at 7:30 p.m.
PDの本文と翻訳

1129
「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17枚、乾式コピー、ホッチキ
スどめ

1130
封筒（回想録資料編年譜元原
稿）

封筒1通

1131 回想録資料編年譜元原稿 昭和53年12月 26cm×9cm洋紙137枚、黒ペン書
1132 封筒（弔辞） 封筒1通 福川氏関係史料
1133 「故大平正芳閣下　御霊位」 昭和55年6月 荻須高徳 巻紙1枚、封書
1134 「弔辞」 昭和55年7月9日 佐伯信隆 巻紙1枚
1135 「弔詞　衆議院」 昭和55年7月9日 衆議院 Ａ3鳥の子紙1枚、包紙

1136 弔詞　参議院 昭和55年7月9日 参議院 Ａ3鳥の子紙1枚、包紙

1137
「弔辞自由民主党副総裁西村英
一」

昭和55年7月9日 巻紙1枚、包紙

1138 「追悼の辞」 昭和55年7月9日 服部髙顕 巻紙1枚、包紙
1139 弔辞 昭和55年7月9日 森永貞一郎 巻紙1枚、包紙
1140 弔辞 昭和55年7月9日 伊藤正義 巻紙1枚、包紙

1141 回想録資料年表
Ｂ4洋紙49枚、乾式コピー、赤鉛筆書、ク
リップどめ

1142 大平正芳履歴
Ｂ4洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

1143
『スウェーデン社会研究所所報』
第1号

昭和43年1月25日 高須裕三
スウェーデン
社会研究所

Ｂ5洋紙冊子12頁、活版

1144 「スウェーデン社会研究所」
Ｂ5日本大学経済集志原稿用紙1枚、黒
ペン・赤鉛筆書

本件は1143の2～3頁間に挟
み込み

1145
「故大平総理関係謝恩会主席者
名簿」

昭和55年12月18日
Ｂ5洋紙11枚、乾式コピー、ホッチキスど
め
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1146 回想録執筆候補者名簿
Ｂ4洋紙13枚、コクヨ青罫紙、黒ペン・赤ペ
ン・赤鉛筆・青鉛筆・黄ペン書、クッリプど
め、ホッチキスどめ

1147 「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

1148 封筒 封筒1枚
封筒表に鉛筆書にて「資料
（未使用分含）」とあり

1149 私の履歴書（大平正芳）複写 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー 赤マジック書にて加筆あり

1150 「公共事業制度の改善に就いて」
Ｂ5洋紙14枚、大平正芳回想録刊行会原
稿用紙、黒ペン書

1151 封筒（仙台税務監督局時代） 封筒1枚
封筒表に黒ペン書にて「仙台
税務監督時代（写真含む）
（仙台国税局より）」とあり

1152
「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

Ｂ4タイプ用紙中折1枚、和文タイプ
大蔵省の受付印、仙台国税
局長の朱印あり

1153 清河会主催祝賀会の写真 昭和27年
写真1枚、Ｂ5新財政研究会原稿用紙1
枚、黒マジック書、クリップどめ

1154 中国時代の写真 昭和14年8月カ
写真3枚、Ｂ5新財政研究会原稿用紙1
枚、黒マジック書、クリップどめ

1155 興亜院出向出発時の写真
写真1枚、11.3cm×15cm洋紙1枚、乾式
コピー、クリップどめ

1156 仙台時代の大平邸の写真
写真10枚、Ｂ6洋紙1枚、乾式コピー、封
書

1157 佐藤久吉氏宅来訪録複写 昭和15年カ Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
1158 大平正芳色紙複写 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー

1159 「（参考）関係資料の送付区分」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1160 犯則事件調査の栞 9月23日
Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

1161 大平正芳色紙複写 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー

1162 「大平間税部長回顧目録」 仙台国税局
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー（仙台国税局税
務署罫紙）、ホッチキスどめ

同件2部あり



大平正芳関係文書目録

76

請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

1163
「酒造組合中央会東北支部臨時
総会記念撮影」

昭和14年4月4日
写真1枚、Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、クリッ
プどめ

1164 封筒（通産大臣時代日程） 封筒1通
封筒表に青ペン書にて「通産
大臣時代日程」とあり

1165 通産大臣期年表
Ｂ4洋紙15枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

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

1166 通産大臣期年表
Ｂ4洋紙24枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

赤鉛筆書にて加筆あり

1167 通産大臣期出演番組・講演一覧 2月26日 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1168 外務大臣期年表 2月20日
Ｂ4コクヨ青罫紙5枚、黒ボールペン・青
ボールペン書、クリップどめ

1169 外遊日程
昭和44年10月16日
～11月3日

通商産業省
Ｂ5洋紙20枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

黒ペン書にて加筆あり

1170
「“－1969年秋ヨーロッパの旅
－”」

昭和44年 Ａ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 青ボールペン書にて加筆あり

1171 封筒（沢氏資料コピー） 封筒1通

1172
「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 Ｂ5洋紙冊子17頁、活版

1173
「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14頁、活版

1174 「大平正芳の政策要綱資料」 昭和53年11月27日 Ｂ5洋紙冊子64頁、活版

1175 「講演要旨」
昭和54年8月22日、
26日

大平正芳（自
由民主党総
裁）

Ｂ5洋紙冊子9頁、活版
本件は昭和54年度自由民主
党夏季全国研修会に於ける
講演

1176 「党情報告」 昭和53年1月20日
大平正芳（自
由民主党幹
事長）

Ｂ5洋紙冊子10頁、活版 第34回自由民主党大会資料

1177 「党改革に関する報告」 昭和52年4月25日
大平正芳（自
由民主党幹
事長）

Ｂ5洋紙冊子9頁、活版
自由民主党改革・躍進総決
起大会資料

1178
「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8頁、活版
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1179
「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9頁、活版

1180
「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10頁、活版

1181
「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12頁、活版

1182
「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 Ｂ5洋紙冊子9頁、活版 同件2部あり

1183 取材メモ（参議院選挙関連） 昭和52年4月 Ｂ5洋紙15枚、乾式コピー
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

1184 新聞記事複写 昭和52年5月～6月 東京新聞
Ｂ4洋紙1枚、Ｂ4変洋紙2枚、Ｂ5洋紙2枚、
乾式コピー

「八党時代　参院選後への鼓
動」1～3、参院選後の連合に
ついての大平幹事長談話記
事

1185 取材メモ（参議院選挙関連） 昭和52年6月～7月 Ｂ5洋紙16枚、Ｂ5変洋紙5枚、乾式コピー
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

1186 新聞記事複写（自民党内事情） 昭和52年6月～7月
Ｂ4変洋紙1枚、Ｂ5洋紙2枚、Ｂ5変洋紙1
枚、乾式コピー

東京新聞、朝日新聞掲載記
事

1187 取材メモ（政局関連） 昭和52年7月 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー
大平正芳・中曽根康弘・松野
頼三へのインタビュー原稿

1188 新聞記事複写（大福関係） 昭和52年10月11日
Ｂ4変洋紙1枚、Ｂ5変洋紙1枚、乾式コ
ピー

1189 取材メモ 昭和52年7月～10月 Ｂ5洋紙9枚、Ｂ4洋紙1枚
松野頼三・江崎真澄・大平正
芳へのインタビュー原稿

1190 取材メモ 昭和52年カ Ｂ5洋紙81枚、Ｂ5変洋紙7枚、乾式コピー

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
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1191 新聞記事複写（社会党関係）
昭和52年7月16日～
8月21日

Ｂ4洋紙3枚、Ｂ4変洋紙1枚、Ｂ5変洋紙1
枚、乾式コピー

1192 封筒（福川氏執筆資料） 封筒1通

1193 「故大平総理追悼歌」 昭和55年6月12日 片木雅文 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
鉛筆・赤鉛筆・黒マジック書
にて加筆・削除あり

1194 「故大平総理胸像披露式」 4月7日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
鉛筆・黒マジック書にて加筆・
削除あり

1195 「カーター前大統領会見記」 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 青マジック書にて加筆あり

1196 大平正芳追悼記事 昭和55年11月 Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
本件は『如水会報』掲載記
事、黒マジック・赤ペン書にて
加筆あり

1197 追悼文 昭和55年12月11日 廖承志
Ｂ5変洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

黒マジック・鉛筆・赤鉛筆書
にて加筆・削除あり

1198 追悼文 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー
黒マジック・鉛筆・赤鉛筆書
にて加筆・削除あり

1199 『自由新報』第888号 昭和55年1月1・8日
自由民主党
本部

ブランケット判1枚、活版
大平正芳・岩下志麻の新春
対談掲載

1200 『自由新報』第841号 昭和54年1月2・9日
自由民主党
本部

ブランケット判1枚、活版
大平正芳・村松英子の新春
対談掲載

1201 『月刊自由民主』 昭和55年2月
Ｂ5洋紙4枚、Ｂ6変洋紙1枚、乾式コピー、
鉛筆書、ホッチキスどめ

大平正芳・松坂慶子の新春
対談掲載

1202 『月刊自由民主』 昭和54年11月 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
大平正芳・竹村健一の対談
掲載

1203 『月刊自由民主』 昭和54年 大平正芳
Ａ6変洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

巻頭言の複写

1204
「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

Ｂ5洋紙冊子6頁、カラー印刷
大平正芳・緒方貞子の対談
掲載

1205 「総裁挨拶（要旨）」 昭和54年1月24日
大平正芳（自
由民主党総
裁）

Ｂ4洋紙中折1枚、活版 第36回自由民主党大会資料

1206 「一九八〇年代の新しい選択」
昭和54年8月22日～
28日

大平正芳（自
由民主党総
裁）

Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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

1207
「大平新総裁にきく」『月刊自由
民主』

昭和54年1月 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にて加筆あり
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1208 「新総裁挨拶要旨」 昭和53年12月1日 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 第35回臨時党大会での挨拶

1209 「総裁挨拶」 昭和57年1月23日
大平正芳（自
由民主党総
裁）

Ｂ4洋紙中折2枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

第37回自由民主党大会資料

1210 第35回臨時党大会議事録抄 昭和53年12月1日 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にて加筆あり

1211
「一九八〇年代の新しい選択」
『月刊自由民主』

昭和54年10月
大平正芳（自
由民主党総
裁）

Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1212
「特集　大平政権で何が変わる」
『朝日ジャーナル』

昭和53年12月15日 Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にて加筆あり

1213 成田知巳への追悼文案 昭和54年4月3日 Ｂ4内閣タイプ用紙4枚、和文タイプ
黒ボールペン書にて加筆・削
除・訂正・挿入あり

1214 成田知巳への追悼文 昭和54年4月3日
Ｂ4内閣タイプ用紙5枚、和文タイプ、クリッ
プどめ

1215
「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
Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙中折11枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

1216
「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 Ｂ5洋紙冊子10頁、活版
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

1217
「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
大平正芳（自
由民主党総
裁）

Ｂ5洋紙冊子6頁、活版 同件2部あり

1218 成田知巳への追悼文 昭和54年4月3日 Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1219 成田知巳への追悼文 Ｂ4内閣赤罫紙23枚、墨書、糸綴
1220 封筒（芳友会） 封筒1通

1221
「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 Ｂ5洋紙冊子7枚、活版

1222 「第三回芳友会参加者名簿」
Ｂ5赤罫紙9枚、黒ペン書、ホッチキスど
め、帙あり

帙に青ペン・黒ボールペン書
にて加筆あり

1223
「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 Ｂ5洋紙冊子8頁、活版 同件2部あり

1224
「第二回大平政治教室参加者名
簿」

9月4～5日 Ｂ5赤罫紙22枚、黒ペン書、糊付、帙



大平正芳関係文書目録

80

請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

1225 『新農政』第71号 昭和48年2月15日 Ｂ5洋紙冊子16頁、活版
1226 「正友会研修会日程」 昭和48年9月30日 Ｂ5洋紙1枚、活版

1227 「大平政治教室資料」 昭和40年9月4～5日 封筒1通
表に赤鉛筆・赤ボールペン
書にて加筆あり

1228 「卒業論文」 昭和31年12月1日 大平正芳
Ｂ4洋紙中折15枚、乾式コピー、Ｂ5フラッ
トファイル1冊

1229 封筒（梶原拝） 封筒1通

1230 取材メモ
15cm×8.5cm共同通信社メモ帳1冊（49
枚）、黒ペン書

表紙に黒ペン書にて「総括①
（大平－香川）」とあり

1231 取材メモ 昭和47年
15cm×8.5cm共同通信社メモ帳1冊（49
枚）、黒ペン書

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

1232 取材メモ
昭和47年10月18～
22日

15cm×8.5cm共同通信社メモ帳1冊（45
枚）、黒ボールペン・青ペン書

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

1233 取材メモ
昭和49年1月12～13
日

15cm×8.5cm共同通信社メモ帳1冊（50
枚）、15cm×8.5cm洋紙3枚、黒ボールペ
ン・赤ボールペン・青ボールペン書

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

1234 取材メモ 昭和48年10月 梶原
15cm×8.5cm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

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

1235 取材メモ 昭和49年1月2日 梶原
15cm×8.5cm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

蛍光ペン書にて下線あり

1236 取材メモ
15cm×8.5cm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

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

1237 封筒（相馬拝） 封筒1通

1238 取材メモ
昭和55年3月4日～6
月9日

相馬（共同） Ｂ5変洋紙83枚、乾式コピー、クリップどめ 鉛筆書にて下線・加筆あり
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1239 取材メモ
昭和55年6月10日～
昭和56年6月1日

Ｂ5変洋紙78枚、乾式コピー、クリップどめ 鉛筆書にて下線・加筆あり

1240 封筒（総理祝賀） 封筒1通
1241 「御会葬者芳名録」 Ｂ4和紙中折19枚、墨書、和とじ
1242 「祝大平内閣総理大臣」 Ａ4変和紙28枚、墨書、紐とじ
1243 「讃大平学兄」 昭和53年12月1日 関西11年会 24cm×27cm色紙1枚、墨書 寄せ書き
1244 「得票数」 大平後援会 13cm×13cm冊子12頁2冊、活版

1245 「対談“こんにちは”大平さん」 Ａ3洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 政府広報

1246 「大平正芳先生の歌」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー
1247 「大平正芳先生を偲ぶ会案」 35cm×19cm洋紙1枚、乾式コピー 入会申込書付
1248 寄せ書きに同封した手紙 齋藤晋一 Ｂ5変洋紙中折1枚、墨書、封筒
1249 封筒（総裁選資料） 封筒1通

1250 「日ソ交渉」資料 藤井審議官
Ｂ5洋紙16枚、乾式コピー（原稿用紙）、
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

1251 総裁選関連新聞切り抜き Ａ4変新聞紙187枚、ホッチキスどめ等 週刊誌の切り抜きもあり

1252 訪米関連新聞記事コピー 昭和54年5月2～6日
Ｂ4洋紙17枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

1253 封筒（参議院選挙情勢報告） 昭和55年4月 封筒1通

1254
「参議院選挙北海道地方区情報
報告」

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

赤鉛筆書

1255
封筒（一九七九年十二月中国訪
問資料）

封筒1通

1256 大平夫人パナマ訪問関係資料
Ｂ5洋紙27枚、Ａ4洋紙10枚、Ｂ4洋紙中折
3枚、封書2通、乾式コピー、黒ペン・赤ペ
ン書、ホッチキスどめ、クリップどめ

1257 中国訪問パンフレット等
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

メニュー表等

1258
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
Ｂ6洋紙1枚、Ｂ5洋紙1枚、活版、黒ペン
書、封書2通

訪日時の礼状、レセプション
への招待状

1259 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
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1260 大平首相訪中時の資料

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

1261 「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

1262 「名刺」 6月27日 Ｂ5青罫紙冊子5頁、黒ペン書
「六月二七日激励大会へ他
派閥よりの出席者名」あり

1263 「第一回渡米渡欧祝電集」
昭和37年9月15日～
10月7日

Ａ6変冊子

1264 「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

1265 封筒（佐藤氏原稿） 封筒1通
1266 大平正芳回想録原稿 Ｂ5洋紙6枚、黒ペン書、クリップどめ 昭和53年6月の日程等
1267 大平正芳回想録原稿 Ｂ5洋紙22枚、青ペン書、クリップどめ 東京サミット
1268 大平正芳回想録原稿 Ｂ5洋紙4枚、青ペン書、クリップどめ カーター大統領訪日
1269 「東京サミットへむけて」 Ｂ5洋紙6枚、黒ペン書、クリップどめ

1270 大平正芳回想録原稿 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、クリップどめ サミット前の赤坂迎賓館視察

1271 大平正芳回想録原稿 昭和54年7月6日 Ｂ5洋紙1枚、青ペン書、クリップどめ ライシャワーとのやりとり
1272 大平正芳回想録原稿 Ｂ5洋紙2枚、黒ペン書、クリップどめ カーター来日

1273 「対中国観」
Ｂ5洋紙10枚、黒ペン・青ペン書、クリップ
どめ

1274 封筒（国勢調査と守秘義務） 封筒1通

1275 「衆・予算委員会」答弁 2月7日
Ｂ5洋紙18枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、クリップどめ

1276
「国勢調査と守秘義務等につい
て」

Ｂ5洋紙24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

1277 「刑事訴訟法四七条について」
Ｂ4洋紙中折3枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

1278 航空機輸入問題
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

1279 刑訴法47条メモ書 Ｂ5洋紙1枚、青ペン書

1280
「2月9日衆・予算（想定問題）対
法務大臣」

刑事局
Ｂ5洋紙4枚、Ｂ4洋紙中折2枚、Ｂ4洋紙1
枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

ロッキード問題に関する
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1281 「政治的・道義的責任について」 昭和54年2月2日 補佐官室
Ｂ5洋紙18枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

1282 ロッキード事件の答弁速記等
Ｂ5洋紙6枚、Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ、クリップどめ

1283 想定問答 2月9日 刑事局 Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1284 封筒（東京新聞宇治メモ） 封筒1通
1285 「「四十日間抗争」関連」 昭和54年 Ｂ4洋紙13枚、乾式コピー
1286 「「三木おろし」関連」 昭和49年 Ｂ4洋紙9枚、乾式コピー
1287 「「二人首班指名」関連」 昭和55年1月 Ｂ4洋紙12枚、乾式コピー
1288 封筒（データー原稿） 封筒1通

1289
「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
Ｂ5洋紙20枚、黒ペン・鉛筆書、ビニール
紐とじ

1290
「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
Ｂ5洋紙43枚、黒ペン・鉛筆書、ビニール
紐とじ

1291 「大平内閣官房長官」 昭和56年3月11日 今野耿介 Ｂ5洋紙65枚、黒ペン書、ビニール紐とじ

1292 「再び外交を」 藤井 Ｂ5洋紙67枚、黒ペン書、ビニール紐とじ

1293 「財政危機宣言と大平財政」
Ｂ5洋紙56枚、黒ペン・鉛筆書、ビニール
紐とじ

1294
「政策研究グループの狙いと成
果」

照山正夫
Ｂ4洋紙46枚、乾式コピー、ビニール紐と
じ

1295 「蒙彊・張家口時代の大平さん」 遠藤六郎 Ａ4洋紙15枚、黒ペン書、ビニール紐とじ

1296 括り紐（幹事長時代全日程） Ｂ5コクヨ原稿用紙1枚、黒ペン書

1297 「幹事長時代全日程控」

Ａ3洋紙119枚・Ａ4洋紙35枚・Ａ4変洋紙1
枚・Ａ5洋紙11枚・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

黒ペン・赤ペン書にて書込多
数あり

1298 「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24頁、活版

1299
「大平正芳第六十五回誕生祝賀
会芳名簿」

昭和50年3月12日 大平正芳
Ｂ4半紙中折19枚、黒ペン書、糸とじ、表
紙
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1300
「傷病恩給遺族年金同扶助料処
理簿」

昭和42年 大平事務所
Ｂ5変66枚、黒ペン・赤ペン・青鉛筆・鉛
筆・赤鉛筆書、紐とじ、表紙

1301 「総裁選挙御礼芳名簿」 昭和53年12月 Ｂ4フラットファイル1冊、黒ペン書

1302 「黄十字の友」
昭和36年8月1日～
昭和46年9月1日

Ａ4冊子1冊、活版

1303
封筒（大平首相入院から葬儀ま
での新聞報道記事）

封筒1通

1304
「故大平首相の入院から葬儀ま
での新聞報道記事」(1)

昭和55年5月31日～
6月12日

Ｂ4洋紙92枚、乾式コピー、紐とじ、青ペ
ン書

1枚目に青ペン書にて「No.1」
とあり

1305
「故大平首相の入院から葬儀ま
での新聞報道記事」(2)

昭和55年6月12日～
15日

Ｂ4洋紙105枚、乾式コピー、紐とじ、青ペ
ン書

1枚目に青ペン書にて「2」と
あり

1306
「故大平首相の入院から葬儀ま
での新聞報道記事」(3)

昭和55年6月16日～
7月6日

Ｂ4洋紙92枚、乾式コピー、紐とじ、青ペ
ン書

1枚目に青ペン書にて「3」と
あり

1307
「故大平首相の入院から葬儀ま
での新聞報道記事」(4)

昭和55年7月7日～7
月11日

Ｂ4洋紙93枚、乾式コピー、紐とじ、青ペ
ン書

1枚目に青ペン書にて「No.4」
とあり

1308
故大平首相の入院から葬儀まで
の報道記録

昭和55年6月1日～7
月5日

Ｂ4洋紙31枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

1309
「マスコミ論調」(故大平首相の葬
儀について)

昭和55年7月11日
Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、緑ペン・赤ペン書

緑ペン・赤ペン書にて傍線多
数あり

1310
封筒（回想録資料編写真集割
付）

封筒1通

1311 回想録資料編写真集割付
Ｂ4洋紙40枚、Ｂ5洋紙16枚、乾式コピー、
赤鉛筆・赤ペン・青鉛筆・鉛筆書

赤鉛筆・赤ペン・青鉛筆・鉛
筆書にて書込多数あり

1312 紐（中央公論月表）
昭和42年～昭和55
年

紐1本、Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿
用紙1枚

1313 封筒（仙台税務監督局資料） 封筒1通

1314 「税務統計書」昭和13年度 昭和14年12月
仙台税務監
督局

Ｂ4洋紙冊子512頁、活版

1315 「税務統計書」昭和14年度 昭和15年12月
仙台税務監
督局

Ｂ4洋紙冊子574頁、活版

1316 「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195頁、活版

1317 「職員録」
昭和13年7月25日、
昭和14年8月31日

Ｂ7洋紙冊子184頁、活版、Ｂ7洋紙冊子
175頁、活版

1318 封筒（元原稿） 封筒1通
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1319 「第35章　信頼と合意」 福川
Ｂ5洋紙61枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1320 「第35章　信頼と合意（その2）」 福川
Ｂ5洋紙36枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1321 「大平内閣の発足（体制づくり）」 福川
Ｂ5洋紙12枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1322
「第1次後半（追加）　第1回訪米
（追加）」

福川
Ｂ5洋紙11枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1323
「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154枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1324
「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68枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1325
「第36章（2）追加　政治倫理の確
立」

福川
Ｂ5洋紙63枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1326
「第38章　首脳外交その2　東京
サミット」

福川
Ｂ5洋紙48枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1327
「首脳外交の始動その3UNCTAD
出席」

福川
Ｂ5洋紙16枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1328
「第39章　夏の終り（その1）54年
度予算修正問題」

福川
Ｂ5洋紙28枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1329
「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57枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1330
「第40章（2）55年度予算成立と国
会審議」

福川
Ｂ5洋紙17枚、乾式コピー、原稿用紙、黒
ペン・鉛筆書、ビニール紐とじ

1331
「第41章　激動する世界の中で
（その1）中国訪問」

福川
Ｂ5洋紙43枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1332
「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20枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1333
「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93枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1334
「第41章　激動する世界の中で
（その4）最後の旅」

福川
Ｂ5洋紙85枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1335
「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18枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ
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1336
「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67枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1337
「内政の充実をめざして（経済問
題）」

福川
Ｂ5洋紙7枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆書、
ビニール紐とじ

1338
「第44章　永訣（入院、死去、葬
儀）」

福川
Ｂ5洋紙89枚、原稿用紙、黒ペン・鉛筆
書、ビニール紐とじ

1339
「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
21cm×18cm洋紙冊子12頁、活版同件2
部あり

福川資料

1340
「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 21cm×18cm洋紙冊子36頁、活版 福川資料

1341
「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 21cm×18cm洋紙冊子28頁、活版
福川資料、本件は自由新報
掲載論文

1342
「大平内閣総理大臣の施政方針
演説」

昭和54年1月25日 大平正芳 大平事務所 Ｂ6洋紙冊子18頁、活版
本件は弟87回国会における
もの、同件2部あり、福川資料

1343
「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

前川忠夫（故
大平正芳先
生香川県民
葬儀委員会
葬儀委員長）

Ａ5洋紙冊子6頁、活版 同件2部あり、福川資料

1344
「故マリア大平志げ子葬儀告別
式次第」

平成2年6月4日
Ｂ5変洋紙1枚、Ｂ6変洋紙2枚、Ａ6洋紙1
枚、活版

福川資料

1345 「政治に複合力を」
大平正芳総
裁実現推進
本部

21cm×18cm洋紙、冊子8頁、活版 同件25部あり、福川資料

1346 「潮にむかって立つ」 大平正芳
大平正芳推
薦本部

21cm×18cm洋紙冊子28頁、活版 同件3部あり、福川資料

1347 政策資料「代表質問（案）」 昭和43年1月30日 大平正芳
Ｂ4洋紙11枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、複製

1348
政策資料「瀬戸大橋関係総括質
問要旨案」

大平正芳
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、同件（書込に違い
あり）2部あり
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1349
政策資料「両県の架橋推進の経
過」

大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料、複製

1350 政策資料「幹事長時代」 大平正芳
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、クリップどめ

福川資料、複製

1351 政策資料「瀬戸内架橋」 大平正芳 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料、複製

1352
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
Ｂ5洋紙33枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、クリップどめ

福川資料、複製

1353
政策資料「内閣支持率調査の比
較」等

総理府 Ｂ4洋紙16枚、乾式コピー 福川資料、複製

1354 「村山達雄論」 昭和31年3月1日
Ｂ5洋紙16枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、クリップどめ（原稿用紙）

福川資料、複製

1355 「私の好きな人」 昭和32年1月1日
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、複製

1356 「前尾繁三郎論」 昭和32年9月1日 大平正芳
Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1357 「池田さんの入閣と政局」 昭和33年6月 大平正芳
Ｂ4洋紙7枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1358
「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洋紙8枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1359 「一九六〇年を迎えて」 昭和35年 大平正芳
Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1360 「政局混迷の原因」 昭和34年 大平正芳
Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1361 「新春挨拶」 昭和35年1月1日
NHK高松支
局

Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1362 「タイ特別円問題」 昭和35年頃 大平正芳
Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1363 「安保論議について」 昭和36年頃 大平正芳
Ｂ5洋紙11枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1364
「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
Ｂ5洋紙34枚、乾式コピー（原稿用紙）、ク
リップどめ

福川資料、複製

1365
「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
Ｂ5洋紙1枚、Ａ4洋紙9枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

福川資料、複製
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1366
論文・講演原稿（昭和40年代前
半）「最近の政局の問題につい
て」

昭和40年12月10日 大平正芳
Ｂ5洋紙79枚、乾式コピー（原稿用紙）、ク
リップどめ

福川資料、複製

1367 「スポーツと平和」 昭和40年10月22日 大平正芳
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1368 「春風秋雨」 昭和41年10月 大平正芳
Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1369 「第31回総選挙　立候補の言葉」 昭和42年1月 大平正芳
Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1370 「第31回総選挙　広報」 昭和42年1月 大平正芳
Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1371 「第31回総選挙」立会演説 昭和42年1月 大平正芳
Ｂ5洋紙17枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1372
「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
Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1373 「津島寿一先生について」 昭和42年 大平正芳
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1374 「「ソビエト週報」創刊を祝して」 昭和43年3月26日 大平正芳
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1375
「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
Ｂ5洋紙23枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1376 「演説草案（物価）」 昭和43年頃カ 大平正芳
Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料

1377 「演説草案（外交・防衛）」 昭和43年頃カ 大平正芳
Ｂ5洋紙15枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1378 「第32回総選挙の挨拶」 昭和44年12月 大平正芳
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1379 「選挙公報登載原稿」 大平正芳
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1380 「第31回総選挙」 昭和42年1月 大平正芳
Ｂ4洋紙20枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1381
「全国治水期成同盟会大会にお
ける連合会長として」

昭和42年5月31日 大平正芳
Ｂ4洋紙6枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1382 「照一隅」 昭和42年12月 大平正芳
Ｂ4洋紙7枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製
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1383
論文・講演原稿（昭和40年代後
半）「還暦を迎えて」

昭和45年3月12日 大平正芳
Ｂ4洋紙12枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1384 「国際化時代と日本」 昭和45年4月8日 大平正芳
Ｂ4洋紙22枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1385 「トヨタ自動車工業(株)へ」 昭和45年5月 大平正芳
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1386 「本四連絡橋問題の回顧と展望」 昭和45年5月 大平正芳
Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1387 「旦暮芥考目次案」 昭和45年5月 大平正芳
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1388 「日暮芥考　自序案」 昭和45年5月 大平正芳
Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1389 「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
Ｂ5洋紙8枚、Ｂ4洋紙6枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1390 「公害問題試論メモ」 昭和45年6月 大平正芳 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料、複製

1391 「今後の日米経済」 昭和45年6月25日 大平正芳 Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料、複製

1392 「政治の伝導体」 昭和45年6月26日 大平正芳 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料、複製

1393
「塩崎潤代議士の初当選に寄せ
て」

大平正芳
Ｂ5変洋紙1枚、Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1394 「公害問題試論メモ」 昭和45年6月 大平正芳
Ｂ4原稿用紙4枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

福川資料、複製

1395 「低開発国と日本」 昭和45年7月 大平正芳
Ｂ4洋紙12枚、Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー
（原稿用紙）、ホッチキスどめ

福川資料、複製

1396 「給与局頃」 昭和45年7月9日 大平正芳 Ｂ4洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料、複製

1397
「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
Ｂ4洋紙6枚、Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1398 「日暮硯」 昭和45年10月11日 大平正芳
Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1399 「私の署長時代」 昭和45年12月 大平正芳 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料、複製

1400 「眼を内に向けよう」 昭和46年1月26日 大平正芳
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製
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1401 「新しい創造の契機に」 昭和46年1月23日 大平正芳
Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1402 「宏池会の会長就任の挨拶」 昭和46年4月17日 大平正芳 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料、複製

1403
論文・講演原稿（昭和50年代）
「且暮芥考　自序案」

昭和55年5月 大平正芳
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー（原稿用紙）、鉛
筆書、ホッチキスどめ

福川資料、複製

1404
論文・講演原稿（年代不明）「交
友群像」

大平正芳
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、複製

1405
「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
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1406 「アイデンティティについて」 大平正芳
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1407 「年月不詳」 大平正芳
Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1408 「WhatとHow」 大平正芳
Ｂ5洋紙11枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1409
「今後の日米経済（自由新報記
載）」

大平正芳
Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1410 「予算編成を顧みて」 大平正芳
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、複製

1411 「読書の功徳」 10月4日 大平正芳
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1412 「私の公約」 大平正芳
Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1413
「新しい国際情勢と日本の政治の
動向」

大平正芳
Ｂ4洋紙11枚、乾式コピー（原稿用紙）、
ホッチキスどめ

福川資料、複製

1414 書簡（昭和20～30年代） 大平正芳 Ｂ4洋紙19枚、Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
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

1415 書簡下書き（昭和20～30年代） 大平正芳
Ｂ4洋紙4枚、Ｂ5洋紙24枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

福川資料、複製
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1416
書簡・書簡下書き（昭和40年代前
半）

大平正芳
Ｂ4洋紙33枚、Ｂ5洋紙43枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

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

1417
書簡・書簡下書き（昭和40年代後
半）

大平正芳
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

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

1418 書簡・書簡下書き（年代不明） 大平正芳
Ｂ4洋紙5枚、Ｂ5変洋紙10枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

福川資料、複製、、年賀状、
就任挨拶、案内状等草稿

1419 祝辞・弔辞原稿（昭和30年代） 大平正芳
Ｂ5洋紙16枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

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

1420
祝辞・弔辞原稿（昭和40年代前
半）

大平正芳
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

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

1421
祝辞・弔辞原稿（昭和40年代後
半）

大平正芳
Ｂ5洋紙58枚、Ｂ4洋紙16枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

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
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1422 祝辞・弔辞原稿（昭和50年代） 大平正芳
Ｂ5用紙18枚、Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

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

1423 祝辞・弔辞原稿（年代不明） 大平正芳
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

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

1424 「弔辞・追慕　2　序文」 大平正芳
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

福川資料、複製

1425
「3　挨拶状原稿抄録その他　昭
和四十年度」

大平正芳
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

福川資料、複製

1426 「日本の新しい外交」 昭和47年1月17日 大平正芳
Ｂ5洋紙56枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、複製

1427
「5　挨拶状原稿抄録その他　昭
和五十年度」

大平正芳

Ｂ4洋紙32枚、Ｂ5洋紙87枚、25.7cm×
68.7cm・25.7cm×87cm・25.7cm×
71.1cm・25.7cm×69.6cm・25.7cm×
61.3cm洋紙各1枚、クリップどめ、乾式コ
ピー、鉛筆・黒ペン書

福川資料、複製、一部ホッチ
キスどめあり

1428 七回忌のお礼状 昭和61年6月
大平志げ子・
大平裕

17.6cm×36.5cm洋紙2枚、孔版 福川資料、同件2部あり

1429 「「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

18.1cm×38.3cm杉原紙5枚、孔版、黒ペ
ン書

福川資料、同件5部あり、黒
ペン書にて加筆・訂正・削除
あり、1428に挟み込み

1430
「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

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

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

1431
「大平正芳回想録刊行会（第一
回総会）」

10月13日
Ｂ5洋紙57枚、新財政研究会原稿用紙、
クリップどめ、黒ペン・赤ペン書

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

1432 刊行会運営についての手順書 Ｂ5森田一用箋3枚、黒ペン・青ペン書
福川資料、2枚目に青ペン書
にて加筆あり
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1433
「大平記念財団レセプション　来
賓受付要項」

Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

1434 出席者一覧表
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、赤鉛筆・黒ペン・鉛筆書

福川資料

1435 「大平正芳氏の回顧録の作成」 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー
1435～1439まで一括してク
リップどめ

1436 「大平先生追想録」について 昭和55年8月26日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、1435～1439まで
一括してクリップどめ

1437
第一回編集委員会についてのお
知らせ

10月6日 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー
福川資料、1435～14395まで
一括してクリップどめ

1438 「回顧録作成事業趣意書」 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1435～1439まで
一括してクリップどめ

1439
「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6枚、孔版、ホッチキスどめ、赤鉛
筆書

福川資料、5枚目に赤鉛筆書
にて削除あり、1435～1439ま
で一括してクリップどめ

1440 大平交友関係一覧
Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・鉛筆・青ペン書

福川資料

1441
「大平正芳氏の回顧録の作成」
編集委員等一覧

Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー、赤ペン・黒ペ
ン・青ペン書

福川資料

1442 「大平正芳回顧録の準備」
Ｂ4洋紙2枚、コクヨ罫紙、黒ペン・赤ペン・
青ペン書、ホッチキスどめ

福川資料

1443 大平正芳交友関係一覧（その2）
Ｂ5洋紙4枚、大平正芳用箋、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン・青ペン書

福川資料

1444 大平正芳回想録用人脈一覧
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、青ペン・鉛筆・
黒ペン書

福川資料

1445 「例会の代表者」
Ｂ5洋紙6枚、大平正芳用箋、黒ペン・赤
ペン書

福川資料

1446
「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

Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー、青ペン書

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、1446～1448まで一括して
クリップどめ

1447 回想録の構成
Ｂ5洋紙2枚、大平正芳用箋、黒ペン・赤
ペン・青ペン書

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、1446～1448まで一括し
てクリップどめ
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1448
「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

Ｂ5洋紙2枚、現代文化研究所原稿用紙、
鉛筆書

福川資料、1446～1448まで
一括してクリップどめ

1449 大平正芳回想録用人脈一覧(2)
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン・青ペン書

福川資料、内容は1444とほ
ぼ同一か

1450
「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 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1451
「大平正芳とその時代（執筆要
項）」

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

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

1452
「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
Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、青ペン・赤ペン書

福川資料

1453
「大平正芳氏の回顧録の作成
（実施要項）」

Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、黒ペン・青ペン・赤ペン書

福川資料、3枚目に切り抜き
跡あり

1454 回顧録編集作業の進行について
Ｂ5大平正芳回顧録刊行会原稿用紙冊
子61枚、青ペン・黒ペン・赤ペン書

福川資料

1455 回想録用資料・原稿等
Ｂ5新財政研究会原稿用紙冊子100枚、
青ペン・黒ペン書

福川資料

1456 「安田・福島両名訪中報告メモ」 昭和55年11月17日 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1457 「第一部　永遠の今」 昭和56年10月24日 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、黒ペン書 福川資料

1458 「大平正芳回想録伝記編目次」
昭和56年5月6日・9
月7日

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

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

1459 「第７部　永遠の今」構成案
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

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

1460 「大平回想録第2巻 目次(案)」 昭和56年5月1日 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、青ペン・鉛筆書
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

1461 回想録行程表 Ａ4洋紙1枚、黒ペン書 福川資料

1462 「大平正芳 その人と業績」 昭和56年3月25日 Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料
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1463
「絵のこと」(各巻表紙・口絵等の
画家名と作品名)

Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1464 各章担当者と主要テーマ
Ｂ5洋紙16枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆書

福川資料

1465 各章担当者と主要テーマ(Ｃ)
Ｂ5洋紙16枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、青ペン・鉛筆書

福川資料、1枚目に鉛筆書に
て「Ｃ」とあり

1466
大平正芳回想録関係聞き取り
（1）

Ａ4、新財政研究会原稿用紙、冊子、48
枚、黒ペン書

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

1467
大平正芳回想録関係聞き取り
（2）

Ａ4大平正芳回想録刊行会用紙11枚・Ａ4
大平正芳用箋54枚、冊子65枚、黒ペン・
青ペン書

福川資料

1468 「ある政治家」 11月1日 内藤久 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、四国新聞記事、
1467に挟み込み

1469 東京築地青果株式会社名簿
Ａ4東京築地青果株式会社罫紙1枚、鉛
筆書

福川資料、1467に挟み込み

1470 封筒(「花岡会長原稿在中」) Ｂ5判大平正芳回想録刊行会封筒

1471
桃谷順天館(大平正芳に関するメ
モ)

2月26日
Ｂ5洋紙13枚、森田一用箋、黒ボールペ
ン・青ペン書

1472 メモ
Ｂ5洋紙4枚、財団法人産業経理協会原
稿用紙、青ペン書

1473 「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

1474
花岡会長「政治家　大平につい
て」メモ

Ｂ5洋紙4枚、大平正芳回想録刊行会原
稿用紙、青ペン書

1475
うちわ「必勝　大平正芳先生自民
党総裁選」

うちわ1扇

1476
「ある陣笠の独白　日本への愛
情」『ジャーナル』

昭和34年4月1日 大平正芳 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー

1477 「先輩、知友に恵まれた父」
大平裕（大平
正芳次男）

Ｂ4洋紙4枚、コクヨ原稿用紙、鉛筆書

1478
「三党テレビ討論の内容」『産業
経済新聞』

昭和35年11月17日 洋紙3枚、乾式コピー

1479 メモ「池田内閣以来の出来事」
Ａ6洋紙1枚、三鱗印刷株式会社メモ用
紙、赤ペン書
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1480
「70年代の対話」11回、『東京新
聞』

昭和45年7月26日
大平正芳 ・
江田三郎

洋紙1枚、乾式コピー

1481
「70年代の対話」12回、『東京新
聞』

昭和45年7月27日
大平正芳 ・
江田三郎

洋紙1枚、乾式コピー

1482 「大平正芳年表」 Ｂ5洋紙8枚、原稿用紙、乾式コピー
1483 「明暗二重相」『NP通信』 昭和33年8月4日 大平正芳 洋紙1枚、乾式コピー

1484
「来月27日に「しのぶ会」故大平
首相、三回忌を前に」

昭和57年4月1日 洋紙1枚、乾式コピー

1485
「一期一会－故大平総理とご長
男への追悼－」『四国新聞』

昭和55年8月14日 土壁重信 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー

1486
「戦後の解散史ー香川の衆院
選」

Ａ4洋紙3枚、乾式コピー

1487 「私こそ大平後継者」『東京新聞』 昭和56年1月26日 Ａ3洋紙1枚、乾式コピー

1488 封筒(「資料集」) Ｂ4大平正芳封筒
1489 「故大平正芳首相を悼んで」 赤城猪太郎 Ｂ5洋紙6枚、原稿用紙、青ペン書

1490 「大平さんを悼む」
芦原義重(関
西電力会長)

Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、原稿用紙

1491 「カーター前大統領会見記」 Ｂ5洋紙3枚、コクヨ原稿用紙、青ペン書

1492
「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 Ｂ5洋紙8枚、原稿用紙、黒ボールペン書

1493 「大平正芳とその生涯」 森田一 Ｂ5洋紙10枚、コクヨ原稿用紙、青ペン書

1494 原稿(ジミー・カーター)
Ｂ5洋紙1枚、大平正芳回想録刊行会原
稿用紙、青ペン書

1495 「痛恨の極み」
竹村吉右衛
門

Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー、大平正芳回想
録刊行会原稿用紙

1496
「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3枚、コクヨ原稿用紙、黒ペン書

1497 「大平さんを悼む」 堀田正行 Ａ4洋紙3枚、コクヨ原稿用紙、黒ペン書

1498 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12枚、乾式コピー
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1499
「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
大平正芳（塩
業組合中央
会会長）

東海林武雄
（日本専売公
社総裁）

Ｂ5洋紙冊子、活版11頁

1500 『貿易人』第203号 昭和45年5月 Ｂ5洋紙冊子51頁
「貿易振興は揺るがぬ国是」
<東京時事座談会>4～12頁

1501
「全国区候補者別都道府県得票
数(届出順)香川県」

Ａ4洋紙2枚、変湿式コピー

1502
「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 大平事務所 タブロイド判1枚

1503 『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

1504
「粛党と42年の政治路線」『会津
魁新聞』第4406号

昭和42年1月1日

大平正芳 ・
伊東正義 ・
真島民雄
[鼎談]

Ｂ4変新聞切抜

1505
「世界にとって必要な国に…平
和・教育・技術で“立つ”」『自由
新報』第499号

昭和46年11月2日

大平正芳 ・
草柳大蔵[イ
ンタビュー原
稿]

ブランケット判1枚

1506
「政権争奪へ風雲急」『国会報
道』第195号

昭和46年10月25日 タブロイド判1枚

1507
「知事選挙開票状況確定速報集
計表」

Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー

1508 新聞切抜(宏池会継承問題) 昭和45年10月31日 Ａ3洋紙貼付
1509 「故大平総理の面影」 昭和56年7月27日 花岡彌六 Ａ4洋紙5枚、乾式コピー
1510 豊浜町用大平正芳履歴 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー

1511 回答 昭和55年10月23日 島原 片岡
Ｂ4洋紙3枚、コクヨ原稿用紙、黒ボールペ
ン書

1512 メモ
Ｂ5洋紙8枚、新財政研究会原稿用紙8
枚、青ペン書

1513
「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

Ａ6洋紙冊子、乾式コピー、47～50頁
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1514 森田一肖像写真 白黒サービス判

1515 「私の履歴書」
昭和53年1月1日～
同年1月31日（30回
連載）

大平正芳
日本経済新
聞

Ｂ5洋紙冊子30頁
日本経済新聞連載の記事を
複写、オフセット印刷で製本
したもの

1516 『大平文庫図書目録』(第一号)
大平事務所
編

Ｂ5洋紙冊子70頁

1517
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

1518 「大宅文庫索引一覧」(1) Ｂ4洋紙8枚 同乾式コピー判1部同封
1519 「大宅文庫索引一覧」(2) Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
1520 「原稿掲載一覧」 昭和42年～47年 Ｂ5洋紙9枚、コクヨ青罫紙

1521 「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

1522 「原稿掲載一覧」(2)
昭和53年12月～55
年9月1日

Ｂ5洋紙9頁、大平正芳用箋、黒ボールペ
ン書

1523
スクラップブック「回想録編集史
料」①

昭和30年2月27日～
46年9月15日

B.N.K No.811

1524
スクラップブック「回想録編集史
料」②

昭和46年9月26日～
46年7月6日

B.N.K No.811

1525
スクラップブック「回想録編集史
料」③

昭和48年7月16日～
50年9月19日

B.N.K No.811

1526
スクラップブック「回想録編集史
料」④

昭和50年9月9日～
53年10月22日

B.N.K No.811

1527
スクラップブック「回想録編集史
料」⑤

昭和53年10月22日
～53年12月1日

B.N.K No.811

1528
スクラップブック「回想録編集史
料」⑥

昭和53年12月5日～
53年12月29日

B.N.K No.811

1529
スクラップブック「訪米「金利平衡
税」折衝」

昭和38年7月31日～
8月8日

Ａ-3 103

1530
スクラップブック「北米三国と英仏
訪問」

昭和38年8月25日～
9月10日

Ａ-3 103

1531
スクラップブック「第十八回国連
総会に出席」

昭和38年9月15日～
9月22日

Ａ-3 103



大平正芳関係文書目録

99

請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

 5. 書類
  5-(1) 瀬戸大橋関係

1532 封筒（瀬戸大橋） 封筒3通

附「香川県における瀬戸大橋
架設推進中核機構」青焼き5
枚、「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）」
青焼き17枚

1533
「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

Ｂ5洋紙冊子10頁、タイプ印刷・オフセット
印刷

同件2部あり、但し１部は発信
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

1534
「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

Ｂ5洋紙冊子6頁、タイプ印刷・オフセット
印刷

同件2部あり

1535
「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 Ｂ5洋紙冊子8頁、タイプ印刷 同件2部あり

1536
「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

1537 「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12頁、タイプ印刷

1538
「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18頁、活版

1539
「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 Ｂ5洋紙1枚、タイプ印刷
050100601の1枚目に挟み込
み

1540 「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42頁、タイプ印刷

1541 「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26頁、タイプ印刷

1542 「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31頁、タイプ印刷
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1543
「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 26cm×76cm洋紙1枚、活版・カラー印刷

  5-(2) 解散問題
1544 封筒（解散問題） 封筒1通 福川資料

1545
「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
藤森昭一(主
席内閣参事
官)

内閣参事官
室

法制局 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
同件2部あり、参考資料添
付、福川資料

1546 保利見解に関する参考資料 昭和54年5月21日 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、クリップどめ

議事録・新聞記事のコピー、
1枚目に黒マジック書にて「参
考」とあり、赤鉛筆書に傍線3
カ所あり、福川資料

1547
「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 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
鉛筆書にて加筆3カ所あり、
福川資料

1548
「衆議院の解散、衆議院議員総
選挙、内閣の総辞職、内閣総理
大臣の指名等について」

Ｂ5洋紙7枚、茶罫紙、黒ペン書、クリップ
どめ

福川資料

1549 「解散権について」 昭和53年7月11日
Ｂ5洋紙16枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

赤鉛筆書にて傍線あり、福川
資料

  5-(3) 東京サミット
1550 封筒（東京サミット） 封筒1通 福川資料

1551
「取扱注意　東京サミットについ
て」

昭和54年6月30日
通産省国際
経済課

Ｂ4洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1552
「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

Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料

1553 「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

外務省 Ｂ5洋紙冊子49頁、活版・カラー印刷 福川資料

1554 メモ Ｂ6洋紙1枚、鉛筆書 福川資料
1555 「記者会見発言要旨」 昭和54年7月3日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1556 合同記者会見草稿 Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

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
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1557
「DECLARATION: TOKYO
SUMMIT CONFERENCE」

Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1558
「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 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
黒ペン書にて訂正1ヵ所あり、
福川資料

1559
「SPECIAL STATEMENT OF
THE SUMMIT ON
INDO_CHINISE REFUGEES」

昭和54年6月28日 Ａ4洋紙1枚、タイプ用紙一、英文タイプ 福川資料

1560 「東京サミット宣言（仮訳）」
Ｂ5洋紙15枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料

1561 サミット関連新聞記事
昭和54年6月14日～
30日

新聞切り抜き6点
朝日新聞・日本経済新聞等、
福川資料

1562 宮崎報告メモ 7月7日 Ｂ6洋紙1枚、鉛筆書 福川資料

  5-(4) 大平総理会合資料
1563 封筒（大平総理会合資料） 封筒1通 福川資料

1564 「大平会記録」
昭和38年9月24日～
昭和55年7月15日

Ｂ5洋紙ノート1冊、黒ペン書 福川資料

1565 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 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー・黒ペン書
福川資料、1564の表紙裏に
挟み込み

1566 「9　経済部長との懇談」 昭和54年11月26日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、クリップどめ

福川資料、赤鉛筆書にて丸
印、青~ペン書にて加筆あり、
1566～1569は同じクリップど
め

1567 「経済論説との懇談」 昭和55年4月9日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、1566～1569は同
じクリップどめ

1568 「政治担当論説委員との懇談」 昭和55年4月24日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、1566～1569は同
じクリップどめ

1569 「在京政治部長会会員名簿」 昭和54年11月1日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、1566～1569は同
じクリップどめ

1570 「総理との懇談出席1月会名簿」 昭和54年6月4日 Ｂ5わら半紙1枚、和文タイプ 福川資料
1571 「総理との懇談出席者」 昭和54年11月20日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料
1572 「政治担当論説委員との懇談」 昭和55年3月25日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料
1573 「政治担当論説委員との懇談」 昭和54年11月22日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料
1574 「政治論説懇談会出席者」 8月23日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料
1575 報道関係者一覧 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料
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1576
「大平内閣第一回経済担当論説
委員と総理との懇談会」

Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1577
「経済担当論説委員と総理との懇
談会」

昭和54年1月23日
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1578 「経済部長との懇談」 昭和54年6月1日 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料
1579 社会部長との懇談 1月26日 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー 福川資料

1580
「官房長官主催在京米特派員夕
食懇談会」

昭和54年4月 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1581
「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 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1582 「大平総理との懇談会」 昭和55年5月29日 Ｂ5タイプ用紙1枚、和文タイプ
福川資料、黒ペン書にて書
込あり

1583 「政府・自民党との懇談」 2月22日 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、青ペン書にて加
筆あり

1584
「政策推進労組との会談メン
バー」

Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
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

1585
「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 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1586 「党役員夫人名簿」 昭和54年12月1日 Ｂ4洋紙1枚、活版 福川資料

1587 大平関係懇談会の参加者一覧
Ｂ6洋紙11枚、乾式コピー、鉛筆・青ペン・
黒ペン書

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

1588 「2月定例12日会ご案内先」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、赤鉛筆書にて加
筆あり

1589 「1月16日朝食会出席者」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1590
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
Ｂ5タイプ用紙2枚、和文タイプ、ホッチキ
スどめ・クリップどめ

福川資料

1591 かや会名簿 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1592 「末広会会員名簿」 昭和54年4月20日
Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1593 戌歳会名簿
Ａ4洋紙2枚、タイプ用紙、和文タイプ、
ホッチキスどめ・クリップどめ

福川資料
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1594 芳明会名簿 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、青ペン書にて傍
線あり

1595 大栄会名簿
Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1596 かや会名簿 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、青ペン書にて加
筆あり

1597 三金会名簿 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1598 鍛造大平会名簿
Ａ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1599 格物会名簿
Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1600 大雄会名簿
Ａ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1601 大平会名簿
Ａ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1602 春芳会名簿
Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、鉛筆書にて加筆
あり

1603 青藍会名簿
Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1604 証券大平会名簿
Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1605 芳明会名簿
Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1606 関西大雄会名簿
Ａ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1607 清友会名簿 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1608 芳芽会名簿
Ａ4洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

  5-(5) 特別国会所信表明
1609 封筒（特別国会所信表明） 封筒1通 福川資料

1610
「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 Ｂ4洋紙8枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、鉛筆書にて修正
1ヵ所あり、1610～1615は一
括しクリップどめ
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1611
「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 Ｂ4洋紙8枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

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、1610～1615
は一括しクリップどめ

1612
「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 Ｂ4洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

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、
1610～1615は一括しクリップ
どめ

1613
「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 Ｂ4洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

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、1610～1615は一括しク
リップどめ

1614
「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 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1枚目に朱印にて
「取扱注意」とあり、1610～
1615は一括しクリップどめ

1615
「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 Ｂ4洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

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、
1610～1615は一括しクリップ
どめ

  5-(6) 政治資金疑惑再発防止
1616 封筒（再発防止） 封筒1通 福川資料

1617
「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

Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、青ペン書にて加
筆1ヵ所あり、1617～1628は
一括してクリップどめ

1618 「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

Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1619 「オンブズマン制度について」
Ｂ5洋紙冊子5頁、タイプ印刷、クリップど
め

福川資料
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1620 「取扱注意　基本的前提問題」 田中
Ｂ5わら半紙9枚、タイプ印刷、ホッチキス
どめ・クリップどめ

福川資料、1枚目に朱印にて
「取扱注意」とあり

1621
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 Ｂ4わら半紙1枚、タイプ印刷、クリップどめ 福川資料

1622 意見書 辻清明カ
Ｂ5わら半紙6枚、タイプ印刷、ホッチキス
どめ・クリップどめ

福川資料、1枚目に朱印にて
「取扱注意」とあり

1623 「取扱注意　古井メモについて」 江幡清カ
Ｂ5わら半紙4枚、タイプ印刷、ホッチキス
どめ・クリップどめ

福川資料、1枚目に朱印にて
「取扱注意」とあり

1624 「取扱注意　意見メモ」 岡原昌男カ
Ｂ5わら半紙5枚、タイプ印刷、ホッチキス
どめ・クリップどめ

福川資料、1枚目に朱印にて
「取扱注意」とあり

1625
「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 内閣審議室
Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、1枚目に朱印にて
「取扱注意」とあり

1626
「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 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、クリップどめ 福川資料

1627 「研究項目（試案）」 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー、クリップどめ 福川資料

1628
「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 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、クリップどめ 福川資料

1629
「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

内閣 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1630
「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 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、（別紙2）と記載あ
り

1631
「ロッキード問題に関する調査特
別委員会議録」（第5号）

昭和51年10月20日 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、赤鉛筆書にて傍
線1ヵ所あり、同件2部あり

  5-(7) 社公民連合政権構想
1632 封筒（社公民連合政権構想） 封筒1通 福川資料

1633
「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

Ｂ5洋紙冊子6頁、タイプ印刷 福川資料、同件2部あり

1634
「社会党の現状と参院選に対す
る同党の戦術」（情報資料263
号、6）

昭和55年5月

自由民主党
調査局政治
資料研究会
議

Ｂ5洋紙冊子15頁、タイプ印刷 福川資料
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1635
「公明党の自民党に対する選挙
戦略とわが党の対応」（情報資料
262号、5）

昭和55年4月

自由民主党
調査局政治
資料研究会
議

Ｂ5洋紙冊子14頁、タイプ印刷 福川資料

1636
「参院選における共産党批判」
（情報資料259号、4）

昭和55年4月

自由民主党
調査局政治
資料研究会
議

Ｂ5洋紙冊子22頁、タイプ印刷 福川資料

1637
「連合政権構想批判（その三）」
（情報資料261号）

昭和55年4月

自由民主党
調査局政治
資料研究会
議

Ｂ5洋紙冊子17頁、タイプ印刷
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

1638
「連合政権構想批判（その二）」
（情報資料255号）

昭和55年3月

自由民主党
調査局政治
資料研究会
議

Ｂ5洋紙冊子14頁、タイプ印刷 福川資料

1639
「連合政権構想批判」（情報資料
248号）

昭和55年2月

自由民主党
調査局政治
資料研究会
議

Ｂ5洋紙冊子26頁、タイプ印刷 福川資料

1640 「野党連合への対応策」 Ｂ4洋紙冊子16頁、タイプ印刷
福川資料、赤鉛筆書にて丸
印・傍線各1ヵ所あり

1641 「野党連合政権構想対比」 昭和55年2月
自由民主党
調査局

Ｂ4洋紙冊子6頁、タイプ印刷
福川資料、赤鉛筆書にて丸
印1ヵ所あり

1642 大平正芳演説文 昭和55年5月カ 大平正芳 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料、同件2部あり

1643 大平正芳演説文 昭和55年5月カ 大平正芳 Ｂ4洋紙3枚、和文タイプ、クリップどめ
福川資料、鉛筆書にて挿入・
削除・訂正多数あり

1644
「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

Ｂ4洋紙冊子5頁、タイプ印刷 福川資料

1645 新聞切り抜き 昭和55年5月25日 新聞切り抜き2枚
福川資料、産経・朝日の記事
あり

1646 新聞切り抜き
昭和55年5月22～23
日

新聞切り抜き14枚
福川資料、産経・東京・東京
タイムス・毎日・読売・日経・
朝日の記事あり
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1647 防衛政策に対する意見 伊藤昌哉
Ｂ5洋紙5枚、新財政研究会原稿用紙、青
ペン・黒ペン書、ホッチキスどめ

福川資料

1648
「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 Ｂ4洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1649
「衆・参同時選挙にあたり、国民
の皆様へ」

昭和55年6月2日
大平正芳(自
由民主党総
裁)

Ｂ4わら半紙1枚、タイプ印刷 福川資料

1650 選挙激励文 昭和55年6月9日
大平正芳(自
由民主党総
裁)

Ｂ4わら半紙1枚、タイプ印刷 福川資料

  5-(8) 内閣不信任、記者会見関係
1651 封筒（内閣不信任、記者会見） 封筒1通 福川資料

1652 「大平内閣不信任決議」 昭和55年5月16日カ Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1653 「記者会見質問要旨」 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 福川資料
1654 記者質問の概要 Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙中折4枚 福川資料

1655 記者会見回答案 Ｂ5自由民主党赤罫紙23枚、鉛筆書
福川資料、貼付にて修正2ヵ
所あり

  5-(9) 葬儀関係
1656 封筒（葬儀行事） 封筒1通 福川資料

1657
「IN MEMORIAM MASAYOSHI
OHIRA」

19.5cm×11cm洋紙、冊子12枚、活版 福川資料

1658 「故　大平正芳総理を偲ぶ」 昭和55年7月9日 19.5cm×32cm洋紙1枚、活版 福川資料

1659
「IN MEMORIAM M.
MASAYOSHI OHIRA Premier
ministre du Japon, 1978-80」

昭和55年7月9日 19.5cm×32cm洋紙1枚、活版 福川資料

1660
「IN MEMORIAM MASAYOSHI
OHIRA Prime Minister of Japan,
1978-80」

昭和55年7月9日 19.5cm×32cm洋紙1枚、活版 福川資料

1661
「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 Ｂ5変洋紙冊子81頁、活版 福川資料

1662 「葬儀関係行事メモ」 昭和55年6月12日
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

福川資料、名刺・新聞の貼付
あり、1662～1664は一括して
クリップどめ

1663 「故大平正芳通夜式次第」 昭和55年6月13日 Ａ4鳥の子紙1枚、活版、クリップどめ 福川資料、同件2部あり
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1664 「故　大平正芳総理を偲ぶ」 昭和55年7月9日
19.5cm×32cm洋紙1枚、活版、クリップど
め

福川資料

1665
「故大平正芳殿御葬儀費明細
書」

昭和55年6月
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

福川資料

  5-(10) 訪米等関係
1666 封筒（訪米・墨加） 封筒1通 福川資料

1667
「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）]」（共通編その1）

昭和55年4月 通商産業省
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子58頁、孔版・タイプ印刷

福川資料

1668
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料
（サミット、MTN、イラン等）」（共通
編その2）

昭和55年4月 通商産業省
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子43頁、孔版・タイプ印刷

福川資料

1669
「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）」（共通編（その3））

昭和55年4月 通商産業省
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半紙、冊子23頁、孔版・
タイプ印刷

福川資料

1670
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料
（二国間問題一般）」（アメリカ編
その1）

昭和55年4月 通商産業省
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子40頁、孔版・タイプ印刷

福川資料

1671
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料
（対米輸出問題）」（アメリカ編そ
の2）

昭和55年4月 通商産業省
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子48頁、孔版・タイプ印刷

福川資料

1672
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料
（対米輸入問題）」（アメリカ編そ
の3）

昭和55年4月 通商産業省 Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半紙、冊子39頁、孔版
福川資料、8・9頁に黒マジッ
ク書にて削除あり

1673
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料
（エネルギー問題）」（アメリカ編そ
の4）

昭和55年4月 通商産業省
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半紙、冊子49頁、孔版・
タイプ印刷

福川資料

1674
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料
（二国間経済・貿易問題一般）」
（カナダ編（その1））

昭和55年4月 通商産業省
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子54頁、孔版

福川資料

1675
「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）」（カナダ編（その2））

昭和55年4月 通商産業省
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子105頁、孔版・タイプ印刷

福川資料、青ペン書にて傍
線多数あり
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1676
「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）」（カナダ編（その3））

昭和55年4月 通商産業省
Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半紙・Ｂ4わら半紙中折、
冊子91頁、孔版

福川資料

1677 「メキシコ合衆国概況」 昭和55年4月 通商産業省 Ｂ5わら半紙冊子15頁、孔版 福川資料

1678
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料
応答要領」（メキシコ編（その1））

昭和55年4月 通商産業省 Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半紙、冊子19頁、孔版 福川資料

1679
「取扱注意　総理3ヵ国歴訪資料
参考資料」（メキシコ編その2）

昭和55年4月 通商産業省 Ｂ5洋紙・Ｂ5わら半紙、冊子78頁、孔版 福川資料

  5-(11) 第87回国会施政方針演説作成資料

1680
封筒（87国会施政方針演説作成
資料）

封筒1通 福川資料

1681 構想メモ
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、青ペン書にて加
筆多数あり、1681～1687は一
括してクリップどめ

1682 構想メモ Ｂ5青罫紙6枚、鉛筆書、クリップどめ 福川資料

1683
「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 Ｂ5洋紙44枚、乾式コピー

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

1684 ブレーンの意見
Ｂ5通商産業省茶罫紙9枚、緑ペン・赤ペ
ン・青ペン書、ホッチキスどめ・クリップど
め

福川資料

1685
「第三十六回国会（臨時会）施政
方針演説」

昭和35年10月21日
Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1686
「第三十八回国会（臨時会）施政
方針演説」

昭和36年1月30日
Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料

1687
「取扱注意　施政方針演説の構
成案」

Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、青ペン書にて加
筆多数あり

1688 見出し Ｂ6洋紙1枚、赤鉛筆書、クリップどめ 福川資料

1689 「全国幹事長会議次第」 昭和55年5月23日 Ｂ5わら半紙1枚、タイプ印刷、クリップどめ
福川資料、裏に青ペン書に
て発言要旨あり

1690
「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
Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料
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1691
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
大平正芳（内
閣総理大臣）

Ｂ5洋紙8枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、青ペン書にて削
除・挿入・修正多数あり

1692 「内閣総理大臣談話」 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、クリップどめ
福川資料、鉛筆書にて修正・
削除・挿入多数あり

1693 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
Ｂ4内閣用紙3枚、和文タイプ、クリップど
め

福川資料、鉛筆書にて修正・
削除・挿入多数あり

1694 大屋晋三葬儀における弔辞 昭和55年4月3日 大平正芳
Ｂ4内閣用紙2枚、和文タイプ、クリップど
め

福川資料、鉛筆書にて修正・
削除・挿入多数あり

1695 メモ Ａ6洋紙2枚、鉛筆書、クリップどめ 福川資料

1696 「選挙用メモ」 昭和54年9月11日
Ｂ5洋紙10枚、鉛筆・黒ペン書、クリップど
め

福川資料

1697 「解散声明」
Ｂ5洋紙2枚、青ペン書、ホッチキスどめ・
クリップどめ

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

1698 「解散声明」 Ｂ5洋紙1枚、鉛筆書、クリップどめ

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

1699 エネルギー問題に関するメモ
Ｂ5新財政研究会原稿用紙1枚、鉛筆書、
クリップどめ

福川資料

  5-(12) 大平総理入院状況

1700 メモ
Ｂ5内閣赤罫紙2枚、鉛筆・黒ペン書、ク
リップどめ

福川資料

1701 封筒（大平総理入院状況） 封筒1通 福川資料
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1702 名刺

白戸正直（全
国朝日放送
株式会社
モーニング
ショー制作部
部長兼プロ
デューサー）
・佐野寧（週
刊読売編集
部部長）・杉
林昇（週刊読
売編集部次
長）

名刺3枚、活版
福川資料、1702～1712まで
クリップどめ

1703 「官房長官記者会見用メモ」
（昭和55年カ）6月19
日

Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、2枚目に青ペン書
にて挿入・削除・修正あり

1704
「テレビ朝日の「訂正とおわび」に
ついて」

Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1705 新聞記事
昭和55年6月19日～
20日

Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー
福川資料、毎日、朝日、東
京、日本経済新聞の記事あり

1706 おわび 昭和55年6月19日 白戸正直 大平志げ子 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料
1707 おわび 昭和55年6月19日 白戸正直 伊東正義 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1708 お詫び状 昭和55年6月18日 佐野寧 伊東正義 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1709とクリップど
め

1709 お詫び状 昭和55年6月18日 佐野寧 大平祐 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1708とクリップど
め

1710
「テレビ朝日　六月十二日　溝口
モーニングショー」

Ｂ5洋紙11枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料

1711 週刊読売写真記事 昭和55年6月29日 Ｂ5変洋紙、乾式コピー 福川資料

1712 要請状 昭和55年6月18日
内閣総理大
臣秘書官

佐野寧
Ｂ5内閣タイプ用紙2枚、和文タイプ、クリッ
プどめ

福川資料、2枚目に青ペン書
にて修正あり

1713 「入院中見舞客リスト」
昭和55年5月31日～
6月11日

Ｂ5内閣青罫紙用紙29枚、クリップどめ 福川資料
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1714 「6.12　8.30発表」 昭和55年6月12日 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1枚目に鉛筆書に
て書込あり、1714～1736まで
クリップどめ

1715
「故　大平総理の剖検（肉眼）所
見」

Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1716 6月12日明け方のメモ 昭和55年6月12日 Ｂ5洋紙1枚、青ペン・鉛筆書 福川資料
1717 連絡先 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1718 病状経過報告 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1枚目に鉛筆書に
て加筆あり

1719
経過説明を受けての総理見解
（案）

Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1720
「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 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1枚目に鉛筆書に
て加筆あり

1721 「6/9　午前発表の総理見解」 昭和55年6月8日 山口洋 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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

1722
病床の総理との会見におけるメ
モ

Ｂ6変洋紙4枚、黒ペン書、ホッチキスどめ 福川資料

1723 6/6　脈拍等のメモ 昭和55年6月6日 Ｂ6変洋紙1枚、黒ペン書 福川資料

1724
「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 Ｂ5洋紙1枚、カーボン複写
福川資料、青ペン書にて傍
線・削除あり

1725 「総理秘書官会見記録」 昭和55年6月5日
Ｂ4洋紙中折3枚、乾式コピー、ホッチキス
どめ

福川資料

1726 血圧・脈拍・体温のメモ Ｂ6変洋紙1枚、黒ペン書 福川資料
1727 お見舞い内容を記したメモ Ｂ5変洋紙1枚、青ペン書 福川資料

1728 「6月3日（正午）官房長官会見」 昭和55年6月3日 Ｂ6変洋紙2枚、黒ペン書、ホッチキスどめ 福川資料

1729
「六月二日夜　官房長官会見要
旨」

昭和55年6月2日 Ｂ6変洋紙4枚、黒ペン書、ホッチキスどめ 福川資料

1730 6月2日午前　医師団による発表 昭和55年6月2日 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

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

1731
「6月1日（月）11:00～　医師団記
者会見」

昭和55年6月1日 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、2枚目に鉛筆書に
て修正あり

1732 6月1日朝の容態についてのメモ 昭和55年6月1日 Ｂ5変洋紙1枚、黒ペン・青ペン書 福川資料
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1733
5月31日　官房長官記者会見（発
言振り）

昭和55年5月31日 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1734 医師団会見の新聞記事 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1735 6月13日付新聞記事 昭和55年6月13日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、1734の新聞記事
一部分の添付あり

1736 6月27日付　週刊朝日　特集記事 昭和55年6月27日 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

  5-(13) 第91回国会施政方針演説作成資料
1737 封筒（91国会施政方針演説） 封筒1通 福川資料

1738
「取扱注意　施政方針演説案（五
五・一・一九）」

昭和55年1月19日 Ｂ4洋紙14枚、乾式コピー、クリップどめ

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

1739
「取扱注意　施政方針演説案（五
五・一・一四）」

昭和55年1月14日
Ｂ4洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、鉛筆書にて修正・
挿入・訂正・削除・加筆多数
あり、1739～1744までクリップ
どめ

1740
「取扱注意　施政方針演説案（五
五・一・一一）」

昭和55年1月11日
Ｂ4洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、鉛筆書にて修正・
挿入・訂正・削除・加筆多数
あり

1741
「取扱注意　施政方針演説案（五
五・一・十一）」

昭和55年1月11日
Ｂ4洋紙13枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に朱印にて
「取扱注意」とあり

1742
「施政方針演説案（五五・一・
九）」

昭和55年1月9日
Ｂ4洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

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

1743
「施政方針演説案（五五・一・
八）」

昭和55年1月8日
Ｂ4洋紙15枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

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

1744
「施政方針演説案（五五・一・
五）」

昭和55年1月5日
Ｂ4洋紙15枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、鉛筆書にて傍線・
削除・修正・挿入・加筆多数
あり

  5-(14) 第88回国会施政方針演説作成資料
1745 封筒（88国会所信表明演説） 封筒1通 福川資料
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1746
「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

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

Ｂ5洋紙16枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に朱印にて
「取扱注意」とあり、1746～
1751までクリップどめ

1747
「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 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1748
「総理所信表明演説に対する感
想」

森崎国雄ほ
か

Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1749 「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 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 福川資料
1750 「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 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1751
「全国有力新聞最新部数表　昭
和54年7月度　ABC部数」

昭和54年9月7日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1752
「第八十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9月3日 Ｂ5洋紙冊子15頁、活版
福川資料、1752～1762まで
クリップどめ

1753
「秘　所信表明演説（案）54・8・
27」

昭和54年8月27日
Ｂ4洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に朱印にて
「秘」とあり

1754 「省庁間配置転換について」 昭和54年8月27日 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、青ペン書にて加
筆・傍線あり

1755
「秘　所信表明演説（案）54・8・
24」

昭和54年8月24日
Ｂ4洋紙11枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

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

1756 「取扱注意<原文><修文案>」 昭和54年8月22日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1757
「秘　所信表明演説（案）54・8・
23」

昭和54年8月23日
Ｂ4洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

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
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1758 「所信表明演説（案）54・8・21」 昭和54年8月21日 Ｂ4洋紙12枚、Ｂ4変洋紙1枚、乾式コピー

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

1759 「佐藤・公文先生の意見」 Ｂ5洋紙1枚、青ペン・鉛筆書 福川資料

1760
「秘　所信表明演説（案）（第三次
稿）54・8・21」

昭和54年8月21日
Ｂ4洋紙11枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、添付あり、鉛筆書
にて加筆・傍線多数あり

1761 「三　政治倫理の確立」 昭和54年8月22日
Ｂ4洋紙4枚・Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

福川資料、1枚目に青ペン書
にて加筆あり

1762
「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
Ｂ4洋紙11枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

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

  5-(15) 行政改革
1763 封筒（行政改革） 封筒1通 福川資料

1764
「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

Ｂ5洋紙冊子20頁、活版 福川資料

1765
「「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 Ｂ4変洋紙冊子15頁、タイプ印刷 福川資料

1766
「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 Ｂ4洋紙中折冊子24頁、タイプ印刷 福川資料

1767
「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」

Ｂ4変洋紙1枚、タイプ印刷 福川資料

1768
「行政改革の推進について」（資
料1）

昭和52年12月23日 Ｂ5洋紙冊子21頁、タイプ印刷
福川資料、青ペン書にて加
筆・傍線多数あり

1769
「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 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

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1769～1783までク
リップどめ
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1770 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

Ｂ4洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1771
「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 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1枚目に黒ペン書
にて加筆あり

1772
「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 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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

1773
「各省庁の県単位機関現況調べ
（主なもの）」

Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1774 「各省庁のブロック機関調べ」 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、オレンジ色蛍光ペ
ン書にて傍線あり

1775
「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 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、朱印にて「取扱い
に注意されたい」とあり

1776
「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 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、鉛筆書にて傍線・
加筆あり

1777 特殊法人問題と国会について Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
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

1778
「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

Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1779
「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 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1780 「秘　行政改革の基本的考え方」 昭和55年11月22日 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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

1781
「厳秘　今後における行政改革の
課題」（資料1）

昭和54年7月13日 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1782
「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 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、鉛筆書にて傍線・
加筆あり

1783 「今後における行政改革の課題」 昭和54年7月 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、鉛筆書にて傍線・
加筆あり
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  5-(16) 中国出張
1784 封筒（中国出張） 封筒1通 福川資料

1785
「最近の中国要人による主要演
説」

昭和53年～昭和54
年

Ｂ5洋紙22枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1785～1792まで
クリップどめ

1786
「中国経済の最近の動向につい
て」

昭和54年10月18日
Ｂ5洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料

1787 「最近の日中経済関係について」 昭和54年11月19日
Ｂ5洋紙12枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料

1788 「最近の日ソ関係」 昭和54年11月
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料

1789 「中ソ関係の推移概略」 11月29日
Ｂ5洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料

1790 「中越紛争テクノロジ－」 昭和54年11月
Ｂ5洋紙18枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料

1791 「米中関係の現状」 昭和54年11月28日 Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1792
「華国鋒中国総理の西欧4カ国訪
問」

Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1793 「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 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1793～1806まで
クリップどめ

1794 「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 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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

1795 「2.石油の輸入について」 昭和54年8月28日 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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

1796 「3.石炭の輸入について」 昭和54年11月7日 北アジア課 Ｂ4洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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

1797 「4.対中プラント輸出について」
Ｂ4洋紙16枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

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

1798 「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 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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
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1799
「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
Ｂ4洋紙23枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、青ペン書にて傍
線・加筆多数あり

1800 「7.対中資金協力について」 昭和54年11月19日 北アジア課 Ｂ4洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1枚目に青ペン書
にて傍線あり

1801
「8.対中特恵関税の供与につい
て」

Ｂ4洋紙31枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、青ペン書にて傍
線・加筆多数あり

1802 「中国特恵について」 昭和54年11月29日 大蔵省 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1803 「9.特殊貿易について」 昭和54年11月26日 北アジア課 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、青ペン書にて加
筆あり

1804 「10.合弁について」 昭和54年11月20日 北アジア課
Ｂ4洋紙22枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、青ペン書にて傍
線・加筆多数あり

1805
「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
Ｂ4洋紙27枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に青ペン書
にて傍線あり

1806
「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 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

  5-(17) 訪米発言要領関係
1807 封筒（発言要領訪米資料） 封筒1通 福川資料

1808
「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 外務省 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1809
「取扱注意　対エジプト援助関係
資料」

昭和54年4月25日 経済協力局 Ｂ4洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1枚目に朱印にて
「取扱注意」とあり

1810
「極秘　無期限　大平総理・カー
ター大統領会談　発言要領」（資
料1）

昭和54年4月 外務省 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1枚目に朱印にて
「極秘　無期限」とあり

1811
「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)」（資料2）

昭和54年4月 外務省
Ｂ5洋紙16枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1812

「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)」（資料3）

昭和54年4月 外務省
Ｂ5洋紙37枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1813
「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)」（資料4）

昭和54年4月 外務省 Ｂ5洋紙冊子35頁、乾式コピー
福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり
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1814

「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）」（資料5）

昭和54年4月 外務省
Ｂ5洋紙14枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に朱印にて
「極秘　無期限」とあり

1815
「秘　無期限　カーター政権の課
題」

昭和54年3月27日 外務省
Ｂ4洋紙11枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

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

1816
「秘　無期限　大平総理・カー
ター大統領会談（参考資料）」（参
考1）

昭和54年4月 外務省 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1817
「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」（参考2）

昭和54年4月 外務省 Ｂ5洋紙冊子30頁、乾式コピー
福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1818

「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）」（参考3）

昭和54年4月 外務省
Ｂ5洋紙25枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1819
「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」（参考4）

昭和54年4月 外務省
Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1820

「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）」（参考5）

昭和54年4月 外務省 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1821
「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」（参考6）

昭和54年4月
Ｂ5洋紙34枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1822
「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」（参考7）

昭和54年4月 外務省 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1823
「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」（参考8）

昭和54年4月 外務省
Ｂ5洋紙27枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり



大平正芳関係文書目録

120

請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

1824

「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）」（参
考9）

昭和54年4月 外務省
Ｂ5洋紙10枚、Ｂ4変洋紙1枚、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1825
「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」（参考10）

昭和54年4月 外務省
Ｂ5洋紙72枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1826 「最近の日米経済関係」 昭和54年3月 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1827
「秘　無期限　大平総理・カー
ター大統領会談（参考資料）」（参
考11）

昭和54年4月 外務省
Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1828
「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」（参考13）

昭和54年4月 Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

1829
「秘　無期限　大平総理・カー
ター大統領会談（参考資料）」（参
考12）

外務省
Ｂ5洋紙11枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1枚目に朱印にて
「秘無期限」とあり

  5-(18) 大平入院後の新聞記事
1830 封筒（大平入院後の新聞記事） 封筒1通 福川資料

1831 新聞切り抜き6月16日～7月6日
昭和55年6月16日～
7月6日

Ｂ4洋紙92枚、乾式コピー、クリップどめ 福川資料

1832 新聞切り抜き7月7日～11日
昭和55年7月7日～
11日

Ｂ4洋紙92枚、乾式コピー、クリップどめ 福川資料

  5-(19) 大平首相対談関係

1833
封筒（総務（理力）と語る、総理PR
対談）

封筒1通 福川資料

1834 「確かな80年代の構築」 昭和54年12月15日 Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1835 「“こんにちは”大平さん」 Ａ3洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1836 「総理大臣出演番組」 昭和54年12月24日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー

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、1836～1854
までクリップどめ
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1837 大平総理出演番組視聴率
Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

福川資料、2枚目に鉛筆書に
て加筆あり

1838
「「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 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、青ペン書にて加
筆多数あり

1839
「総理にきく　若い世代からの注
文（仮）」

Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1840
「総理にきく　若い世代からの注
文」

Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、鉛筆書にて加筆
多数あり

1841
「TV番組“総理と語る”の録画に
ついて」

Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙5枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

福川資料

1842
「総理にきく　くらしからの注文～
秋田・名古屋～」

Ｂ4洋紙3枚、Ｂ4変洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、4枚目に青ペン書
にて加筆あり

1843 「「総理と語る」制作について」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1844 「転機に立つ大平政治」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1845 「総理にきく」
Ｂ4洋紙1枚、Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、鉛
筆書

福川資料、Ｂ4洋紙は乾式コ
ピー、Ｂ5洋紙は鉛筆書

1846 総理と語る　日本テレビ
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

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

1847 「総理にきく　相互依存の世界」
Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

福川資料、2枚目に青ペン・
赤ペン書にて加筆あり

1848 「民放協共同番組」
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

福川資料

1849 「総理と語る（3月分）」 Ｂ5内閣青罫紙3枚、鉛筆書 福川資料

1850 「テレビ朝日「総理と語る」」 昭和54年2月26日
Ｂ5洋紙2枚、Ｂ6変洋紙5枚、乾式コピー・
青ペン書

福川資料、新聞記事添付あり

1851 総理にきく　NHK　1月22日 Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1852 「総理対談候補者」
Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー・青ペン書、ホッ
チキスどめ

福川資料

1853 対談者リストメモ Ｂ6変洋紙1枚、鉛筆・青ペン書 福川資料

1854 「福田総理「総理と語る」」 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料
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1855
「こども記者会見　総理大臣　大
平さんに聞く」

Ｂ5変洋紙7枚、Ｂ4タイプ洋紙2枚、名刺1
枚、乾式コピー、タイプ印刷、ホッチキス
どめ

福川資料、Ｂ5変洋紙に青ペ
ン書にて加筆・訂正あり、
1855～まで貼り付け

1856 名古屋テレビ企画案
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

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

1857 対談資料
Ｂ5洋紙1枚、Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

福川資料、1枚目に青ペン書
にて加筆あり

1858 お知らせ 昭和54年7月 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 福川資料
1859 総理と100人の子供達　視聴率 Ｂ6変洋紙1枚、鉛筆・赤鉛筆書 福川資料

1860 「首相出演番組（NHK）」 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、鉛筆・青ペン書に
て加筆あり

1861
「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 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 福川資料

1862 「21世紀への道」第7号について 昭和54年4月27日 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー 福川資料

1863 報知新聞社　質問要旨 Ｂ4洋紙1枚、タイプ印刷 福川資料

1864 西日本放送からの連絡 昭和54年12月11日
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

福川資料、Ｂ4タイプ用紙

1865 テレビ企画対談 昭和54年
Ｂ4洋紙1枚、Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

福川資料、Ｂ4洋紙に鉛筆書
にて加筆あり

1866 「総理世界を語る」 昭和54年12月18日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、青ペン書にて加
筆あり

  5-(20) その他

1867
「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 Ａ6洋紙冊子139頁、活版 福川資料

1868 「主要国首脳会議」
昭和49年6月28日～
29日

外務省 Ａ5変洋紙冊子103枚、活版 福川資料

1869

「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 Ａ6変ファイル1冊、厚さ2cm、活版 福川資料
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1870

「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

Ａ6変ファイル1冊、厚さ2cm、活版 福川資料

1871
「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

外務省
Ａ4洋紙119枚、乾式コピー、Ａ4ファイル1
冊

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

1872 「総理訪米同行記者名簿」
昭和54年4月30日～
5月7日

Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1871の見出し「3」
の最後に挟み込み

1873
「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 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、1871の見出し「6」
の最後に挟み込み

1874
ワシントン・ニューヨーク中心部地
図

Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー
福川資料、1871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

1875 メトロポリタン美術館概要 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み

1876

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

Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み

1877
「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

Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み、1877～1886は
一括してクリップどめ

1878 「総理夫人御日程」
Ａ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み、1877～1886は
一括してクリップどめ

1879 「米側出席者略歴」
Ａ4洋紙12枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み、1877～1886は
一括してクリップどめ

1880 「米側出席者リスト」
Ａ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み、1877～1886は
一括してクリップどめ

1881 「行事概要（1）」
Ａ4洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み、1877～1886は
一括してクリップどめ
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1882 「行事概要（2）」
Ａ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み、1877～1886は
一括してクリップどめ

1883 「行事概要（3）」
Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み、1877～1886は
一括してクリップどめ

1884 「行事概要（4）」
Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み、1877～1886は
一括してクリップどめ

1885 「行事概要（5）」
Ａ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み、1877～1886は
一括してクリップどめ

1886 「行事概要（6）」
Ａ4洋紙1枚、乾式コピー、ホッチキスど
め・クリップどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み、1877～1886は
一括してクリップどめ

1887
「総理下院訪問・米側出席予定
者」

Ａ4タイプ用紙5枚、英文タイプ、ホッチキ
スどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み

1888
「総理上院訪問・米側出席予定
者」

Ａ4タイプ用紙2枚、英文タイプ、ホッチキ
スどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み

1889 「大平総理大臣滞華御日程」 昭和54年4月27日 在米大使館
Ａ4タイプ用紙3枚、英文タイプ、ホッチキ
スどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み

1890 「ゲストリスト」 昭和54年5月2日 福川秘書官
Ａ4洋紙6枚、6.7cm×12.5cm洋紙1枚、乾
式コピー、黒ペン書、ホッチキスどめ

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み

1891

「Coffee and Meeting in honor of
His Excellency Masayoshi Ohira
Prime Minister of Japan with
Members of the House of
Representatives and the
Committee on Foreign Affairs」

昭和54年5月3日 21cm×42cm洋紙1枚、活版
福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み

1892

「MEETING WITH HIS
EXCELLENCY MASAYOSHI
OHIRA PRIME MINISTER OF
JAPAN」

昭和54年5月3日 22cm×50cm洋紙1枚、活版
福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み

1893
「TABLE REMARKS, WHITE
HOUSE STATE DINNER」

昭和54年5月2日
Ａ5変洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み、鉛筆書にて
「find」とあり
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1894
「LUNCHEON in honor of His
Excellency Masayoshi Ohira The
Prime Minister of Japan」

昭和54年5月4日

MR. DAVID
ROCKEFEL
LER
Chairman of
the Board
The Chase
Manhattan
Bank

21cm×10cm洋紙冊子6枚、活版
福川資料、1871の裏表紙裏
に挟み込み、青ペン書にて
加筆あり

1895
「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

外務省 Ａ4ファイル1冊、厚さ1.5cm、乾式コピー
福川資料、扉に朱印にて「取
り扱い注意」とあり

1896
「総理訪米・墨・加同行記者リス
ト」

昭和55年4月15日
外務省報道
課

Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1897
「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

Ａ4洋紙27枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料

1898
タウンマップ　オタワ・バンクー
バー

Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、赤鉛筆書
福川資料、赤鉛筆書にて書
込多数あり

1899
「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
情報文化局
報道課

Ｂ5ファイル1冊、厚さ1.3cm、乾式コピー
福川資料、扉に「取扱注意」
とあり

1900
「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
外務省アジ
ア局

Ｂ5ファイル1冊、厚さ1.7cm、乾式コピー
福川資料、扉に朱印にて「秘
無期限」とあり

1901
「極秘無期限第六回主要国首脳
会議用資料」（Ⅰ）

Ａ4ファイル1冊、厚さ2.7cm、乾式コピー
（50部の内9号）、ファイル表
紙に朱印にて「極秘無期限」
とあり

1902
「極秘無期限第六回主要国首脳
会議用資料」（Ⅱ～Ⅵ）

Ａ4ファイル1冊、厚さ1.9cm、乾式コピー
（50部の内8号）、ファイル表
紙に朱印にて「極秘無期限」
とあり

1903 「大平総理訪中資料」 昭和54年12月 外務省 Ａ4ファイル1冊、厚さ1.1cm、乾式コピー

1904
「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

Ａ4洋紙冊子9頁、乾式コピー、ホッチキス
どめ

1903裏表紙裏に挟み込み

1905 「取扱注意総理訪墨」
昭和51年5月1日～4
日

外務省 Ａ4ファイル1冊、厚さ1.1cm、乾式コピー

1906 タウンマップ　メキシコ中心部 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー、赤鉛筆書
赤鉛筆書にて書込あり、1905
の裏表紙裏に挟み込み
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1907
「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
外務省アジ
ア局

Ｂ5ファイル1冊、厚さ0.9cm、乾式コピー、
鉛筆書

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

1908 「大平総理訪中日程概要」 昭和54年
Ｂ4洋紙1枚、Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、
ホッチキスどめ

福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み

1909 「新世紀をめざす日中関係」 昭和54年12月7日
Ｂ5洋紙、乾式コピー、18頁、ホッチキスど
め

福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み

1910 「大平総理スピーチ」 昭和54年12月7日
Ｂ5洋紙冊子5頁、乾式コピー、ホッチキス
どめ

福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み

1911
「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 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1907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

1912
「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 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み、1912～1916は
一括してクリップどめ

1913
「新世紀をめざす日中関係　於北
京」

昭和54年12月7日
Ｂ5洋紙18枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み、1912～1916は
一括してクリップどめ

1914 「大平総理スピーチ」（於歓迎宴） 昭和54年12月5日
Ｂ5洋紙冊子5頁、乾式コピー、ホッチキス
どめ

福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み、1912～1916は
一括してクリップどめ

1915 「大平総理スピーチ」（於答礼宴） 昭和54年12月7日 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み、1912～1916は
一括してクリップどめ

1916 「大平総理スピーチ」（於西安） 昭和54年12月8日
Ｂ5洋紙冊子9頁、乾式コピー、ホッチキス
どめ

福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み、1912～1916は
一括してクリップどめ

1917
「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

Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み

1918
「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
Ｂ5洋紙冊子6頁ずつ計12頁、乾式コ
ピー、ホッチキスどめ

福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み

1919 「総理－鄧小平　会談」 Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み
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1920
「秘第二回首脳会談総理発言要
領」

昭和54年1月26日 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み、一枚目に黒印
にて「秘」とあり

1921 「大平総理スピーチ」（於歓迎宴） 昭和54年12月5日
Ｂ5洋紙冊子5頁、乾式コピー、ホッチキス
どめ

福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み

1922
「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 Ａ4変洋紙3枚、活版、ホッチキスどめ
福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み

1923
「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 Ａ4変洋紙2枚、活版、ホッチキスどめ 福川資料1922に挟み込み

1924
人民日報　昭和54年12月5～7日
分

昭和54年12月5日～
7日

新華社 ブランケット判6部、活版
福川資料、新聞紙は5・6・7日
に各2部ずつあり、1907の裏
表紙裏に挟み込み

1925 「福川」（封筒） 封筒1通、青ペン書
福川資料、表に青ペン書に
て「福川」とあり、1907の裏表
紙裏に挟み込み

1926
「THE WASHINGTON POST
BUSINESS & FINANCE」

昭和54年5月4日 ブランケット判2部、活版
福川資料、1907の裏表紙裏
に挟み込み

1927
新聞切り抜き（昭和54年5月3日
付）

昭和54年5月3日 新聞切り抜き6枚、青ペン書

福川資料、ワシントンポスト・
ニューヨークタイムスの記事
あり、各切り抜きに青ペン書
にて新聞社と日付あり、1907
の裏表紙裏に挟み込み

1928 「大平氏紹介批判批評」 Ａ4ビニール製書類入れ1個 福川資料
1929 「世界の動き」 昭和54年12月 Ａ5洋紙冊子44頁 福川資料
1930 新聞記事　資産公開 昭和53年12月2日 新聞切り抜き1枚 福川資料

1931 対ソ防衛に関する記事
昭和54年4月20日21
日

新聞切り抜き２枚、乾式コピー、青ペン・
赤ペン書、クリップどめ

福川資料、20日付読売新聞
夕刊に赤ペン書にて傍線、
青ペン書にて加筆・削除あ
り、21日付毎日新聞に加筆あ
り

1932
「BIOGRAPHICAL SKETCH OF
PRIME MINISTER MASAYOSHI
OHIRA」

Ａ4洋紙4枚、活版、ホッチキスどめ 福川資料
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1933
「BIOGRAPHICAL SKETCH OF
FOREIGN MINISTER SABURO
OKITA」

Ａ4洋紙4枚、活版、ホッチキスどめ 福川資料

1934
「KOICHI KATO」（Career
Summary）

Ａ4洋紙1枚、活版 福川資料

1935 「Japan-U.S. Relations」 昭和55年4月 Ａ4洋紙4枚、活版、ホッチキスどめ 福川資料

1936 「大平正芳」（中国語版） 外務省 Ａ4洋紙冊子12頁

福川資料、大平肖像その他
の写真・中国語によるＡ4洋
紙のリーフレットの挟み込み
あり

1937
「Masayoshi Ohira」（スペイン語
版）

Ａ4洋紙冊子12頁

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、1937～1951までク
リップどめ

1938
『アサヒ芸能』昭和54年7月26日
号

昭和54年7月26日 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1938～1947まで
クリップどめ、1937～1951ま
でクリップどめ

1939 『週刊朝日』昭和54年7月27日号 昭和54年7月27日 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1938～1947まで
クリップどめ、1937～1951ま
でクリップどめ

1940 「「日本の危機研究会」レポート」 昭和54年2月24日 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1938～1947まで
クリップどめ、1937～1951ま
でクリップどめ

1941
『朝日ジャーナル』昭和53年12月
15日号

昭和53年12月15日 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1938～1947まで
クリップどめ、1937～1951ま
でクリップどめ

1942
『エコノミスト』昭和54年5月22日
号

昭和54年5月22日 Ｂ5洋紙1枚
福川資料、1938～1947まで
クリップどめ、1937～1951ま
でクリップどめ

1943
『サンデー毎日』昭和54年5月27
日号

昭和54年5月27日 Ｂ5洋紙1枚、青ペン書

福川資料、青ペン書にて傍
線・裏面への書込あり、1938
～1947までクリップどめ、
1937～1951までクリップどめ
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1944 『週刊読売』昭和54年5月27日号 昭和54年5月27日 Ｂ4洋紙2枚、ホッチキスどめ
福川資料、1938～1947まで
クリップどめ、1937～1951ま
でクリップどめ

1945
『サンデー毎日』昭和54年5月27
日号

昭和54年5月27日 Ｂ4洋紙3枚、ホッチキスどめ
福川資料、1938～1947まで
クリップどめ、1937～1951ま
でクリップどめ

1946
「BUSINESS WEEK June
11.1979」

昭和54年6月11日 Ａ4変洋紙2枚、青ペン書、ホッチキスどめ

福川資料、青ペン書にて傍
線あり、1938～1947までクリッ
プどめ、1937～1951までク
リップどめ

1947
「Newsweek」（昭和54年5月7日
号）

昭和54年5月7日 Ａ4変洋紙4枚、ホッチキスどめ
福川資料、1938～1947まで
クリップどめ、1937～1951ま
でクリップどめ

1948 「マスコミ論調」（第12号） 昭和54年11月7日
Ｂ4洋紙2枚、Ｂ4緑色洋紙1枚、孔版、ホッ
チキスどめ

福川資料、1937～1951まで
クリップどめ、1948～1951ま
でクリップどめ

1949 「マスコミ論調」（第14号） 昭和54年11月12日
Ｂ4洋紙1枚、Ｂ4緑色洋紙1枚、孔版、ホッ
チキスどめ

福川資料、1937～1951まで
クリップどめ、1948～1951ま
でクリップどめ

1950 「日本の大構想を策定」 昭和55年4月6日 Ｂ5洋紙冊子5頁、ホッチキスどめ
福川資料、1937～1951まで
クリップどめ、1948～1951ま
でクリップどめ

1951
新聞切り抜き（施政方針演説・社
説）

昭和54年1月25日・
26日

新聞切り抜き4枚

福川資料、朝日・日経新聞の
記事あり、1937～1951までク
リップどめ、1948～1951まで
クリップどめ

1952
大平政権の貿易政策に関する英
文書

FREDERICK
H.MARKS

Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー 福川資料

1953 「4/20 L.A Times」 昭和54年4月20日 新聞切り抜き1枚、黒ペン書
福川資料、黒ペン書にて書
込あり

1954
日本の対ソ防衛政策に関する
N.Y. TIMES記事と付加資料

昭和54年4月20日
Ａ3洋紙1枚、新聞切り抜き1枚、乾式コ
ピー、鉛筆書、ホッチキスどめ

福川資料、新聞切り抜きに鉛
筆書にて書込・削除あり

1955
日米貿易に関する大平総理のコ
メント（英文）

FREDERICK
H.MARKS

Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1956
「Business Week December
25,1978」

昭和53年12月25日 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料
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1957
「Japan's shift from an export-or-
die strategy」

昭和54年11月26日
Ｂ5変洋紙3枚、乾式コピー、鉛筆書、ホッ
チキスどめ

福川資料、鉛筆書にて1枚目
に書込あり

1958 「首相の死とその政治的位置」 佐藤誠三郎 Ｂ4洋紙8枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1958～1970まで
一括してクリップどめ

1959
「首相番記者からみた大平政権
の「百日」」

Ａ4洋紙15枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

福川資料、1958～1970まで
一括してクリップどめ

1960
大平総理責任問題に関する新聞
記事

昭和54年10月10日・
21日・23日

岡野加穂留
・佐藤誠三郎
・香山健一 ・
奥原唯弘

Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、毎日新聞・産経新
聞の記事あり、1958～1970ま
で一括してクリップどめ

1961
「正論」（サンケイ新聞昭和54年
10月24日付）

昭和54年10月24日 新聞切り抜き1枚、活版
福川資料、1958～1970まで
一括してクリップどめ

1962
「正論」（サンケイ新聞昭和54年
11月14日付）

昭和54年11月14日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
福川資料、1958～1970まで
一括してクリップどめ

1963
「正論」（サンケイ新聞昭和55年6
月14日付）

昭和55年6月14日 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、鉛筆書

福川資料、同件2部あり、うち
1部に鉛筆書にて傍線あり、
1958～1970まで一括してク
リップどめ

1964 「TBSテレビ　時事放談」 昭和54年10月7日
Ｂ5洋紙冊子5頁、乾式コピー、赤鉛筆
書、ホッチキスどめ

福川資料、赤鉛筆書にて傍
線・加筆あり、1958～1970ま
で一括してクリップどめ

1965
「大平総理のナショナル・プレス・
クラブでの演説」

緒方彰
Ｂ5洋紙冊子5頁、乾式コピー、ホッチキス
どめ

福川資料、1958～1970まで
一括してクリップどめ

1966 新聞切り抜き
新聞切り抜き10枚、Ｂ5通産省茶罫紙1
枚、活版、鉛筆・赤鉛筆書

福川資料、鉛筆・赤鉛筆書に
て加筆あり、Ｂ5通産省茶罫
紙は新聞切り抜きの台紙、
1958～1970まで一括してク
リップどめ

1967
「Scaling the 'buy Japanese' wall」
（Business Week）

昭和53年12月25日
Ａ3洋紙1枚・Ａ4洋紙1枚、乾式コピー、赤
鉛筆書

福川資料、Ａ4洋紙に赤鉛筆
書にて傍線あり、1958～1970
まで一括してクリップどめ

1968
「Mapping out the grand design」
（FAR EASTERN ECONOMIC
REVIEW）

昭和54年4月6日 Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1958～1970まで
一括してクリップどめ
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1969
「独占手記　父　大平正芳のアと
ウの間」

森田芳子 Ａ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1958～1970まで
一括してクリップどめ

1970
「歴史的現実－われわれの生き
方」

昭和54年4月8日 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
福川資料、1958～1970まで
一括してクリップどめ

1971 大平死去報道 昭和55年6月12日 ブランケット判7部、活版
福川資料、朝日（ブランケット
判4部）・日本経済新聞（ブラ
ンケット判3部）の夕刊

1972 闘病期の新聞報道
昭和55年6月1日・10
日

ブランケット判3部、活版
福川資料、6月1日（ブラン
ケット判1部）・10日（ブラン
ケット判2部）ともに東京新聞

1973 「死後高まった大平氏の評価」 昭和55年6月29日 飯田経夫 新聞切り抜き1枚、活版
福川資料、日本経済新聞記
事

1974
「大平総理メモ大平総理講演対
談原資料」

Ａ4ビニール製書類入れ1個 福川資料

1975 「大平総理関連留意事項（メモ）」 Ｂ5洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1976 政治家・大平正芳検証メモ
Ｂ5洋紙冊子9頁、乾式コピー、ホッチキス
どめ

福川資料

1977
「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 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 福川資料

1978 「取扱注意実力者会談について」
Ｂ5洋紙冊子12頁、乾式コピー、ホッチキ
スどめ

福川資料、1枚目に「取扱注
意」とあり

1979 派閥についてのメモ
Ｂ5洋紙冊子2頁、乾式コピー、ホッチキス
どめ

福川資料

1980 一般消費税についてのメモ
Ｂ5洋紙冊子2頁、乾式コピー、ホッチキス
どめ

福川資料

1981 「総裁の冒頭発言要旨」
Ｂ5洋紙冊子6頁、乾式コピー、ホッチキス
どめ

福川資料

1982 「（選挙結果の評価）」
Ｂ5洋紙冊子3頁、乾式コピー、ホッチキス
どめ

福川資料

1983
「自民党後援会　総裁の冒頭発
言要旨」

昭和54年10月27日
Ｂ5洋紙冊子6頁、乾式コピー、鉛筆書、
ホッチキスどめ

福川資料、鉛筆書にて1枚目
に加筆あり

1984 「当面の内外政策」 大平正芳
内外情勢調
査会

11.2cm×18.2cm洋紙冊子22頁 福川資料
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1985
「総理と語る座談会－円熟の時
代を考える」

大平正芳 ・
香山健一 ・
橋田寿賀子

総理府
Ａ4変洋紙4枚、活版、鉛筆書、ホッチキス
どめ

福川資料、1枚目に鉛筆書に
て加筆あり

1986 「21世紀への道」 昭和55年5月25日
自由国民会
議

Ｂ5変洋紙冊子7頁、活版 福川資料

1987
「自己責任と連帯による経済社会
の発展」

Ｂ4洋紙冊子10頁、活版、ホッチキスどめ 福川資料

1988
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 Ｂ4原稿用紙7枚、黒ペン書 福川資料

1989
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
Ｂ4原稿用紙14枚、黒ペン・赤ペン・青ペ
ン書

福川資料、赤ペン・青ペン書
にて加筆・傍線多数あり、14
枚目に新聞記事の添付あり

1990
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 Ｂ4原稿用紙17枚、黒ペン書 福川資料

1991 「自由新報」（昭和53年11月4日） 昭和53年11月4日
自由民主党
本部

Ａ3洋紙5枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、橙色ペン書

福川資料、橙色ペン書にて
傍線多数あり

1992 古谷忠雄からの資料 昭和53年7月4日 大平正芳 古谷忠雄 福川伸次
Ｂ5洋紙冊子9頁、乾式コピー、ホッチキス
どめ、黒ペン・赤ペン・青ペン書

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

1993
「世界経済レポート　内外情勢に
思う」

昭和53年2月 大平正芳
世界経済研
究会

Ｂ4洋紙冊子40頁、乾式コピー、ホッチキ
スどめ

福川資料
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1994
「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 Ａ4ファイル1冊、厚さ3mm、乾式コピー

「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」

1995 「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

40cm×53cm和紙1枚、墨書、包紙
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1996
「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
大平正芳（通
商産業大臣）

19cm×221cm和紙1枚、墨書、包紙
青ペン書にて修正・挿入・訂
正・削除多数あり

 6. 大平事務所書類
  6-(1) 一般書類

1997 「一般事件処理簿」
昭和39年1月～昭和
40年6月12日

大平正芳事
務所

Ａ6洋紙冊子（ノート）、厚さ1.2cm

1998 「一般書類」
昭和41年12月9日～
12月24日

大平正芳事
務所

Ｂ5洋紙冊子（簿冊）、ペン書等、厚さ
2.8cm

1999 「一般書類」
昭和42年1月30日～
昭和43年1月18日

大平正芳事
務所

Ｂ5洋紙冊子（簿冊）、ペン書等、厚さ
3.4cm

2000 「一般書類」
昭和42年12月8日～
昭和43年12月4日

大平正芳事
務所

Ｂ5洋紙等冊子（簿冊）、ペン書等、厚さ
2.5cm

  6-(2) 恩給関係

2001
「軍人恩給・傷病恩給・遺族年
金・弔慰金　処理簿」第一号

昭和35年
大平正芳事
務所

冊子（日誌）、縦18.0cm、横20.5cm、厚さ
1.0cm

2002
「傷病恩給・遺族年金　処理簿」
第二号

昭和40年
大平正芳事
務所

Ａ5洋紙冊子（日誌）、厚さ1.0cm

2003 「恩給・年金・扶助料等」 昭和41年
大平正芳事
務所

Ｂ5洋紙冊子（簿冊）、厚さ2.8cm

2004 「傷病恩給遺族扶助料等書類」 昭和42年完結分
大平正芳事
務所

Ｂ5洋紙冊子（簿冊）、厚さ2.3cm

2005 「傷病恩給遺族扶助料等書類」 昭和43年完結分
大平正芳事
務所

Ｂ5洋紙冊子（簿冊）、厚さ2.6cm

2006 傷病恩給遺族扶助料等陳情束 昭和44年5月～10月
大平正芳事
務所

Ｂ5便箋等、4通、紐かけ

  6-(3) 参考書類

2007 「参考資料綴」 昭和41年6月
大平正芳事
務所

Ｂ5原稿用紙冊子（簿冊）、青ペン書、厚さ
3.7cm

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
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2008
「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

Ｂ5わら半紙冊子（簿冊）、和文タイプ等、
厚さ1.6cm

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

  6-(4) 事務所原稿等

2009 「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2.0cm

2010 「挨拶状原稿綴」 昭和45年1月
大平正芳事
務所

Ｂ5大平正芳用箋冊子（簿冊）、青ペン書
等、厚さ0.2cm

2011 「大平文庫　図書目録（第一輯）」
大平正芳事
務所編

Ｂ5洋紙冊子70頁、活版

2012 「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）、B5洋紙1枚、
B4洋紙4枚、黒ボールペン書等、厚さ
0.6cm

  6-(5) その他
2013 「控」 11月9日～12月5日 岩田 Ａ6判ノート1冊、鉛筆書

 7. 選挙関係
2014 「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

Ｂ4青罫紙30枚、冊子、カーボンコピー
9月26日、池田勇人大蔵大臣
来援

2015 「書類綴」
昭和28年3月起（3月
21日～4月）

遊説部 わら半紙7枚、冊子、和文タイプ

2016 「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39枚、冊子、青ペン
書

2017 「計画書綴」
昭和30年2月選挙（2
月5日～26日）

遊説部 冊子7枚
立合演説会・個人演説会日
程表

2018 「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

Ｂ4わら半紙等中折15枚、冊子、孔版・和
文タイプ

津島寿一の応援演説に関す
る書簡を含む（2月12日）

2019 「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29枚、冊子、孔版

2020 「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19枚、冊子、青ペン書

2021 「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33枚、冊子、孔版
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2022 「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22枚、冊子、孔版、黒
ペン書

2023
「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

2024 「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

Ｂ4わら半紙等中折等31枚、冊子、孔版、
青焼き

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

2025 「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30枚、冊子、孔版・墨
書

2026 「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21枚、冊子、孔版・青
ペン書

2027 「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90枚、冊子

2028
「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

2029 「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8枚、冊子

2030 「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21枚、冊子、孔版

2031 「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21枚、冊子、孔版

2032
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 1点 プラスチックケース入り

2033 「関係文書綴」 昭和44年12月
大平正芳選
挙事務所

Ｂ4わら半紙等、冊子、孔版、厚さ1.3cm 政見放送関係

2034 「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31枚、冊子、孔版

2035 「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19枚、冊子、孔版
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2036 「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135枚、冊子

2037
「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6枚、黒ペン書

2038 「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45頁、活版印刷

2039 「関係文書綴」
昭和47年11月13日
～15日

大平正芳事
務所

Ｂ4わら半紙等、冊子、孔版、厚さ0.5cm 政見放送関係等

2040 「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28枚、冊子

2041 「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24枚、冊子

2042 「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

Ｂ5青焼き等36枚、冊子
選挙運動に関する事務長通
達、公報原稿（コピー）等

2043 「領収書綴」 昭和47年12月
大平正芳選
挙事務所

Ｂ5洋紙127枚、冊子

2044
「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6枚、黒ペン書

2045
「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 1点 ビニールケース入り

2046 「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

Ｂ4青焼き等、冊子（ファイル）、孔版、厚さ
0.5cm

事務長通達、連絡網等

2047 「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
0.6cm

2048 「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

Ｂ4和文タイプ・乾式コピー等、冊子（ファ
イル）、活版、厚さ0.8cm

政見放送等

2049 「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0.4cm

2050 「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0.4cm

2051 「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0.3cm
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2052 「領収書綴」 昭和51年12月選挙
大平正芳出
納責任者

Ｂ5洋紙139枚、冊子（ファイル）、厚さ
1.6cm

2053
「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8枚、黒ペン書、メモ1枚

2054 「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

Ｂ4和文タイプ等、冊子（ファイル）、孔版、
厚さ1.5cm

ポスター関係、選挙挨拶等

2055 「諸届出書綴」
昭和54年9月8日～
17日

大平正芳事
務所

Ｂ4洋紙等、冊子（ファイル）、活版、厚さ
0.8cm

衆議院議員総選挙候補者届
等

2056 「関係書規程綴」
昭和54年10月7日選
挙

大平正芳事
務所

Ｂ4和文タイプ・乾式コピー等、冊子（ファ
イル）、活版、厚さ0.8cm

投票所及び開票所一覧等

2057 「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

Ｂ4湿式コピー等洋紙、冊子（ファイル）、
厚さ0.8cm

個人演説会弁士計画表を含
む

2058 「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125枚、冊子（ファイル）、厚さ
1.4cm

2059
「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7枚、黒ペン書

2060 「選挙事務関係綴」 昭和55年6月選挙
大平正芳選
挙事務所

Ｂ4洋紙等、冊子（ファイル）、活版、厚さ
1.0cm

大平正芳挨拶、森田一挨
拶、決議文等

2061 「諸届出書綴」
昭和55年6月2日～
13日

大平正芳選
挙事務所

Ｂ4青焼き等、冊子（ファイル）、孔版、厚さ
0.6cm

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

2062 「関係書規程綴」 昭和55年6月選挙
大平正芳選
挙事務所

Ｂ4和文タイプ・乾式コピー等、冊子（ファ
イル）、活版、厚さ0.8cm

政見放送等

2063 「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
0.4cm

2064 「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
0.4cm

2065 「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101枚、冊子（ファイル）、厚さ
1.2cm

2066
「選挙運動費用収支報告書」
（写）

藤田利美 Ｂ4和紙・黒罫紙8枚、黒ペン書 公認候補者名大平正芳

2067
「第36回総選挙　自由民主党候
補者一覧」

昭和55年6月2日
自由民主党
選挙対策委
員会監修

Ａ4洋紙冊子70頁
自由民主党広報委員会出版
局発行
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2068
「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、B3洋紙1枚

2069 新聞切り抜き、当選者名 昭和38年11月21日
新聞切り抜き、包装紙貼付、縦13cm、横
23cm

2070 「香川県報」（号外） 昭和42年1月8日 香川県庁 Ｂ5わら半紙、冊子10頁、活版

2071
「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1枚、ブランケット判、活版・孔版

2072
「県下候補者別得票分布図」『四
国新聞』

昭和44年12月29日 ブランケット判、1枚、活版

2073
「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1枚、ブランケット判、活版・孔版

2074
「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1枚、ブランケット判、活版・孔版

2075 「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 Ｂ5洋紙1枚、青焼き 原稿（200字）

2076 「私の公約」 昭和51年
大平正芳（大
平正芳事務
所）

山陽新聞社 Ａ4洋紙2枚、乾式コピー 原稿

2077 「私の公約」 昭和51年
大平正芳（大
平正芳事務
所）

Ａ4洋紙2枚、乾式コピー 原稿

2078  「私の決意」
大平正芳（大
平正芳事務
所）

Ａ4コクヨ原稿用紙 選挙公報用原稿

2079 原稿
コピー（毎日新聞社（大阪）原稿用紙）、Ａ
4洋紙、8枚

2080 「私の公約」 昭和51年
大平正芳（大
平正芳事務
所）

産経新聞 Ａ4洋紙2枚、乾式コピー 原稿

2081 「私の公約」 昭和51年
大平正芳（大
平正芳事務
所）

四国新聞 Ａ4洋紙2枚、乾式コピー 原稿
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2082 「私の履歴書」
大平正芳（大
平正芳事務
所）

四国新聞 Ａ4洋紙3枚、乾式コピー 原稿

2083 「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1枚、活版

2084 選挙用応援葉書 昭和47年 大平正芳
小野季雄（大
平正芳丸亀
後援会会長）

巽嘉明 官製葉書 あて先不明で戻ってきたもの

2085 領収書 昭和58年11月
森田一事務
所

納品書等8枚
森田一事務所封筒に入って
いたもの

2086 「大平正芳先生の歌」 昭和39年末カ

大平正芳後
援会[企画、
発行]

日本コロムビ
ア株式会社
[製作] ・株式
会社東京[企
画]

レコード、ソノシート　同40枚

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

2087 選挙ビラ 昭和51年
大平正芳（自
民党公認）

Ａ4カラー印刷1枚

2088 うちわ 昭和55年7月7日 1点
「歓迎　大平内閣総理大臣郷
土入り」との印刷あり

2089 選挙応援葉書 昭和55年 カラー印刷1枚

2090 選挙ビラ 昭和55年
大平正芳（自
民党公認）

Ａ4カラー印刷同4枚

2091 大平総理写真 昭和54年11月29日

ネガ6枚（肖像写真）、スライド8枚（演説風
景）、六つ切り（白黒）6枚（肖像写真2枚、
自民党大会関係4枚）、六つ切り（カラー）
2枚（肖像写真）、四つ切り（白黒）1枚（日
中国交回復交渉、毛沢東等との会談の
際撮影）

2092 『週刊朝日』昭和55年6月27日号 昭和55年6月27日号 朝日新聞社 冊子192頁、活版 表紙欠
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2093 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

2094 如水会関係（総裁選） 封筒2枚 空封筒
2095 クラス会別集計表 昭和47年6月13日 乾式コピー3枚

2096 振込み名簿 昭和47年
Ｂ5青罫紙16枚、冊子、青ペン書、同文1
部、乾式コピー1部、封筒1枚

2097 自宅住所
Ｂ5青罫紙9枚、冊子、付箋2枚、乾式コ
ピー1部

2098 現金書留封書 昭和47年6月 11通
2099 当座勘定受入副報告書 昭和47年6月 6通
2100 書留 昭和47年6月 13通
2101 領収書等 昭和47年 4通
2102 振込通知票 昭和47年6月 278枚

2103 葉書 昭和47年6月22日
佐原信用金
庫企画課

新産業政策
研究会

１通

2104 葉書 昭和47年6月23日 田村勝範
新産業政策
研究会

1枚

2105
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

2106 一親会等集金名簿 12月25日～1月24日 Ｂ5コピー7枚

2107 「新聞切抜綴」 昭和54年8月
大平正芳事
務所

Ａ3わら半紙、冊子（紐とじ）、活版、厚さ
1.5cm

2108 「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1cm

2109 「参考綴」 昭和48年
Ａ3わら半紙・Ａ3洋紙、冊子（紐とじ）、活
版、厚さ0.7cm

2110 「新聞切抜綴」 昭和53年 大平事務所
Ａ3わら半紙、冊子（紐とじ）、活版、厚さ
2cm

2111 「新聞切抜綴」 昭和51年1月
Ａ3わら半紙・Ａ3洋紙、冊子（紐とじ）、活
版・乾式コピー、厚さ2.5cm

2112
「特別空輸号外　大平首相お国
入り」（号外）

昭和54年7月7日 読売新聞社 54cm×40cmわら半紙1枚、活版 同件30部あり

2113 総選挙結果の報道 昭和54年10月8日 四国新聞社 ブランケット判わら半紙4枚、活版
2114 「大平家菩提寺に平和観音像」 昭和54年7月7日 読売新聞社 ブランケット判わら半紙3枚、活版
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2115
統一地方選挙結果の報道（号
外）

昭和54年4月23日 読売新聞社 Ｂ4洋紙1枚、活版

 8. 夫人日誌
2116 日程帳 昭和48年 大平志げ子

Ｂ7変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン書、厚
さ0.7cm

2117 日程帳 昭和49年 大平志げ子
Ｂ7変洋紙、冊子、青ペン・鉛筆書、厚さ
0.6cm

2118 日誌 昭和49年 大平志げ子
Ｂ5洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆書、
厚さ0.9cm

2119 備忘録 昭和49年カ 大平志げ子
Ｂ5洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆書、
厚さ1.2cm

2120 日程表 昭和50年 大平志げ子
Ｂ7変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆
書、厚さ0.7cm

2121 日程帳 昭和51年 大平志げ子
Ｂ7変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆
書、厚さ0.5cm

2122 日程帳 昭和52年 大平志げ子
Ｂ7変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆
書、厚さ0.5cm

2123 日誌 昭和52年 大平志げ子
Ｂ5洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆書、
厚さ1cm

表紙裏レストランのカード貼
付あり

2124 日程帳 昭和53年
Ｂ7変洋紙、冊子、青ペン書・黒ペン書・
鉛筆書、厚さ0.5cm

2125 日誌 昭和53年 大平志げ子
Ｂ5変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆
書、厚さ1.1cm

表紙裏にレストランの地図、
裏表紙に宝石店のカード貼
付あり

2126 日程帳 昭和54年 大平志げ子
Ｂ7変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆
書、厚さ0.5cm

2127 日誌 昭和54年 大平志げ子
Ｂ5変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆
書、厚さ1.1cm

裏表紙裏に大平明の名刺、
鶴巻竜之介の電話番号の貼
付あり

2128 日程帳 昭和55年 大平志げ子
Ｂ7変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン書、厚
さ0.5cm

2129 日誌 昭和55年 大平志げ子
Ｂ5変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆
書、厚さ1.1cm

2130 日誌 昭和56年 大平志げ子
Ｂ5変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆
書、厚さ1.1cm

オーストリア、オランダの名所
についてのメモ2枚挟み込み
あり
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2131 日程帳 昭和57年 大平志げ子
Ａ6洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆書、
厚さ0.7cm

2132 日程帳 昭和58年 大平志げ子 Ｂ7変洋紙、冊子、黒ペン書、厚さ0.5cm

2133 日程帳 昭和59年 大平志げ子
15cm×7.5cm洋紙、冊子、黒ペン書、厚
さ0.5cm

2134 日程帳 昭和60年 大平志げ子
Ｂ7変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン書、厚
さ0.5cm

2135 日程帳 昭和62年 大平志げ子
Ｂ7変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン書、厚
さ0.5cm

2136 日誌 昭和63年 大平志げ子
Ｂ5変洋紙、冊子、黒ペン・鉛筆書、厚さ
1.5cm

2137 日誌 平成元年 大平志げ子
Ｂ5変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆
書、厚さ1.5cm

2138 日誌 平成2年 大平志げ子
Ｂ5変洋紙、冊子、青ペン・黒ペン・鉛筆
書、厚さ1.5cm

2139 備忘録 大平志げ子
Ｂ6洋紙、冊子、青ペン・黒ペン書、厚さ
0.8cm

本件は海外旅行の記録

 9. インタビュー関係
  9-(1) インタビュー原稿

2140
「インタビュウ　村上欽二氏（村上
木材社長）」

Ａ4洋紙8枚、ワープロ、クリップどめ

2141 「インタビュウ　武野羊冶氏」 昭和56年 Ａ4用紙2枚、ワープロ、クリップどめ

2142
「インタビュウ　藤井良男氏（藤田
工業常務）

Ａ4洋紙5枚、ワープロ、クリップどめ

2143
「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 Ａ4洋紙3枚、ワープロ、クリップどめ

2144
「インタビュウ　宮武徳次郎氏（大
日本製薬社長）」

Ａ4洋紙5枚、ワープロ、クリップどめ

2145
「インタビュウ　堀田正行氏（阪急
産業会長）」

Ａ4洋紙8枚、ワープロ、クリップどめ

2146
「インタビュウ　長尾頼隆氏（元・
鉄道弘済会理事）」

Ａ4洋紙6枚、ワープロ

2147
「インタビュウ　橋本清氏（元・東
京銀行常務取締役）」

Ａ4洋紙8枚、ワープロ

2148
「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 Ａ4洋紙4枚、ワープロ、クリップどめ
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2149 「インタビュー　三原朝雄氏」 昭和56年6月26日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2150 「インタビュー　西岡氏」 昭和56年7月7日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

付箋5ヵ所あり

2151
「幹事長室座談会　奥島氏　玉井
氏　佐藤氏、司会　安田氏」

Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペンにて挿入・修正多数あ
り

2152 「インタビュー　藤波氏」 昭和56年7月15日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペンにて挿入・修正多数あ
り

2153 「インタビュー　桜内幹事長」
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、鉛
筆書、紐とじ

2154
「北京座談会　孫平化　肖伺前丁
民　王国賢　李福徳　段蓮玉安
田　福島　各氏」

Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、鉛
筆書、紐とじ

付箋1ヵ所あり

2155 「インタビュー　神原氏兄弟」 昭和56年2月25日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2156 「インタビュー　紙田氏」 昭和56年3月17日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、鉛
筆書、紐とじ

2157 「インタビュー　斎藤普一氏」 昭和56年3月26日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2158 「インタビュー　岡本貞良氏」 昭和56年3月17日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、黒
ペン書、紐とじ

黒ペン書にて挿入・修正多
数あり

2159 「インタビュー　江崎真澄氏」 7月2日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2160 「インタビュー　川口勲氏」 昭和56年5月22日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2161
「インタビュー　村上欽二（村上木
材社長）」

Ｂ5磐梯広報社原稿用紙、鉛筆書、紐とじ
赤ペン書にて挿入・修正多
数あり

2162 「インタビュー　池田満枝夫人」 昭和56年3月19日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2163 「インタビュー　黒田忠雄氏」
Ｂ5日本看護協会出版会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

黒ペン書にて挿入・修正多
数あり

2164 「インタビュー　筒井政夫氏」 昭和56年4月18日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2165 「インタビュー　らくだ会」 昭和56年4月21日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり
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2166 「インタビュー　斎藤先生」 昭和56年2月4日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2167
「インタビュー　加地一憲氏（選挙
事務長）の話」

Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、鉛
筆書、紐とじ

鉛筆書にて挿入・修正多数
あり

2168 「インタビュー　山城章氏」 昭和56年3月24日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、黒
ペン書、紐とじ

黒ペン書にて挿入・修正多
数あり

2169 「インタビュー　浜田幸一氏」 昭和56年7月8日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2170 「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

2171 「インタビュー　安部晋太郎氏」
Ｂ5新財政研究会原稿用紙、青ペン書、
紐とじ

2172 「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

2173 「インタビュー　椎名会長」 昭和56年6月18日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2174 「インタビュー　久保氏　野原氏」 昭和56年1月24日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入多数あり

2175
「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

2176 「インタビュー　久保氏　野原氏」 昭和56年1月24日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2177 「インタビュー　塩川氏」
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、黒
ペン書、紐とじ

黒ペン書にて挿入・修正多
数あり

2178
「インタビュー　大平姉妹の話山
田ムマ　加地富江」

Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、鉛
筆書、紐とじ

鉛筆・赤鉛筆書にて挿入・修
正多数あり

2179 「インタビュー　大平芳数氏」 昭和56年2月26日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2180
「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
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2181 「インタビュー　山本新太郎氏」
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、鉛
筆書、紐とじ

鉛筆書にて挿入・修正多数
あり

2182 「インタビュー　下村治氏」 昭和56年3月13日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2183 「インタビュー　森永貞一郎氏」 昭和56年3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

黒ペン書にて挿入・修正多
数あり
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2184 「インタビュー　今井一男氏」 昭和56年5月1日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2185 「インタビュー　赤城猪太郎氏」 昭和56年3月30日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2186 「インタビュー　出射義雄氏」
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2187 「インタビュー　太田誠三郎」 昭和56年2月26日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2188 「インタビュー　磯崎氏」 昭和56年3月24日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2189
「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

2190
「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、磐梯広報
社原稿用紙、鉛筆書、紐とじ

2191 「インタビュー　片木氏」
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2192 「インタビュー　桃谷氏」 昭和56年2月27日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2193 「インタビュー　大平志げ子夫人」
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

鉛筆書にて挿入多数あり

2194 「インタビュー　大平志げ子夫人」 昭和56年3月23日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、黒
ペン書、紐とじ

黒ペン書にて挿入・修正多
数あり

2195 「インタビュー　大平志げ子夫人」 昭和56年3月17日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、黒
ペン書、紐とじ

鉛筆書にてメモあり

2196 「インタビュー　大平志げ子夫人」 昭和56年3月17日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、黒
ペン書、紐とじ

鉛筆書、黒ペン書にて挿入・
修正多数あり

2197 「インタビュー　大平志げ子夫人」 昭和56年3月5日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、黒
ペン書、紐とじ

鉛筆書にてメモ多数あり

2198 「インタビュー　前田敬二氏」
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

黒ペン書にて挿入・修正多
数あり

2199 「インタビュー　松岡氏」
Ｂ5日本看護協会出版会原稿用紙、黒ペ
ン書、紐とじ

2200 「インタビュー　本田先生」 昭和56年
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

赤ペン書、青ペン書にて挿
入・修正多数あり

2201 「インタビュー　久川武三氏」 Ｂ4コクヨ原稿用紙、黒ペン書、紐とじ
黒ペン書にて挿入・修正多
数あり



大平正芳関係文書目録

147

請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

2202 「インタビュー　久川先生」 昭和56年4月19日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2203 「インタビュー　森誓夫氏」
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2204 「小学校級友座談会」
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、鉛
筆書、紐とじ

鉛筆書にて挿入・修正多数
あり

2205
「中学校時代の友人の話　インタ
ビュー　大西　上森」

Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、鉛
筆書、紐とじ

赤鉛筆書にて傍線・加筆あり

2206 「インタビュー　佐々木良作氏」 昭和56年6月27日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり、付箋5ヵ所あり

2207 「インタビュー　田中六助氏」 昭和56年5月22日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2208 「インタビュー　登坂重次郎氏」 昭和56年3月16日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2209 「インタビュー　宇津木氏」
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、鉛
筆書、紐とじ

2枚目左端に赤ペン書にて
「宇津木①」とあり

2210 「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

2211 「インタビュー　河本敏夫氏」 昭和56年6月24日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり、付箋4ヵ所あり

2212 「インタビュー　村山達雄氏」 昭和56年3月20日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

青ペン書にて挿入・修正多
数あり

2213 「インタビュー　佐藤一郎氏」 昭和56年4月1日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、黒
ペン書、紐とじ

黒ペン書にて挿入・修正多
数あり

2214
「橋本清氏（元・東京銀行常務取
締役）インタビュー」

Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、黒
ペン書、紐とじ

赤ペン書にて挿入・修正多
数あり

2215 「インタビュー　鷹尾寛氏」 昭和56年3月17日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、鉛
筆書、紐とじ

赤ペン書にて挿入・修正多
数あり

2216
「インタビュー　長尾頼隆氏（元・
鉄道弘済会理事）」

Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、鉛
筆書、紐とじ

赤ペン書にて挿入・修正多
数あり

2217
「インタビュー　堀田正行氏（阪急
産業会長）

Ｂ5磐梯広報社原稿用紙、鉛筆書、紐とじ
黒ペン書、赤ペン書にて挿
入・修正多数あり

2218
「インタビュー　宮武徳次郎（大日
本製薬社長）」

Ｂ5磐梯広報社原稿用紙、鉛筆書、紐とじ
赤ペン書にて挿入・修正多
数あり

2219
「インタビュー　宮武徳次郎氏（追
加）」

昭和56年3月3日
Ｂ5洋紙2枚、17.7cm×12cmハトロン紙1
枚、乾式コピー、紐とじ

赤ペン書にて挿入・加筆多
数あり
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2220
「インタビュー　増田健次郎氏（野
村総合理事会専務理事）

昭和56年3月3日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

赤ペン書にて挿入・修正多
数あり

2221
「インタビュー　藤井良男氏（藤田
工業常務）

Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

赤ペン書にて挿入・修正多
数あり

2222 「インタビュー　武野羊冶氏」 昭和56年
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙、青
ペン書、紐とじ

赤ペン書にて挿入・修正多
数あり

2223 中国語原稿翻訳 Ｂ5コクヨ原稿用紙、鉛筆書、クリップどめ
鉛筆書にて挿入・修正多数
あり

2224
「福川氏執筆資料　竹下氏インタ
ビュー（コピー）

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤ペン書にてメモあり

2225
「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 備考

2226
「福川氏執筆資料　森田メモ　大
平総理と保利茂氏（岸本弘一）」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤鉛筆にて傍線あり

2227
「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

2228
「福川氏執筆資料　インタビュー
藤波氏（コピー）」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ

2229
「福川氏執筆資料　インタビュー
西岡氏（コピー）」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤ペン書にて傍線あり

2230
「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

2231
「福川氏執筆資料　インタビュー
安倍氏（コピー）」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤ペン書にてメモあり

2232
「福川氏執筆資料　インタビュー
中曽根氏（コピー）」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤ペン書にてメモ・傍線あり

2233
「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」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤鉛筆書にて傍線あり

2234
「福川氏執筆資料　桜内幹事長
インタビュー（コピー）」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤ペン書にて傍線あり

2235
「福川氏執筆資料　幹事長座談
会」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ
青ペン書にてメモあり、赤ペ
ン書にて傍線あり
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2236
「福川氏執筆資料　於久　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

2237
「福川氏執筆資料　金丸信インタ
ビュー（コピー）」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 黒ペン書にてメモ・傍線あり

2238
「福川氏執筆資料　森田メモ　不
信任案　官界3月号」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤ペン書にてメモあり

2239
「福川氏執筆資料　森田メモ　幻
の法相人事」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ
2枚目左上部に鉛筆書にて
「毎日新聞社　政権党」とあり

2240
「福川氏執筆資料　森田メモ　小
さな政府」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤鉛筆書にて傍線あり

2241
「福川氏執筆資料　森田メモ　人
間の顔をもった企業」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤鉛筆書にて傍線あり

2242
「福川氏執筆資料　森田メモ　赤
い決闘」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤鉛筆書にて傍線あり

2243
「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」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 鉛筆書にてメモあり

2244
「福川氏執筆資料　森田メモ　総
理と面会」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤ペン書にてメモあり

2245
「福川氏執筆資料　森田メモ　行
政改革（総理時代）」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 鉛筆書にて修正・メモあり

2246
「福川氏執筆資料　森田メモ　財
政再建（総理時代）」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤ペン書にてメモあり

2247
「福川氏執筆資料　森田メモ　予
算の形成修正反対」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 鉛筆書にてメモあり

2248
「福川氏執筆資料　森田メモ　一
般消費税」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤ペン・鉛筆書にてメモあり

2249
「福川氏執筆資料　森田メモ　自
衛隊スパイ事件」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にてメモあり

2250
「福川氏執筆資料　森田メモ　流
した汗がむくわれる政治」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤ペン書にてメモあり

2251
「福川氏執筆資料　森田メモ　私
的諮問グループ」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤ペン書にてメモあり
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2252
「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

2253
「福川氏執筆資料　森田メモ　54
年12月訪中」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 鉛筆書にてメモあり

2254
「福川氏執筆資料　森田メモ　最
後の旅」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤ペン書にてメモあり

2255
「福川氏執筆資料　森田メモ　大
平総理と英語」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、ホッチキスどめ 赤ペン書にて「森田一」とあり

2256
「福川氏執筆資料　森田メモ　崔
大統領代行選出」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にてメモあり

2257
「福川氏執筆資料　森田メモ　病
院」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 鉛筆書にてメモあり

2258
「福川氏執筆資料　森田メモ　内
閣不信任案可決、イラン問題」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 鉛筆書にてメモあり

2259
「福川氏執筆資料　森田メモ　省
エネ」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にてメモあり

2260
「福川氏執筆資料　森田メモ　公
定歩合引上げ」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にてメモあり

2261
「福川氏執筆資料　森田メモ　卸
売り物価上昇」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にてメモあり

2262
「福川氏執筆資料　森田メモ　40
日抗争の決定的瞬間」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ
鉛筆書にてメモあり、赤ペン
書にて「森田一」とあり

2263
「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」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 鉛筆書にてメモあり

2264
「福川氏執筆資料　森田メモ　地
方選挙」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にて「地方選挙」とあり

2265
「福川氏執筆資料　森田メモ　都
知事候補」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にて傍線あり

2266
「福川氏執筆資料　森田メモ　四
十日抗争」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、ホッチキスどめ 鉛筆書にてメモあり

2267
「福川氏執筆資料　森田メモ　日
中国交回復」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、ホッチキスどめ 赤ペン書にてメモあり

2268
「福川氏執筆資料　森田一「最後
の旅」　官界12月10日号」

Ｂ5洋紙、乾式コピー、紐とじ 赤ペン書にてメモあり
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2269 「杉村博士えの追慕」 大平正芳
Ｂ5、財政研究会原稿洋紙、黒ペン書、ク
リップどめ

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

2270
「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

  9-(2) インタビュー録（カセットテープ）　※全欠（2271～2380）
  9-(3) インタビュー録2（カセットテープ）　※全欠（2381～2419）
  9-(4) インタビュー原稿2

2420 「安田正治氏インタビュー2」
Ａ4洋紙14枚、ワープロ、ホッチキスどめ、
青ペン・赤ペン書

青ペン書にて書込、赤ペン
書にて修正あり

2421 「安田正治氏インタビュー」
Ｂ5コクヨ原稿用紙38枚、クリップどめ、黒
ペン・赤ペン書

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

2422 真鍋へのインタビュー
Ａ4いわき企画罫紙19枚、クリップどめ、黒
ペン書

2423 「池田行彦氏インタビュー」
Ａ4いわき企画罫紙30枚、クリップどめ、黒
ペン書

2424 「池田満枝氏インタビュー」
Ａ4いわき企画罫紙23枚、クリップどめ、黒
ペン書

23枚目に黒ペン書にて「イン
タビュアー　阿部穆氏」とあり

2425 「長富祐一郎氏インタビュー」 平成12年2月8日 阿部穆
Ａ4いわき企画罫紙36枚、クリップどめ、黒
ペン書

2426 「小粥正巳氏に聞く」 平成12年1月12日 Ａ4洋紙11枚、ワープロ、ホッチキスどめ

2427 「中曽根康弘元首相（山岸）」
Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー、黒ペン・赤ペン
書

赤ペン書にて書込、黒ペン
書にて削除あり

2428 「中曽根康弘氏インタビュー」
Ａ4洋紙13枚、活版、クリップどめ、黒ペ
ン・赤ペン書

赤ペン書にて書込、黒ペン
書にて削除・加筆・挿入多数
あり

2429 「木村貢氏インタビュー」 Ａ4洋紙14枚、乾式コピー、クリップどめ
2430 「宮沢喜一氏に聞く」 Ａ4洋紙13枚、ワープロ、クリップどめ、

2431 「鈴木善幸氏インタビュー」
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

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
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2432 「森田一氏インタビュー」 12月1日 泉宏 Ａ4洋紙34枚、ワープロ、クリップどめ

2433
NBS封筒「木村貢氏インタ
ビュー」

Ａ4変封筒1枚、鉛筆書
鉛筆書にて「木村貢氏インタ
ビュー」とあり

2434 「木村貢氏インタビュー」
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

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

2435 「公文俊平インタビュー」
Ａ4いわき企画罫紙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

2436
「橋本恕氏に聞く　日中国交正常
化交渉」

Ａ4洋紙15枚、乾式コピー、ホッチキスど
め、鉛筆・黒ペン・赤ペン書

鉛筆・黒ペン・赤ペン書にて
書込多数あり

2437 「伊藤昌哉氏＝四十日抗争＝」

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

黒ペン・赤ペン書にて書込多
数あり、付箋多数あり

2438
「伊藤昌哉氏　インタビュー」40日
抗争

Ａ4洋紙19枚、Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、
黒ペン・赤ペン書、クリップどめ

黒ペン・赤ペン書にて書込多
数あり

2439 「鈴木善幸氏インタビュー」 Ａ4洋紙11枚、乾式コピー、クリップどめ
2440 「中曽根康弘氏インタビュー」 山岸一平 Ａ4洋紙12枚、乾式コピー

2441 「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12枚、乾式コピー

2442 「真鍋賢二氏インタビュー」
福島正光 ・
佐藤英夫

Ａ4洋紙16枚、乾式コピー

2443 「宮沢喜一氏に聞く」 11月19日
国正武重 ・
阿部穆

Ａ4洋紙20枚、ワープロ、黒ペン書
黒ペン書にて加筆・訂正あ
り、内容

2444 「真鍋賢二氏インタビュー」
福島正光 ・
斉藤英夫

Ａ4洋紙16枚、乾式コピー、鉛筆書、クリッ
プどめ

鉛筆書にて加筆・修正・削除
多数あり

2445 「佐藤嘉恭氏インタビュー」
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

赤ペン書にて書込あり

2446
「菊池清明氏インタビュー①（第
一次外相時代）」

Ａ4罫紙39枚、クリップどめ、赤ペン書
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

2447
「伊東正義氏に聞く　四十日抗
争」

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

Ａ4洋紙をホッチキスどめ、Ａ
4洋紙とＢ5コクヨ原稿用紙を
クリップどめ
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2448
宏池会についての伊藤昌哉イン
タビュー

Ａ4洋紙2枚、乾式コピー
インタビューの途中部分2枚
のみ

2449 「園田直氏インタビュー」 昭和56年7月6日
Ａ4洋紙6枚、乾式コピー、青ペン書、ホッ
チキスどめ

青ペン書にて書込あり、三木
おろしについての内容

2450 「田川誠一氏インタビュー」 Ａ4洋紙8枚、黒ペン書、ホッチキスどめ
黒ペン書にて修正あり、日中
国交正常化について

2451
「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」

Ａ4洋紙16枚、活版 官房長官としての大平

2452 封筒　インタビュー 宇治敏彦 斉藤英夫 Ａ4変東京中日スポーツ封筒、黒ペン書 黒ペン書にて宛名等あり

2453 「鈴木善幸氏インタビュー」 12月1日 宇治敏彦
Ａ4洋紙12枚、乾式コピー、赤ペン書、ク
リップどめ

赤ペン書にて書込多数あり

2454
「伊藤昌哉氏（政治評論家、元池
田勇人首相秘書官）」

Ａ4洋紙15枚、乾式コピー、赤ペン書 赤ペン書にて書込多数あり

2455
「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」

Ａ4洋紙15枚、赤ペン書 赤ペン書にて書込多数あり

2456
「真鍋賢二氏に聞く　第二次外務
大臣期」

Ａ4洋紙10枚、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

黒ペン・赤ペン・青ペン書に
て書込多数あり、2456～2457
までクリップどめ

2457
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」

Ａ4洋紙9枚、ワープロ、黒ペン・赤ペン
書、クリップどめ

黒ペン・赤ペン書にて書込多
数あり、2456～2457までクリッ
プどめ

2458 「宮沢喜一氏に聞く」 11月19日
国正武重 ・
阿部穆

Ａ4洋紙20枚、乾式コピー、クリップどめ
内容、大蔵時代から40日抗
争

2459 田中六助略歴 Ｂ5コクヨ原稿用紙1枚、黒ペン・赤鉛筆書

2460 「鈴木善幸氏インタビュー」 宇治俊彦
Ａ4洋紙11枚、ワープロ、クリップどめ、黒
ペン書

黒ペン書にて修正あり

2461 「小国宏氏インタビュー」 平成12年1月14日
Ａ4洋紙26枚、ワープロ、ホッチキスどめ、
赤ペン・黒ペン・鉛筆書

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

2462 大平総理追悼文「於久昭臣」 於久昭臣 Ａ4洋紙3枚、乾式コピー、黒ペン書 黒ペン書にて傍線・書込あり
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2463 「小粥正巳氏インタビュー」 平成12年1月12日
Ａ4洋紙11枚、ワープロ、クリップどめ、赤
ペン書

赤ペン書にて修正あり

2464 封筒1通 Ａ4変封筒1枚

2465
「田川誠一氏インタビュー　日中
国交正常化」

Ｂ5洋紙23枚、乾式コピー

2466 「中曽根康弘元首相（山岸）」
Ｂ5日本経済新聞社原稿用紙28枚、鉛筆
書、クリップどめ

2467 「加藤紘一（続）」 12月21日 泉宏 Ａ4OKI罫紙25枚、黒ペン書、クリップどめ 内容、40日抗争

2468 「木村貢氏インタビュー」 12月20日

阿部穆 ・宇
治俊彦 ・泉
宏 ・斉藤英
夫

Ａ4OKI罫紙34枚、黒ペン書、クリップどめ

2469 「鈴木善幸氏インタビュー」
Ａ4いわき企画罫紙32枚、黒ペン・赤ペン
書

赤ペン書にて加筆あり、2469
～2470までクリップどめ

2470 「加藤紘一氏へのインタビュー」
Ａ4いわき企画罫紙21枚、黒ペン書、ホッ
チキスどめ

2469～2470までクリップどめ

2471 「真鍋賢二氏インタビュー」
福島正光 ・
斉藤英夫

Ａ4洋紙32枚、黒ペン・赤ペン書、ホッチ
キスどめ

1～3枚目までホッチキスど
め、赤ペン書にて加筆あり

2472 「伊藤昌哉氏インタビュー」 11月4日
Ａ4洋紙60枚、黒ペン・赤ペン書、クリップ
どめ

赤ペン書にて書込あり

2473 「中曽根康弘氏インタビュー」
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

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、Ａ
4洋紙はワープロ、黒ペン・赤
ペン書にて書込あり

2474
「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 Ａ4洋紙1枚、活版、青ペン書 青ペン書にて書込あり

2475 追加　小国宏へのインタビュー
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

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

2476 「小国宏インタビュー」 平成12年1月14日 Ａ4洋紙13枚、活版、ホッチキスどめ

2477 「小粥正巳氏に聞く」
Ａ4いわき企画罫紙35枚、黒ペン書、ク
リップどめ
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2478 「福川伸次氏インタビュー」
Ａ4いわき企画罫紙62枚、黒ペン・赤ペン
書

赤ペン書にて加筆多数あり

2479 「菊池清明氏インタビュー」 阿部穆
Ａ4いわき企画罫紙89枚、黒ペン書、ク
リップどめ

2480 「田中六助氏インタビュー」
Ｂ5コクヨ原稿用紙35枚、黒ペン書、クリッ
プどめ

付箋多数あり

2481 「聞き書「大平正芳」」宮沢喜一
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

Ｂ5洋紙は乾式コピー、赤ペ
ン書にて加筆・書込多数あり

2482 「島桂次インタビュー」
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

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

2483 「インタビュー　園田直氏」 昭和56年7月6日
Ｂ5洋紙44枚、Ｂ５コクヨ原稿用紙5枚、乾
式コピー、赤ペン・黒ペン・鉛筆書、クリッ
プどめ

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

2484 「小国宏氏インタビュー」 平成12年1月14日
Ａ4いわき企画罫紙33枚、黒ペン書、Ａ4
洋紙13枚、ワープロ

同件2部あり

2485 「宮沢喜一氏に聞く」 11月19日
国正武重 ・
阿部穆

Ａ4洋紙20枚、ワープロ・黒ペン・赤ペン
書

黒ペン・赤ペン書にて書込多
数あり

2486 「田川誠一氏インタビュー」
Ｂ5コクヨ原稿用紙24枚、黒ペン・赤ペン
書、クリップどめ

赤ペン書にて削除あり

2487 「森田一氏インタビュー」 12月1日 泉宏 Ａ4いわき企画罫紙72枚、黒ペン書
2488 「宮沢喜一氏に聞く」 Ａ4洋紙23枚、黒ペン・茶色ペン書 茶色ペン書にて傍線あり

2489 「インタビュー園田直氏」 昭和56年7月6日
Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙74
枚、黒ペン・赤ペン書、クリップどめ

赤ペン書にて書込あり

2490 「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81
枚、黒ペン書、紐とじ

2491
「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

Ｂ5大平正芳回想録刊行会原稿用紙99
枚、黒ペン・鉛筆書、紐とじ

鉛筆書にて書込あり

2492
「インタビュー竹下登氏　昭56・6・
25」

昭和56年6月25日
Ｂ5大平正芳回想録原稿用紙102枚、黒
ペン書、紐とじ
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2493
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

Ｂ4洋紙22枚、Ｂ5洋紙3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

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

 10. 外務大臣期
2494 「大平大臣会見」 昭和47年 Ｂ4変外務省ファイル1冊

2495 「大平大臣懇談」 昭和47年7月～12月 Ｂ4変外務省ファイル1冊

2496 「大平大臣会見」 昭和48年1月～12月 Ｂ4変外務省ファイル1冊

2497 「大平大臣懇談」 昭和48年1月～12月 Ｂ4変外務省ファイル1冊

2498 「大臣訪中」 昭和49年1月 Ｂ4変外務省ファイル1冊

2499 「大臣懇談」 昭和49年1月～12月 Ｂ4変外務省ファイル1冊

2500 「大平大臣会見」 昭和49年1月～12月 Ｂ4変外務省ファイル1冊

 11. 大平事務所作成ファイル
  11-(1) 東京商大入学後の住所ほか

2501 東京商大入学後の住所ほか 昭和10年～58年 Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm

2502～2553の資料が綴じら
れていた。／背表紙に墨書
にて「東京商大入学後の住
所　大平正樹命名書同暁星
初等学校関係　横浜の宅地
購入証書　公職追放非該当
確認書　米谷・上田両先生に
関すること　先輩・友人からの
書簡」とあり、荒井喜平作成と
あり
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2502 「私の手紙」（第1信） 昭和10年6月
服部治（京都
鹿ケ谷）

Ｂ4洋紙中折冊子32頁、孔版

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

2503 「私の手紙」（第2信） 昭和10年6月 服部治 Ｂ4洋紙中折56枚、冊子孔版
2504 「私の手紙」（第4信） 昭和10年8月 服部治 Ｂ4洋紙中折54枚、冊子孔版 解説に「第三信欠」とあり
2505 「私の手紙」（第5信） 昭和10年8月 服部治 Ｂ4洋紙中折冊子14頁

2506
「東京商科大学大学入学後の住
所」

昭和58年3月
大平志げ子
述 ・荒井喜
平筆記

Ｂ5洋紙4枚、墨書

2507
公職追放非該当確認書（第
33632号）

昭和22年10月12日
内閣総理大
臣

Ｂ4わら半紙1枚、活版 「内閣総理大臣」の朱印あり

2508
「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
社団法人如
水会

18cm×52.5cm紙1枚、活版

2509 近況報告 （昭和8年）5月27日 上坂泰次 大平正芳 葉書1枚、黒ペン書
解説に「上坂泰次先生　高松
高商時代の恩師」とあり

2510 近況報告 （昭和9年6月）19日 大泉行雄 大平正芳 葉書1枚、黒ペン書
解説に「大泉行雄先生　高松
高商時代の恩師」とあり

2511
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 大平正芳 葉書1枚、黒ペン書
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

2512 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 葉書1枚、黒ペン・鉛筆書
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

2513 年賀状 （昭和11年）1月1日 堀野林治 大平正芳 葉書1枚、活版
解説に「堀野林治氏は大平
秀雄氏夫人（すみ）の父君」と
あり

2514
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 15cm×10.3cm厚紙1枚、活版

2515 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 葉書1枚、黒ペン書
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
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2516 寒中見舞 昭和13年1月（13日） 中井虎男 大平正芳 葉書1枚、活版
解説に「中井氏　中学時代の
友人」とあり

2517
仙台赴任（仙台税務監督局間税
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 葉書1枚、黒ペン書
解説に「中平栄利氏　大蔵省
同期」とあり

2518
仙台赴任（仙台税務監督局間税
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 葉書1枚、黒ペン書
解説に「山城章氏　東京商大
時代の先輩」とあり

2519
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 葉書1枚、黒ペン書
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

2520 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 葉書1枚、黒ペン書

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

2521 近況報告 （昭和16年）9月28日 大平剛 大平正芳 葉書1枚、黒ペン書
解説に「大平秀雄氏の長男」
とあり

2522 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 葉書1枚、黒ペン書
解説に「高松高商の後輩
（戦死す）」とあり

2523 年賀状 昭和14年1月1日
横山辰雄・基
子

大平正芳・志
げ子

葉書1枚、黒ペン書
解説に「基子夫人は志げ子
の従姉」とあり

2524 年賀状 昭和15年1月1日 高橋俊英 大平正芳 葉書1枚、墨書

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」

2525 昭和11年入省組みの寄せ書 （昭和15年5月5日）
福田 ・十松
・磯田 ・山下

大平正芳 葉書1枚、黒ペン書

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「阿川」にて」
とあり

2526 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 葉書1枚、黒ペン書

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
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2527 近況報告 昭和11年12月3日 武藤義治 大平正芳 葉書1枚、黒ペン書
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

2528 贈り物に対する礼状
金子三十里
（暁星小学
校）

大平正芳 Ｂ4封書1枚、黒ペン書

2529 売渡証書 昭和16年9月26日 原カネ 大平正芳 和紙・Ｂ4洋紙中折、冊子活版、黒ペン書
解説に「横浜市中、区本牧三
之谷二八六の宅地購入時の
証書」とあり、朱印あり

2530 米谷隆三の名刺 名刺1枚、活版

2531 「米谷隆三先生」に関する述 昭和58年3月
大平志げ子
[述] ・荒井喜
平[筆記]

Ｂ5洋紙1枚、筆ペン書

2532 「上田辰之助先生」に関する述 昭和58年3月
大平志げ子
[述] ・荒井喜
平[筆記]

Ｂ5洋紙2枚、筆ペン書

2533 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

Ｂ5洋紙1枚、活版 英訳文あり

2534 碑文の写真 葉書大写真1枚

2535
「上田先生邸址由来建立竣工式
当日の記念写真」

一橋大学上
田辰之助ゼ
ミナール晨
光会

写真19枚 10枚はカラー、9枚は白黒

2536 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 17.5cm×174.5cm和紙1枚、墨書、封書

2537 祝辞に関して （昭和12年5月18日） 澤田源一 大平正芳 19cm×62cm和紙1枚、墨書、封書
解説に「高松高商　校長」とあ
り

2538 栄典祝い及び礼状 （昭和12年）7月20日 茨城山治 大平正芳 Ｂ5罫紙2枚、黒ペン書、封書

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
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2539 近況報告 （昭和13年）1月2日 大平剛 大平正芳 Ｂ5原稿用紙2枚、黒ペン書、封書
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

2540 近況報告
（昭和13年）10月23
日

上田あやの 大平正芳 22cm×20cm洋紙、黒ペン書、封書

2541 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 Ｂ5便箋3枚、黒ペン書、封書 解説に「実弟」とあり

2542 封筒 昭和13年11月2日
鈴木三樹之
助商店

大平正芳・志
げ子

封筒1枚 解説に「実弟」とあり

2543 挨拶・近況報告 昭和5年12月6日 横山基子
大平正芳・志
げ子

Ｂ5便箋5枚 解説に「志げ子の従姉」とあり

2544 挨拶 昭和13年12月29日
鈴木三樹之
助

大平正芳 Ｂ5罫紙1枚、黒ペン書、封書

2545 封筒 大平志げ子 大平正芳 封筒
航空郵便、解説に「本文紛
失」とあり

2546 訪問に対する礼状
（昭和19年）10月18
日

佐藤寛子 大平正芳 18cm×24cm洋紙2枚、黒ペン書、封書
解説に「元総理大臣佐藤栄
作夫人」とあり

2547 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 15cm×22cm厚紙1枚、活版
解説に「松下電器産業(株)」
とあり

2548
病状の報告および選挙戦に参加
不可に対する詫び状

（昭和22年）6月22日 宮脇朝男 大平正芳 Ｂ5便箋4枚、青ペン書、封書
解説に「全国農業協同組合
中央会会長」

2549
現代演劇協会主催文化交流会
の礼状

福田恒孝 大平正芳 Ｂ5和紙4枚、墨書、封書

2550 円相場に関して 2月15日 前川春雄 大平正芳 Ｂ5罫紙4枚、黒ペン書、封書 解説に「日銀総裁」とあり

2551 来訪に対する礼状 12月15日 沖中重雄 大平正芳 Ｂ5便箋2枚
解説に「元東京大学医学部
長　沖原重雄先生」とあり

2552 大平正樹命名墨書 Ｂ4和紙1枚、墨書

2553 「郵便貯金通帳」 16.5cm×42cm四折冊子1枚、活版
「大平正樹」とあり、昭和19年
4月20日、同6月8日の印あり

  11-(2) 「1　挨拶状原稿抄録その他　昭和三十年度」

2554
「1　挨拶状原稿抄録その他　昭
和三十年度」

昭和31年～39年 荒井喜平 Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm
2555～2615の資料が綴じら
れていた

2555
「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)8枚、
青ペン書
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2556 「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)5枚、青
ペン書

2557 「前尾繁三郎論」 昭和32年9月1日 大平正芳 Ｂ4コクヨ原稿用紙(400字)2枚
黒ペン・青ペン書にて加筆・
訂正あり

2558 「池田さんの入閣と政局」 昭和33年6月 大平正芳 Ｂ4コクヨ原稿用紙(400字)7枚、青ペン書
青ペン書および鉛筆書にて
加筆・訂正あり

2559 挨拶文草稿 昭和35年1月カ 大平正芳
Ｂ4神田宮田製原稿用紙(400字)1枚、青
ペン書

青ペン書にて加筆・訂正、青
鉛筆・赤鉛筆書にて加筆あり

2560 「一九六〇年を迎えて」 昭和35年1月カ 大平正芳
Ｂ4コクヨ原稿用紙(400字)3枚、青ペン・黒
ペン書

青ペン書および黒ペン書に
て加筆・訂正あり

2561
「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)9枚、黒
ペン書

2562 手紙草稿(軍人恩給加算の件) 昭和35年2月26日 大平正芳 Ｂ4丸善原稿用紙(400字)3枚、青ペン書
青ペン書にて加筆・訂正、赤
鉛筆・黒鉛筆書にて加筆あり

2563
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

2564 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

2565 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

2566 手紙草稿(「選挙区用」)
大平正芳 ・
大平志げ子

内閣青罫紙(Ｂ5)2枚、青ペン書 青ペン書にて訂正・加筆あり

2567 礼状草稿(「大阪用」) 9月
大平正芳 ・
大平志げ子

内閣青罫紙(Ｂ5)2枚、青ペン書 青ペン書にて訂正あり

2568 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

2569
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

2570 残暑見舞い 昭和36年 大平正芳 官製葉書、活版
2571 年賀状 昭和37年1月1日 大平正芳 官製葉書、活版
2572 暑中見舞い 昭和37年 大平正芳 官製葉書、活版

2573 挨拶状(外務大臣拝命) 昭和37年7月 大平正芳 Ａ6洋紙、活版
「三七、七、一八　外務大臣
拝命」と黒ペン書にて欄外記
入あり
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2574 礼状 昭和37年7月2日
大平正芳（内
閣官房長官）

官製葉書、孔版

2575 礼状(外務大臣就任御祝品礼状) 大平正芳 官製葉書、活版

2576
「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（外
務大臣）

Ａ5冊子、13頁、活版
黒ペン書にての加筆・訂正あ
り

2577
「三八、一一、二一総選挙当選、
祝辞に対する挨拶状」原稿

昭和38年11月21日 大平正芳 外務省赤罫紙(Ｂ5)3枚、青ペン書
黒鉛筆にて「大至急」との書
込あり

2578 「村上達雄論」原稿 昭和31年3月1日 大平正芳
Ｂ5自由民主党原稿用紙(200字)16枚、青
ペン書

青ペン書にて訂正あり

2579 「私の好きな人」原稿 昭和32年1月1日 大平正芳
Ｂ5自由民主党原稿用紙(200字)10枚、青
ペン書

青ペン書にて訂正あり

2580 礼状(帰省に際して) 昭和38年10月 大平正芳 1号業務用紙(Ａ4)1枚、青ペン書 青ペン書にて訂正あり
2581 挨拶状草稿 昭和38年10月 大平正芳 Ａ5用紙2枚、青ペン書 青ペン書にて訂正あり

2582
「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)4枚、青ペン書

2583 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 Ａ5洋紙中折、活版
鉛筆書および黒ペン書にて
加筆・訂正あり

2584 通知 昭和38年9月30日

京阪神大平
会 ・大平正
芳（内閣官房
長官）

官製葉書、活版、写真あり

2585 クリスマスカード通知 昭和37・38年 大平正芳 洋紙(縦19cm、横13cm)、活版

2586
「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
Ｂ5片岡電気株式会社原稿用紙(175字)3
枚、青ペン書

青ペン書にて加筆、訂正あり

2587 礼状(渡米に際して) 昭和38年(夏)
大平正芳（外
務大臣）

Ｂ5洋紙1枚、和文タイプ

2588 「郷里にあてし挨拶状原稿」 昭和38年10月
大平正芳（外
務大臣）

Ｂ5外務省赤罫紙2枚、青ペン書

2589 「御礼状」(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1枚、活版

2590 「御礼状」原稿(長男正樹逝去) 昭和39年8月15日 大平正芳 Ａ6洋紙1枚、青ペン書 青ペン書にて加筆・訂正あり
2591 「御礼状」(長男正樹逝去) 昭和39年8月 大平正芳 Ａ6洋紙1枚、活版

2592 「御礼状」原稿（長男正樹逝去) 昭和39年8月20日 大平正芳 Ｂ5用箋2枚、黒ペン書
赤ボールペン・黒ボールペン
書にて欄外記入あり
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2593
「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1枚、活版

2594 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
2595 挨拶状(総選挙関係「郷里宛」」) 昭和38年 大平正芳 Ａ6洋紙、活版
2596 年賀状 昭和39年1月1日 大平正芳 官製葉書、活版
2597 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1枚、活版
2598 挨拶状(総選挙関係) 昭和39年(春) 大平正芳 Ａ6洋紙、活版

2599
手紙草稿（善通寺弘法大師一、
一五〇年聖誕祭出席)

昭和39年5月 大平正芳 Ｂ5用箋2枚、青ペン書
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

2600 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
香川県医師
会長

Ｂ5洋紙1枚、和文タイプ
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

2601
「第四六回通常国会終了後御礼
を兼ねた御中元贈呈原稿」

昭和39年6月 大平正芳
臼井荘一
他18名

Ｂ5用箋2枚、黒ボールペン・墨書
黒ペン書にて「39-6-30明治
屋依頼」との欄外記入あり

2602
「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 Ｂ5用箋3枚、青ペン書

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

2603 「外務大臣退任の挨拶状」原稿 昭和39年7月 大平正芳 Ｂ5変黄用箋1枚、青ペン書 青ペン書にて加筆・訂正あり
2604 外務大臣退任の挨拶状 昭和39年7月 大平正芳 Ａ6洋紙1枚、活版

2605
「海外、大公使宛挨拶状（正樹関
係）」

昭和39年8月 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、和文タイプ

赤ボールペン書にて「海外、
大公使宛挨拶状」、黒ペン書
にて「(正樹関係)」との欄外記
入あり

2606
「海外、大公使宛挨拶状(正樹関
係)」原稿

昭和39年8月 大平正芳 Ｂ5用箋3枚、青ペン書 青ペン書にて加筆・訂正あり

2607 挨拶状(帰省、国会報告) 昭和39年(初秋) 大平正芳 官製葉書1枚、孔版
2608 挨拶状(帰省、国会報告） 昭和39年(初秋) 大平正芳 官製葉書1枚、活版

2609 挨拶状原稿(帰省、国会報告） 昭和39年(初秋) 大平正芳 Ｂ5用箋2枚、青ペン書

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
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2610 「上戸学園十年史によせて」 昭和39年10月 大平正芳 Ｂ5鶴居用箋2枚、青ボールペン書

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

2611
「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 Ｂ5用箋1枚、青ペン書
青ペン書にて加筆・訂正あ
り、赤ボールペン書にて「(模
写電報)」との欄外記入あり

2612
「日米貿易経済合同委員会につ
いて」

昭和39年12月1日 大平正芳 Ｂ5外務省赤罫紙15枚、黒ペン書
黒ペン・鉛筆書にて加筆・訂
正あり

2613 「日米綿製品交渉」 昭和39年12日1日 大平正芳
Ｂ5外務省赤罫紙8枚、Ｂ5わら半紙10枚、
黒ペン書、和文タイプ

鉛筆書にて加筆・訂正あり

2614
「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 Ｂ5用箋2枚、黒ペン書 黒ペン書にて加筆・訂正あり

2615 挨拶状(喪中） 昭和39年12月 大平正芳 官製葉書1枚、活版

  11-(3) 「1　祝辞・弔辞」

2616 「1　祝辞・弔辞」 昭和40年～51年 Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm
2617～2647の資料が綴じら
れていた

2617 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4枚、黒ペン書、ホッチキスどめ

2618
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2枚、黒ペン書、ホッチキスどめ

2619 立石道夫受章に際する祝辞草稿 昭和45年12月5日 大平正芳 Ｂ5便箋3枚、黒ペン書、ホッチキスどめ

2620
「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
便箋7枚、黒ペン・鉛筆書、ホッチキスど
め

堀内正行の喜寿に対しても
祝辞

2621 「豊中商工会議所完成祝辞」 大平正芳 Ｂ4用紙乾式コピー2枚、ホッチキスどめ

2622
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3枚、黒ペン書、ホッチ
キスどめ

2623 鎌田守恭・朱美結婚式祝辞案 大平正芳
Ｂ5原稿用紙3枚、黒ペン書、ホッチキスど
め

2624
「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3枚、鉛筆・黒ペン書、ホッチキス
どめ

2625
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9枚、黒ペン書、ホッチキスどめ
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2626
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
21cm×18cm便箋6枚、黒ペン・鉛筆書、
ホッチキスどめ

2627 塩田富造に対する弔辞草稿 昭和40年7月14日 大平正芳 Ｂ4便箋5枚、黒ペン書、ホッチキスどめ
2628 宮川に対する弔辞草稿 昭和40年10月16日 大平正芳 Ｂ5便箋8枚、黒ペン書、ホッチキスどめ

2629
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
21cm×18cm便箋5枚、黒ペン・鉛筆書、
ホッチキスどめ

2630
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3枚、黒ペン書、ホッチキスどめ

2631
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 19.5cm×367.5cm和紙1枚、墨書、封書

2632 姫井忠義追悼文草稿 昭和45年12月10日 大平正芳 Ｂ4原稿3枚、黒ペン書、ホッチキスどめ
解説に「昭・46・硯滴掲載」と
あり

2633 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4枚、黒ペン書、ホッチキスどめ

2634
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7枚、黒ペン書、ホッチキスどめ

2635 津島国利に対する弔辞草稿 昭和47年1月23日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙中折3枚、鉛筆・黒ペン書、
ホッチキスどめ

解説に「昭・四七・硯滴掲載」
とあり

2636 津島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1枚、墨書

2637
久田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5枚、黒ペン書、ホッチキスどめ

2638
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7枚、黒ペン書、ホッチキスど
め

2639
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
Ｂ4原稿用紙6枚、黒ペン書、ホッチキスど
め

2640 富樫総一に対する弔辞 昭和48年1月21日 大平正芳 25.7cm×201.5cm洋紙1枚、乾式コピー
解説に「東京商科大学同級
生」とあり

2641 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
Ｂ5原稿用紙9枚、黒ペン書、ホッチキスど
め

「大臣夫人出席」とあり

2642 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10枚、黒ペン・鉛筆書、ホッチキ
スどめ

2643
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4枚、黒ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

備考

2644 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8枚、黒ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

2通あり
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2645 荻田義正に対する弔辞草稿 昭和48年10月25日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙4枚、鉛筆・赤鉛筆書、ホッチ
キスどめ

2646 片山伝蔵に対する弔辞草稿 昭和49年1月31日 大平正芳
Ｂ5便箋3枚、黒ペン・鉛筆書、ホッチキス
どめ

2647
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8枚、黒ペン・鉛筆書、ホッチキス
どめ

  11-(4) アイデンティティについてほか

2648 アイデンティティについてほか 昭和43年～53年 Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm

2649～2686の資料が綴じら
れていた。／背表紙に墨書
にて「アイデンティティについ
て　予算編成について　瀬戸
大橋関係総括質問要旨案代
表質問案　中井虎男先生を
追慕して　三中時代の思い
出　わたしの公約　幹事長時
代の諸資料」とあり

2649 「アイデンティティについて」 〔大平正芳〕 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

2650 政治家論草稿 昭和40年頃 大平正芳
Ｂ5変コクヨ便箋4枚、鉛筆書、ホッチキス
どめ

2651 「WhatとHow」 大平正芳
Ｂ5原稿用紙11枚、青ペン書、ホッチキス
どめ

鉛筆書にて「エコノミスト
10/9」とあり

2652
「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10枚、青焼き、青ペン書、ホッチ
キスどめ

2653 「読書の功徳」 大平正芳
Ｂ5原稿用紙3枚、青ペン書、ホッチキスど
め

欄外に青ペン書にて「サン
デー毎日　10/4」とあり

2654
「新しい国際情勢と日本政治の
動向」

大平正芳
Ｂ4原稿用紙11枚、青ペン書、ホッチキス
どめ

欄外に鉛筆書にて「年月不
詳」とあり

2655 「予算編成を顧みて」 大平正芳
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

欄外に黒ペン書にて「1/16〆
切、エコノミスト」とあり

2656 「代表質問（案）」 昭和43年1月30日 大平正芳
Ｂ4洋紙11枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

2657 「眼を内に向けよう」 昭和46年1月26日 大平正芳
Ｂ5共済新報原稿用紙4枚、青ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

欄外に赤ペン・青ペン書にて
「産業経理協会渡し」とあり
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2658 「演説草案（外交・防衛）」 昭和43年カ 大平正芳
Ｂ5原稿用紙12枚、Ｂ5変自由民主党原稿
用紙3枚、青ペン・黒ペン書、ホッチキス
どめ

2659 「演説草案（物価）」 昭和43年カ 大平正芳
Ｂ5原稿用紙6枚、青ペン書、ホッチキスど
め

2660 「中井虎男先生を追慕して」 昭和44年 大平正芳
Ｂ5大平正芳用箋6枚、青ペン・黒ペン・鉛
筆書、ホッチキスどめ

2661 荒木益吉氏弔辞草稿 昭和45年2月9日 大平正芳
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

2662
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1枚、黒ペン・鉛筆書

2663 「三中時代の思い出」 大平正芳
Ｂ5便箋7枚、鉛筆・青ペン書、ホッチキス
どめ

2664
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 Ｂ5変便箋3枚、青ペン書、ホッチキスどめ
欄外に鉛筆書にて「全酒販
連　浜本専秀渡」とあり

2665
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

2666 「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
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

欄外に黒ペン書にて「読売新
聞よりの依頼」とあり

2667 「まづ人間関係を整えよ」 昭和45年5月 大平正芳
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

解説に「トヨタ自動車工業
（株）へ」とあり

2668
母校七〇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 Ｂ5大平正芳用箋1枚、青ペン・鉛筆書
欄外に赤ペン書にて「真鍋持
参代理出席」とあり

2669 「宏池会の会長就任の挨拶」 昭和46年4月17日 大平正芳 Ａ4洋紙1枚、乾式コピー
2670 「得票数表」 昭和48年カ 大平後援会 13cm×12cm洋紙冊子10頁、活版
2671 選挙公約原稿 昭和43年11月13日 大平正芳 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー・鉛筆書

2672 「わたしの公約」 大平正芳 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

2673 「内閣支持率－時事世論－」 昭和53年4月 時事通信社
カ

Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 説明書に「幹事長時代」とあり

2674 「内閣支持率調査の比較」 昭和53年4月 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー 説明書に「幹事長時代」とあり

2675
「自民党支持率の推移（時事世
論）」

昭和53年4月 時事通信社
カ

Ｂ5洋紙1枚、乾式コピー 説明書に「幹事長時代」とあり
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2676 「政党支持率調査の比較」 昭和53年4月 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー 説明書に「幹事長時代」とあり

2677 法案成立数一覧 昭和52年カ Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 説明書に「幹事長時代」とあり

2678 「政党支持率－時事世論－」 昭和53年4月 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 説明書に「幹事長時代」とあり

2679 政局分析メモ 大平正芳
Ｂ5変自由民主党原稿用紙4枚、黒ペン・
青ペン・赤鉛筆書、ホッチキスどめ

説明書に「幹事長時代」とあり

2680 政局分析メモ 大平正芳
Ｂ5変自由民主党原稿用紙2枚、青ペン
書、ホッチキスどめ

説明書に「幹事長時代」とあり

2681 「政党支持率調査の比較」 昭和53年4月 Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 説明書に「幹事長時代」とあり

2682
知事・県議・市町村長・市町村議
党派別一覧

昭和50年4月～ Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 説明書に「幹事長時代」とあり

2683
「革新都道府県議会議員の党派
別議席数推移調」

昭和51年～ Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 説明書に「幹事長時代」とあり

2684
「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年カ Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 説明書に「幹事長時代」とあり

2685
統一地方選挙前後の知事党派
一覧

昭和53年5月24日～ Ｂ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 説明書に「幹事長時代」とあり

2686 「市長選挙結果調」 昭和53年5月24日 Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー 説明書に「幹事長時代」とあり

  11-(5) 「4　挨拶状原稿抄録その他　昭和四十年度」

2687
「4　挨拶状原稿抄録その他　昭
和四十年度」

昭和46年～49年 Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm
2688～2738の資料が綴じら
れていた

2688 年賀状原稿 昭和46年 大平正芳 12.5cm×7cm洋紙1枚、青ペン書
2689 郷里宛年賀状原稿 昭和46年 大平正芳 2.5cm×7cm洋紙2枚、青ペン書
2690 加藤藤太郎翁銅像碑文草稿 昭和46年1月 大平正芳 Ｂ5便箋7枚、ペン書、ホッチキスどめ

2691 加藤藤太郎翁銅像碑文草稿 昭和46年1月18日 大平正芳 Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
解説に「昭和四十六年五月
硯滴に登載」とあり

2692 「3．新しい創造の契機に」 昭和46年1月23日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙2枚、黒ペン書、ホッチキスど
め

解説に「フジタ工業(株)によ
せて（硯滴登載昭・四六・五」
とあり

2693 「新しい創造の契機に」
Ｂ5便箋2枚、青ペン・鉛筆書、ホッチキス
どめ

解説に「フジタ工業(株)改名
に」とあり
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2694 「5．日本の国土を見直そう」 昭和46年3月29日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙5枚、黒ペン書、ホッチキスど
め

「文芸春秋へ渡し」とあり

2695 「5．地図と日本の像」 昭和46年4月6日 大平正芳
Ｂ5原稿用紙9枚、青ペン書、ホッチキスど
め

「文芸春秋寄稿」とあり

2696 硯滴目次案 昭和46年4月2日 大平正芳 Ｂ4原稿用紙1枚、赤ペン書

2697 硯滴目次案 昭和46年 Ｂ5わら半紙1枚、活版
赤ペン・青ペン書にて加筆・
訂正あり

2698 「公害をめぐる明暗」 昭和46年4月26日 大平正芳
（Ｂ5原稿用紙9枚、青ペン・赤ペン書、
ホッチキスどめ）

標題紙のみ（当館受入）

2699 「宏池会の会長就任挨拶」 昭和46年4月17日 大平正芳 21cm×30cm洋紙乾式コピー1枚

2700
詫間港特定港指定祝賀会案内
状（No.1）

昭和46年8月 松田幸一 大平正芳 15.5cm×20.5cm厚紙1枚、活版 青ペン書にて加筆あり

2701 詫間港の祝賀会に寄せて 昭和46年8月14日 大平正芳 Ｂ5原稿用紙1枚、赤ペン・緑ペン・鉛筆書

2702
フナイ薬品社主松岡利宗の出版
に寄せて

昭和46年8月 大平正芳
21cm×18cm便箋2枚、青ペン・黒ペン
書、ホッチキスどめ

2703 「私の署長時代」草稿 昭和46年5月 大平正芳
Ｂ4原稿用紙3枚、黒ペン書、ホッチキスど
め

解説に「硯滴掲載」とあり

2704 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1枚、孔版

2705
「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 Ｂ4洋紙22枚、乾式コピー
青ペン・黒ペン・赤ペン・赤鉛
筆にて加筆・訂正あり

2706
「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2枚、黒ペン書、ホッチキスど
め

2707 坂出雄心会発会式挨拶草稿 昭和46年10月 大平正芳 21cm×18cm便箋1枚、黒ペン書
2708 成年式祝辞草稿 昭和47年1月15日 大平正芳 Ｂ5便箋2枚、青ペン書、ホッチキスどめ

2709
日本青年団協議会機関紙（柳は
緑花は紅）原稿　（1月号）

昭和47年 大平正芳 Ｂ4洋紙中折4枚、乾式コピー
青ペン・赤ペンにて加筆・訂
正

2710 「日本の新しい外交」草稿 昭和47年1月17日 大平正芳
Ｂ5原稿用紙57枚、黒ペン・鉛筆書、ホッ
チキスどめ

「時事通信社の委嘱」とあり

2711
浅間山荘事件に関する論考の草
稿

昭和47年3月7日
Ｂ4原稿用紙2枚、黒ペン書、ホッチキスど
め

解説に「現代への寄稿」とあり

2712
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
21cm×18cm便箋2枚、青ペン書、ホッチ
キスどめ

解説に「前頁元原」とあり

2713
「蔵相時代の津島先生のこと」草
稿

昭和47年4月 大平正芳
Ｂ4原稿用紙中折6枚、黒ペン書、ホッチ
キスどめ

解説に「硯滴」とあり
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2714
「蔵相時代の津島先生のこと」草
稿

昭和47年4月 大平正芳
Ｂ5原稿用紙9枚、黒ペン書、ホッチキスど
め

解説に「前頁の元原」とあり

2715
「神戸保専　吉村静枝さん宛」草
稿

昭和47年6月 大平正芳
Ｂ5原稿用紙2枚、青ペン書、ホッチキスど
め

保母さんの仕事について

2716 「選挙区用暑中ご挨拶」草稿 昭和47年7月 大平正芳 Ｂ5便箋2枚、鉛筆書、ホッチキスどめ
解説に「総裁選立候補時の
支援お礼・外務大臣拝命」と
あり

2717 郷里への台風見舞 昭和47年9月 大平正芳
Ｂ5便箋2枚、活版・青ペン書、ホッチキス
どめ

2718 「再び入閣して」草稿 昭和47年10月1日 大平正芳
Ｂ5原稿用紙7枚、青ペン書、ホッチキスど
め

解説に「雄心会の機関紙に
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

2719 「平和国家の行動原則」草稿 昭和47年 大平正芳
Ｂ4原稿用紙12枚、青ペン・黒ペン・赤ペ
ン・鉛筆書、ホッチキスどめ

前半欠

2720 年賀状草稿 昭和48年1月1日 大平正芳 葉書1枚、活版
鉛筆・黒ペンにて加筆・訂正
あり

2721 暑中見舞草稿 昭和48年 大平正芳 葉書1枚、活版
2722 成人式祝電 昭和48年1月15日 大平正芳 Ｂ4和紙、活版
2723 「横綱琴桜関のこと」草稿 昭和48年8月 大平正芳 Ｂ4原稿用紙3枚、黒ペン書
2724 挨拶文（喪中） 昭和48年12月 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、活版

2725 年賀状原稿 昭和49年1月1日 大平正芳
21cm×18cm便箋2枚、青ペン書、ホッチ
キスどめ

2726 年賀状 昭和49年1月1日 大平正芳 葉書1枚、活版
2727 成人式祝電 昭和49年1月15日 大平正芳 Ｂ5和紙1枚、活版
2728 成人式祝電草稿 昭和49年1月15日 大平正芳 Ｂ5赤罫紙1枚、青ペン・鉛筆書

2729 失火見舞に対する礼状草稿 昭和49年1月 大平正芳
Ｂ5便箋3枚、黒ペン・鉛筆書、ホッチキス
どめ

付箋あり

2730 失火見舞に対する礼状 昭和49年1月 大平正芳 19.5cm×100cm洋紙1枚、乾式コピー

2731
「生活は簡素に、理想は高く」草
稿

昭和49年 大平正芳
Ｂ4原稿用紙2枚、黒ペン書、ホッチキスど
め

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

2732
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 Ｂ5洋紙1枚、活版
解説に「第二次田中内閣第
一次改造内閣　昭・49・7・
16」とあり
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2733
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2枚、青ペン書、ホッチキスどめ

2734 暑中見舞 昭和49年 大平正芳 葉書サイズ洋紙1枚、乾式コピー
2735 暑中見舞草稿 昭和49年7月 大平正芳 Ｂ5便箋3枚、青ペン書、ホッチキスどめ 「各界・選挙区」とあり

2736
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1枚、活版

2737 大蔵大臣留任に際し挨拶状草稿 昭和49年12月 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、活版 鉛筆書にて加筆・訂正あり

2738
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 21.7cm×91.5cm洋紙1枚、活版 青ペンにて加筆・訂正あり

  11-(6) 「辞令等」

2739 「辞令等」 昭和49年～51年 Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm
2740～2758の資料が綴じら
れていた

2740 「内閣人事異動通知書辞令書」 昭和49年12月27日 内閣 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、活版
2741 「内閣人事異動通知書辞令書」 昭和51年6月29日 内閣 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、活版
2742 「内閣人事異動通知書辞令書」 昭和50年1月7日 内閣 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、活版

2743 「公害対策会議委員任命書」 昭和49年8月7日
田中角栄（内
閣総理大臣）

大平正芳 Ａ4鳥の子紙1枚、筆書

2744 「消費者保護会議委員任命書」 昭和49年10月3日
田中角栄（内
閣総理大臣）

大平正芳 Ａ4鳥の子紙1枚、筆書

2745
 「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
二階堂進（内
閣官房長官）

大平正芳 Ｂ5内閣用紙1枚、和文タイプ

2746
 「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
二階堂進（内
閣官房長官）

大平正芳 Ｂ5内閣用紙1枚、和文タイプ

2747
 「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
竹下登（内閣
官房長官）

大平正芳 Ｂ5内閣用紙1枚、和文タイプ

2748
「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
竹下登（内閣
官房長官）

大平正芳 Ｂ5内閣用紙1枚、和文タイプ
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2749
「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
井出一太郎
（内閣官房長
官）

大平正芳 Ｂ5内閣用紙1枚、和文タイプ

2750
「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
井出一太郎
（内閣官房長
官）

大平正芳 Ｂ5内閣用紙1枚、和文タイプ

2751
「経済企画庁長官事務代理任命
書」

昭和50年8月15日
三木武夫（内
閣総理大臣）

大平正芳 Ａ4鳥の子紙1枚、墨書

2752
「経済企画庁長官事務代理解除
書」

昭和50年8月28日
三木武夫（内
閣総理大臣）

大平正芳 Ａ4鳥の子紙1枚、墨書

2753
「経済企画庁長官事務代理任命
書」

昭和50年9月30日
三木武夫（内
閣総理大臣）

大平正芳 Ａ4鳥の子紙1枚、墨書

2754
「経済企画庁長官事務代理解除
書」

昭和50年10月14日
三木武夫（内
閣総理大臣）

大平正芳 Ａ4鳥の子紙1枚、墨書

2755
「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
井出一太郎
（内閣官房長
官）

大平正芳 Ｂ5内閣用紙1枚、乾式コピー

2756
「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
井出一太郎
（内閣官房長
官）

大平正芳 Ｂ5内閣用紙1枚、乾式コピー

2757
「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

三木武夫（天
皇陛下御在
位五十周年
記念式典委
員長内閣総
理大臣）

大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、和文タイプ
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2758
「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

三木武夫（天
皇陛下御在
位五十周年
記念式典委
員長内閣総
理大臣）

大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、和文タイプ

  11-(7) 「挨拶状原稿抄録その他　昭和五十年度」

2759
「5　挨拶状原稿抄録その他　昭
和五十年度」

昭和50年～55年 Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm
2760～2817の資料が綴じら
れていた

2760 年賀状 昭和50年1月1日 大平正芳 葉書1枚、活版

2761 「わが党政策の重点」草稿 昭和50年1月 大平正芳
Ｂ5原稿用紙5枚、黒ペン・青ペン書、ホッ
チキスどめ

解説に「「自由新報」新年号
掲載」とあり

2762 成人式祝電 昭和50年1月15日 大平正芳 Ｂ5半紙1枚、活版
2763 暑中見舞 昭和50年 大平正芳 葉書1枚、活版
2764 発送書簡数統計 昭和50年 9.5cm×9.5cm洋紙1枚、青ペン書

2765 「山水を楽しむ」草稿 昭和50年3月31日 大平正芳
Ｂ5原稿用紙11枚、青ペン・鉛筆書、ホッ
チキスどめ

「又信原稿」とあり

2766 「鹿島博士と平和研究所」草稿
Ｂ5原稿用紙6枚、青ペン書、ホッチキスど
め

2767
「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（財団
法人鹿島平
和研究所副
会長）

大平正芳
Ｂ5洋紙2枚、活版、ペン書、ホッチキスど
め

編集要領あり

2768 年賀状 昭和51年1月1日 大平正芳 葉書1枚、活版
2769 暑中見舞 昭和51年 大平正芳 葉書1枚、活版

2770
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 Ｂ5便箋2枚、青ペン・鉛筆書、糊どめ
解説に「昭・51・9・15　三木改
造内閣」とあり

2771
大蔵大臣留任の祝詞に対する礼
状雛型

昭和51年 Ｂ5便箋2枚、筆ペン書、糊どめ
「筆書（巻紙）57通」「昭和51
年9月15日　三木内閣改造」
とあり

2772 就職に対する推薦状雛型 Ｂ5便箋2枚、筆ペン書、ホッチキスどめ
2773 就職採用に対する礼状雛型 昭和51年11月カ Ｂ5便箋2枚、筆ペン書、ホッチキスどめ

2774
自由民主党幹事長就任の祝詞
に対する礼状

昭和51年カ 大平正芳 19.5cm×64.5cm半紙1枚、活版
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2775 「すばらしき讃岐」草稿 大平正芳 Ｂ4洋紙乾式コピー2枚、ホッチキスどめ
解説に「毎日新聞高知支局
へ寄稿　昭和50年頃」とあり

2776 自動車普及に関する草稿 大平正芳 Ｂ4洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
解説に「昭和51年11月か12
月頃」とあり

2777
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5枚、青ペン・黒ペン書、ホッ
チキスどめ

2778 「西田信一先生への便り」草稿 昭和52年 大平正芳
Ｂ4原稿用紙3枚、青ペン書、ホッチキスど
め

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

2779
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 18.8cm×76.5cm和紙1枚、活版

2780
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2枚、鉛筆書、ホッチキスどめ

2781
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 Ｂ5洋紙1枚、オフセット印刷
鉛筆書で「添状」という注記あ
り

2782 全政連の挨拶草稿 昭和52年10月 大平正芳 Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

2783 郷里への挨拶草稿 （昭和53年1月） 大平正芳 Ｂ5洋紙乾式コピー22枚、ホッチキスどめ
解説に「「四国新聞」への寄
稿」とあり

2784 年賀状 昭和53年1月1日 大平正芳 葉書1枚、活版 解説に「一般宛」とあり
2785 寒中見舞 昭和53年1月 大平正芳 葉書1枚、活版 解説に「郷里宛」とあり

2786 「「自民党党友」加盟のお願い」 昭和53年7月17日

一橋昭和十
二年会　武
末隆夫 ・大
軒節夫 ・松
浦正三 ・鈴
木要七 ・吉
川清 ・橋本
三良

Ｂ5洋紙1枚、オフセット印刷
青ペン書にて「自民党々友
呼びかけ（一橋十二年会）」と
あり

2787 「自民党々友勧誘願い」 昭和57年7月 Ｂ5洋紙1枚、オフセット印刷

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
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2788 残暑見舞 昭和58年8月 大平正芳 葉書1枚、活版

2789 残暑見舞草稿 昭和53年8月 大平正芳 18cm×12.7cm洋紙1枚、鉛筆書
青ペン書にて「幹事長筆原
稿」と注記あり

2790 自民党党友加盟に対し礼状 昭和53年9月 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、オフセット印刷
赤鉛筆書にて傍線、青ペン
書にて訂正あり

2791
「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 Ｂ5洋紙1枚、オフセット印刷 赤鉛筆書にて傍線あり

2792
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 19cm×76.5cm半紙1枚、活版

2793 挨拶状 （昭和53年） 柳田誠二郎 大平正芳 葉書サイズ厚紙1枚、墨書・活版、封書

2794
「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

16cm×21.5cm厚紙1枚、活版

2795
内閣総理大臣拝命の祝いに対す
る礼状

昭和54年1月 大平正芳 19.5cm×71.5cm半紙1枚、活版

2796 一橋同級生への礼状草稿 昭和54年2月 大平正芳
Ｂ5便箋3枚、黒ペン・鉛筆書、ホッチキス
どめ

2797 総裁選の協力に対する礼状 昭和54年3月 大平正芳
Ｂ5洋紙2枚、オフセット印刷、ホッチキス
どめ

赤鉛筆書にて傍線あり

2798
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2枚、オフセット印刷、ホッチキス
どめ

2799 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1枚、オフセット印刷

2800
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1枚、活版

2801
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2枚、青ペン・鉛筆書、ホッチキス
どめ

2802 残暑見舞 昭和54年8月 大平正芳 葉書1枚、活版

2803 第35回総選挙に際し挨拶状 昭和54年9月 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、オフセット印刷
青ペン書にて「第35回総選
挙」とあり

2804 第35回総選挙に際し挨拶状 昭和54年9月 大平正芳 18.5cm×28.5cm洋紙1枚、オフセット印刷
鉛筆書にて「観音寺事ム所
用」とあり

2805
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3枚、青ペン・鉛筆書、ホッチキス
どめ

2806
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 19.5cm×89.5cm和紙1枚、オフセット印刷
鉛筆書にて「1751通投函」と
あり

2807 年賀状 昭和55年1月1日 大平正芳 葉書1枚、活版 解説に「一般用」とあり
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2808 寒中見舞 昭和55年1月 大平正芳 葉書1枚、活版
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

2809 誕生祝に対する礼状 （昭和55年）3月18日 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、オフセット印刷

2810 第36回総選挙に際しての挨拶状 （昭和55年）6月 大平正芳 19.7cm×42.5cm洋紙1枚、オフセット印刷 解説に「入院後」とあり

2811 第36回総選挙に際しての挨拶状 （昭和55年）5月 大平正芳 19.7cm×42.5cm洋紙1枚、オフセット印刷 解説に「入院前」とあり

2812 見舞に対する礼状 （昭和55年）6月 大平正芳 19.7cm×35.5cm洋紙1枚、オフセット印刷

2813
第36回総選挙に際し郷里への挨
拶

（昭和55年6月） Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー
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

2814 「年頭の辞」草稿 大平正芳 Ｂ5便箋1枚、黒ペン書

2815 英語教育に関する草稿 大平正芳
Ｂ4原稿用紙中折2枚、青ペン書、ホッチ
キスどめ

2816 「南の友達」草稿 大平正芳
Ｂ5原稿用紙2枚、黒ペン書、ホッチキスど
め

東南アジア諸国首脳につい
て

2817 「琴弾公園を想う」草稿 （昭和53年頃） 大平正芳
Ｂ5原稿用紙3枚、黒ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

  11-(8) 「(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」

2818 クリスマス・年賀カードほか 昭和51年～52年 Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm

2819～2851の資料が綴じら
れていた。／背表紙に墨書
にて「(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」とあり

2819 クリスマスカード 昭和53年 藤井宏明 大平正芳
Ａ4変中折葉書1枚、コピー、青ペン・黒ペ
ン書、封筒

アメリカよりエアメール

2820 年賀カード 昭和53年12月23日 長谷川孝昭 大平正芳 18cm×19.5cm洋紙1枚、黒ペン書、封筒 ベトナムよりエアメール

2821 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 Ａ6変中折葉書1枚、コピー、封筒 アメリカよりエアメール

2822 クリスマス、年賀カード
加川（駐スペ
イン大使）

大平正芳 Ｂ6変中折葉書1枚、青ペン書、封筒 スペインよりエアメール

2823 クリスマス、年賀カード 昭和52年1月6日
Hushang
Ansary

大平正芳
Ｂ6中折葉書1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

イランよりエアメール
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2824 クリスマス、年賀カード
Adreas L.
Hofer

大平正芳
Ｂ6中折葉書1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

2825 クリスマス、年賀カード Irdislly Bisrly 大平正芳
Ｂ5中折葉書1枚、乾式コピー、黒ペン
書、封筒

チリよりエアメール

2826 クリスマス、年賀カード
高興門（新民
党最高委員
国会議員）

大平正芳
Ｂ6中折絵葉書1枚、乾式コピー、黒ペン
書、封筒

韓国よりエアメール

2827 クリスマス、年賀カード
Chong Wa
Dae

大平正芳
Ｂ6中折葉書1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

韓国よりエアメール

2828 クリスマス、年賀カード 12月15日
金泳三（大韓
民国国会議
員）

大平正芳
Ｂ5中折絵葉書1枚、乾式コピー、黒ペン
書、封筒

韓国よりエアメール

2829 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月21日
Yuk In Soo
（大韓民国国
会議員）

大平正芳 Ｂ5中折葉書1枚、乾式コピー、封筒 韓国よりエアメール

2830 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月10日

李秉禧（韓日
議員聯盟幹
事長） ・崔永
喆（韓日議員
聯盟常任幹
事）

大平正芳 Ｂ6中折絵葉書1枚、乾式コピー、封筒 韓国よりエアメール

2831 クリスマス、年賀カード
張基榮（韓大
韓民国国会
議員）

大平正芳 Ｂ6中折絵葉書1枚、乾式コピー、封筒 韓国よりエアメール

2832 挨拶状 平野次郎 大平正芳
Ａ6中折絵葉書1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

アメリカ、ワシントンよりエア
メール

2833 挨拶状（連名）

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1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

2834 年賀カード
Kim Yong-
Hwan（韓国
大蔵大臣）

大平正芳
Ｂ6中折絵葉書1枚、乾式コピー、黒ペン
書、封筒

2835 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1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒
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2836 クリスマス、年賀カード 昭和52年11月3日
堀新助（駐シ
ンガポール
大使）

大平正芳
Ｂ6中折葉書1枚、乾式コピー、黒ペン
書、封筒

シンガポールよりエアメール

2837 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
Ｂ6中折絵葉書1枚、乾式コピー、黒ペン
書、封筒

アメリカよりエアメール

2838 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月24日 藤本T&R 大平正芳
Ａ6中折絵葉書1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

ルーマニアよりエアメール

2839 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月15日
Robert W.
Hiatt（アラス
カ大学学長）

大平正芳
18.5cm×9.0cm絵葉書1枚、Ｂ5洋紙1枚、
乾式コピー、青ペン書、封筒

アメリカよりエアメール

2840 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月

Ali
Wardhana（イ
ンドネシア大
蔵大臣）

大平正芳
Ａ6中折葉書1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

インドネシアよりエアメール

2841 年賀状 昭和52年12月16日
韓国　李厚
洛

大平正芳 Ｂ6葉書1枚、封筒 韓国よりエアメール

2842 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月13日
Adele and
Bill Rogers

大平正芳 Ａ6中折絵葉書1枚、写真印刷、封筒

2843 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月17日

梁一東（韓国
民主統一党
代表最高委
員）

大平正芳
Ａ6変中折葉書1枚、乾式コピー、押印、
封筒

韓国よりエアメール

2844 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月28日

Memeilo
Cemovie
（ユーゴスラ
ヴィア大蔵大
臣）

大平正芳 Ｂ6中折絵葉書1枚、乾式コピー、封筒 ユーゴスラビアよりエアメール

2845 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月 Kim Jae Kyu 大平正芳 Ａ6変中折絵葉書1枚、乾式コピー、封筒 韓国よりエアメール

2846 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月23日
L. Lennep
（OECD事務
総長）

大平正芳
Ａ6中折絵葉書1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

フランスよりエアメール

2847 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
Ｂ6中折絵葉書1枚、乾式コピー、筆書、
封筒

韓国よりエアメール
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2848 クリスマス、年賀カード 昭和52年12月15日
橘敬一 ・和
子

大平正芳
Ａ6中折葉書1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

アメリカよりエアメール

2849 年賀カード 林戊辰 大平正芳
Ｂ5中折葉書1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

台湾、台北よりエアメール

2850 クリスマス、年賀カード 昭和53年12月12日
菊地清明（駐
シンガポー
ル大使）

大平正芳
Ｂ6中折絵葉書1枚、乾式コピー、黒ペン・
青ペン書、封筒

シンガポールよりエアメール

2851 クリスマス、年賀カード 昭和53年12月24日
堀新助（駐
ポーランド大
使）

大平正芳
Ｂ6中折絵葉書1枚、乾式コピー、黒ペン
書、封筒

ポーランドよりエアメール

  11-(9) 「(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」

2852 クリスマス・年賀カード
昭和37年～38年・昭
和51年～54年

Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm

2853～2883の資料が綴じら
れていた。／背表紙に墨書
にて「(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」とあり

2853 年賀用カード 昭和37年、昭和38年 Ｂ5和紙中折2枚、乾式コピー 歌舞伎風のイラストあり

2854 年賀用カード 昭和37年、昭和38年 Ａ4和紙中折2枚、乾式コピー 貼り絵あり

2855 年賀用カード 昭和37年、昭和38年 Ｂ5和紙中折2枚、乾式コピー 歌舞伎風のイラストあり

2856 年賀用カード 昭和37年、昭和38年 Ｂ5和紙中折2枚、乾式コピー 貼り絵あり

2857 挨拶状
昭和45年カ　11月15
日

Robert W.
Hiatt（アラス
カ大学学長）

大平正芳
Ｂ4洋紙1枚、活版、黒ペン書、絵葉書、
封筒

アメリカよりエアメール

2858 クリスマスカード 昭和51年12月13日
山下重明（駐
チリ大使）

大平正芳 Ｂ6判絵葉書1枚、青ペン書、封筒
チリ、サンティアゴよりエア
メール

2859 クリスマスカード 昭和54年12月14日
山戸徹（駐
オーストリア
大使）

大平正芳 Ｂ6判絵葉書1枚、黒ペン書、封筒 オーストリアよりエアメール
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2860 クリスマスカード 昭和54年12月5日
岡田晃（駐ス
イス大使）

大平正芳 Ｂ5中折葉書1枚、黒ペン書、封筒 スイス、ベルンよりエアメール

2861 クリスマスカード
人見宏（駐バ
ンコック大
使）

大平正芳 Ｂ6中折絵葉書1枚、青ペン書、封筒 タイ、バンコクよりエアメール

2862 クリスマスカード 昭和54年12月26日 長岡聡夫 大平正芳 Ａ4和紙中折1枚、青ペン書、封筒
アメリカ、ニューヨークよりエア
メール

2863 年賀用カード 昭和51年12月18日 原冨士男 大平正芳 Ｂ5中折絵葉書1枚、黒ペン書、封筒 香港よりエアメール
2864 年賀状 昭和51年12月18日 李季白 大平正芳 Ｂ5中折絵葉書1枚、乾式コピー、封筒
2865 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1枚、墨書、封筒

2866 クリスマスカード、年賀状 昭和54年12月17日
金永善（大韓
商工会議所
会長）

大平正芳 Ａ4変中折絵葉書1枚、黒ペン書、封筒 大韓民国よりエアメール

2867 年賀状 12月7日
金周仁（韓国
国会議員）

大平正芳
14.5cm×24.5cm絵葉書1枚、コピー、封
筒

韓国、ソウルよりエアメール

2868 クリスマスカード 功刀照夫 大平正芳
Ａ5変中折絵葉書1枚、赤ペン・青ペン
書、封筒

シンガポールよりエアメール

2869 クリスマスカード 昭和54年12月28日
Blanchette
H.
Rockefeller

大平正芳 Ｂ5中折絵葉書1枚、青ペン書、封筒
アメリカ、ニューヨークよりエア
メール

2870 年賀用カード Bess Hiatt 大平志げ子
Ｂ5洋紙中折1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

アメリカよりエアメール

2871 年賀状 昭和54年12月27日
平原毅
（OECD代表
部）

大平正芳 Ｂ5中折絵葉書1枚、青ペン書、封筒 フランスよりエアメール

2872 クリスマス、年賀用カード Duane King 大平正芳 Ｂ5中折絵葉書1枚、黒ペン書、封筒 アメリカよりエアメール

2873 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
Ｂ5中折絵葉書1枚、青ペン・黒ペン書、
封筒

アメリカ、L.A.よりエアメール

2874 クリスマス、年賀用カード 昭和54年12月11日
Arne O.
Berglund

大平正芳
Ｂ5中折絵葉書1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

スウェーデン、ストックホルム
よりエアメール

2875 挨拶状 昭和54年11月13日 紺野寅五郎 大平正芳
Ｂ5中折絵葉書1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

アメリカ、ハワイよりエアメール

2876 年賀状 昭和54年12月26日 杉谷英夫 大平正芳
Ｂ5中折絵葉書1枚、乾式コピー、黒ペン
書、封筒

ブラジル、サンパウロよりエア
メール
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2877 クリスマス、年賀用カード 昭和54年12月1日 加川隆明 大平正芳 Ａ6変中折絵葉書1枚、黒ペン書、封筒 ベルギーよりエアメール

2878 年賀状 昭和52年1月6日 杉本伊津子 大平正芳 11cm×38cm絵葉書1枚、黒ペン書、封筒
中華人民共和国、北京よりエ
アメール

2879 クリスマス、年賀用カード 昭和54年11月23日 城島慶次郎 大平正芳
Ｂ5変中折絵葉書1枚、乾式コピー、黒ペ
ン・青ペン書、封筒

ブラジルよりエアメール

2880 年賀状 昭和45年12月22日 湯下博之 大平正芳
Ｂ5中折絵葉書1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

タイよりエアメール

2881 年賀状 昭和54年12月24日 西川昇 大平正芳
Ｂ5中折絵葉書1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

アメリカよりエアメール

2882 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1枚、乾式コピー、青ペン
書、封筒

2883 クリスマス、年賀用カード 昭和54年11月5日 茂木良三 大平正芳 Ｂ5変中折絵葉書1枚、乾式コピー、封筒 カナダよりエアメール

  11-(10) 「ご案内状その他」

2884 御案内状ほか 昭和54年～55年 荒井喜平 Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm

2885～2897の資料が綴じら
れていた。／背表紙に墨書
にて「ご案内状　その他　皇
太子殿下成年式　赤坂御苑
園遊会　天皇誕生日　徳仁
親王殿下御成年式　皇后誕
生日大平総理主催晩餐会」と
あり

2885 午餐会招待状 昭和54年6月4日
富田朝彦（宮
内庁長官）

大平正芳（内
閣総理大
臣）・令夫人

Ａ5宮内庁カード、活版、墨書、封書
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)

2886 午餐会招待状 昭和54年6月18日
富田朝彦（宮
内庁長官）

大平正芳（内
閣総理大
臣）・令夫人

Ａ5宮内庁カード、活版、墨書、封書

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)

2887 昼食会メニュー 昭和54年9月11日 Ｂ5中折カード、活版
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
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2888 午餐会招待状 昭和54年9月1日
富田朝彦（宮
内庁長官）

大平正芳（内
閣総理大
臣）・令夫人

Ａ5宮内庁カード、活版、墨書、封書

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）

2889 園遊会招待状 昭和54年10月11日
富田朝彦（宮
内庁長官）

大平正芳（内
閣総理大
臣）・令夫人

Ａ5宮内庁カード、活版、墨書、封書 昭和54年10月24日

2890 昼食会メニュー 昭和55年5月15日 Ｂ5中折カード、活版
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

2891 晩餐会メニュー 昭和53年11月11日 Ｂ5中折カード、活版
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

2892 昼食会メニュー 昭和54年10月9日 Ｂ5中折カード、活版
アルゼンチン共和国大統領
大平総理主催歓迎昼食会

2893 晩餐会メニュー 昭和54年11月12日 Ｂ5中折カード、活版
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

2894 お茶会招待状 昭和54年12月1日
安嶋彌（東宮
大夫）

大平正芳（内
閣総理大
臣）・令夫人

Ａ5宮内庁カード、活版、墨書、封書
皇太子同妃両殿下帰国に際
して(昭和54年12月11日)

2895 徳仁親王成人式祝宴招待状 昭和55年2月5日
安嶋彌（東宮
大夫）

大平正芳（内
閣総理大
臣）・令夫人

Ａ5宮内庁カード、活版、墨書、封書
徳仁親王成人式祝宴(昭和
55年2月25日)

2896 宮中晩餐会メニュー 昭和55年3月24日 A7変判中折カード、活版 パナマ共和国大統領
2897 宮中晩餐宴席案内札 昭和55年3月24日 Ｂ6変中折カード、活版 パナマ共和国大統領

  11-(11) 「大平夫人を励ます会ほか」

2898 大平夫人を励ます会ほか 昭和52年～56年 Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm
2899～2921、4167～4181の
資料が綴じられていた
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2899 挨拶状(大平会解散） 昭和55年8月7日

増田健次(野
村総合理事
会専務理
事)[当番幹
事]

封書、乾式コピー1枚、手書

2900 「大平会記録」
昭和38年9月24日～
昭和55年7月15日

大平会 Ｂ5大学ノート92頁、黒ペン書

最終頁に「昭和55年7月15日
(火)幹事増田健次　去る6月
12日の大平正芳氏の御逝去
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

2901 「大平会会員名簿」 昭和55年3月末現在 大平会 Ａ4洋紙1枚、活版

2902
「お知らせ　大平夫人を励ます
会」

昭和55年9月
阿部穆（代表
世話人）　他

乾式コピー1枚、手書

2903
「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
会理事会）

大平志げ子 社団法人如水会用箋1枚、和文タイプ

2904 「大平夫人挨拶」原稿 大平志げ子 Ｂ5コクヨ用箋2枚、和文タイプ
2905 お礼状(納骨) 昭和55年8月 大平志げ子 官製葉書1枚、活版
2906 お礼状原稿(納骨) 昭和55年 大平志げ子 Ｂ6洋紙1枚、黒サインペン書

2907
「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 聖公会出版 Ｂ6冊子81頁、活版

2908
「故大平正芳逝去一〇〇日記念
式」

昭和55年9月19日 Ｂ5洋紙中折1枚、活版

2909 暑中見舞い状 昭和55年8月18日
苗剣秋 ・周
岐鳳

大平志げ子 Ｂ5和紙用箋5枚、墨書

2910 封書 昭和55年8月18日
苗剣秋(中華
民国台北市)

大平志げ子 航空郵便1枚、墨書
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2911 大平夫人メモ 大平志げ子 Ｂ6洋紙1枚、黒ペン書

「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
あり

2912 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1枚、活版

2913
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2枚、黒ペン書

2914
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3枚、黒ペン書

2915 ご礼状(ご下賜に対する) 昭和55年(暮) 大平志げ子
常陸宮正仁
親王・華子

Ｂ5コクヨ用箋3枚、青ペン書 礼状内容等に関するメモあり

2916 「永遠の今」挨拶 昭和55年(暮) 大平志げ子 Ｂ5コクヨ用箋1枚、黒ペン書
『永遠の今』は昭和55年12月
1日発行

2917 「永遠の今」題字 大平志げ子 Ｂ5変和紙1枚、墨書
『永遠の今』は昭和55年12月
1日発行

2918
招待状(パナマへの大平正芳胸
像披露)

昭和56年3月
鈴木善幸（発
起人代表）

大平志げ子 封書、Ａ4コピー1枚、和文タイプ

2919 「故大平総理像披露式」 昭和56年3月27日
中南米第二
課

Ｂ5コピー2枚、手書

2920 「盟友偲び感慨新た」 昭和55年12月18日 「苫民」 Ｂ6コピー1枚、活版 「苫民」は新聞か

2921 挨拶状 昭和56年1月7日 白川富太郎 大平志げ子 年賀葉書1枚、墨書
裏面に宮崎ミヤ葉書（昭和55
年1月16日）貼付あり
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  11-(12) 「『大平公園』命名式ほか」

2922 「大平公園」命名式ほか 昭和55年～58年 Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm

2923～2933、4182～4205の
資料が綴じられていた。／背
表紙に墨書にて「「大平公
園」命名式(メキシコ)　マンス
フィールド駐日大使ご夫妻か
らの招待状　駐日メキシコ大
使離任の挨拶　訪中時の大
平夫人の挨拶　大平先生を
偲ぶ会(三回忌)　カーター夫
人のお礼状　エンガソル元駐
日大使のお礼状大平正樹二
十年祭案内状」とあり

2923 電報 昭和56年7月31日 大平志げ子 Ａ6FAX用紙2枚、コピー、ホッチキスどめ
メキシコより、「大平公園」命
名式に関する電報

2924 大平庭園命名式に関するメモ書 昭和56年7月30日 Ａ6洋紙1枚、黒ペン書

2925 大平公園命名式報告書 昭和56年7月30日
松永（駐メキ
シコ大使）

外務大臣 Ｂ5外務省用紙1枚、乾式コピー

2926 大平公園命名式報告書 昭和56年7月31日
松永（駐メキ
シコ大使）

外務大臣
Ｂ5外務省用紙2枚、乾式コピー、ホッチキ
スどめ

2927 書簡 昭和56年7月23日 加地富江 大平志げ子
Ｂ5便箋3枚、黒ペン書、ホッチキスどめ、
封筒

2928 新聞コピー 昭和55年2月20日 堀田紀 大平志げ子
36.0cm×28.5cm洋紙1枚、乾式コピー、
セロハンテープどめ、封筒

同封の洋紙に黒ペン書にて
「大平志げ子の友人堀田紀さ
ん津田英学塾出身サンフラ
ンシスコで学校の先生をして
いた、からあちらの新聞で出
て居た記事を持参してくれた
もの」とのメモあり

2929 書簡 昭和56年8月31日
今城甚造 ・
博美

大平志げ子
Ｂ5便箋6枚、青ペン・黒ペン書、ホッチキ
スどめ、封筒

封筒に黒ペン書にて「小学校
級友の弟」とのメモあり

2930 朝日新聞切り抜き、葉書 昭和56年4月8日 上田侃太郎 大平志げ子
官製葉書1枚、黒ペン・赤ペン書、新聞切
り抜き、糊付け、官製葉書裏コピー1枚
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2931 書簡 昭和56年5月6日
石井妙子（駐
パナマ石井
大使夫人）

大平志げ子
Ｂ5便箋3枚、青ペン書、ホッチキスどめ、
封筒

2932 書簡 昭和56年6月13日 今城甚造 大平志げ子
官製葉書1枚、黒ペン書、官製葉書裏コ
ピー1枚

2933 書簡 昭和56年7月25日 米谷弥寿子 大平志げ子 Ｂ5便箋3枚、墨書、ホッチキスどめ、封筒

同封の洋紙に黒ペン書にて
「米谷弥寿子様　米谷隆三先
生の未亡人　現在住所、練
馬区立野町910に元気でいら
れる」とあり

  11-(13) 「辞令」

2934
「辞令　大蔵省・国務大臣・内閣
総理大臣」

昭和12年～53年 Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm
2935～2982の資料が綴じら
れていた。／末に「製作責任
者荒井喜平」とあり

2935 「大蔵省辞令」(兼任大蔵属) 昭和12年3月23日 大蔵省
大平正芳（預
金部属）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2936 「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

大平正芳（大
蔵事務官）

Ｂ5大蔵省赤罫紙1枚、墨書

2937 「辞令」(高等官四等) 昭和20年3月19日
小磯国昭（内
閣総理大臣）

大平正芳（財
務局書記官）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2938 「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

大平正芳（大
蔵事務官）

Ｂ6大蔵省赤罫紙1枚、活版、印刻

2939
「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

大平正芳（大
蔵事務官）

Ｂ6大蔵省赤罫紙1枚、活版、印刻

2940
「辞令」(大蔵大臣秘書官、高等
官三等)

昭和20年8月19日
東久邇宮稔
彦王（内閣総
理大臣）

大平正芳（大
蔵事務官）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2941 「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

大平正芳（大
蔵事務官）

Ｂ6大蔵省赤罫紙1枚、活版、印刻
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2942
「辞令」（大蔵事務官、高等官三
等）

昭和20年10月13日
幣原喜重郎
（内閣総理大
臣）

大平正芳（大
蔵大臣秘書
官）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2943
「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1枚、活版、印刻

2944 「辞令」(給与局事務取扱嘱託) 昭和23年3月25日 大蔵省 石戸徳之助 Ｂ5大蔵省赤罫紙1枚、墨書

2945 「辞令」(新給与実施本部部員) 昭和23年5月31日
芦田均（内閣
総理大臣）

大平正芳（大
蔵事務官）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2946 「辞令」(総理庁事務官、二級) 昭和23年7月10日
芦田均（内閣
総理大臣）

大平正芳（大
蔵事務官）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2947 「辞令」(経済安定本部部員) 昭和23年7月10日
芦田均（内閣
総理大臣）

大平正芳（総
理庁事務官）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2948
「通知」（経済安定本部建設局公
共事業課長）

昭和23年7月10日

本山修策（経
済安定本部
総裁官房庶
務課長）

大平正芳（総
理庁事務官）

Ｂ5経済安定本部赤用箋1枚、活版、印刻

2949
「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
大平正芳（総
理庁事務官）

Ｂ5労働省黄罫紙1枚、墨書

2950
「辞令」(預金部資金運用委員会
幹事)

昭和23年8月25日
芦田均（内閣
総理大臣）

大平正芳（総
理庁事務官）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2951
「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
益谷秀次（建
設大臣）

大平正芳（総
理庁事務官）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2952 「辞令」(大蔵事務官、二級) 昭和24年6月1日
池田勇人（大
蔵大臣）

大平正芳（経
済安定本部
事務官）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2953 「辞令」(大蔵大臣秘書事務取扱) 昭和24年6月1日 大蔵省
大平正芳（大
蔵省事務官）

Ｂ5大蔵省赤罫紙1枚、墨書



大平正芳関係文書目録

188

請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

2954 「通知」(大蔵官房) 昭和24年6月1日
大蔵省大臣
官房秘書課
長

大平正芳（大
蔵省事務官）

Ｂ5大蔵省赤罫紙1枚、活版、印刻

2955 「辞令」(大蔵大臣秘書官、二級) 昭和26年10月1日
吉田茂（内閣
総理大臣）

大平正芳（大
蔵省事務官）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2956 「辞令」(内閣官房長官) 昭和35年7月19日 内閣 大平正芳
鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2957 「辞令」(国務大臣) 昭和37年7月18日
池田勇人（内
閣総理大臣）
・昭和天皇

大平正芳（内
閣官房長官）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2958 「辞令」(外務大臣) 昭和37年7月18日
池田勇人（内
閣総理大臣）

大平正芳（国
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2959
「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
大平正芳（外
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2960 「辞令」(防衛庁長官事務代理) 昭和37年11月9日

川島正次郎
（内閣総理大
臣臨時代理
国務大臣）

大平正芳（国
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2961
「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
大平正芳（外
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2962 「辞令」(日米領事条約全権委員) 昭和38年3月19日 内閣
大平正芳（外
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2963
「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
大平正芳（外
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2964
「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
大平正芳（外
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2965
「辞令」(日エルサルヴァドル間通
商協定署名全権委員免)

昭和38年7月23日 内閣
大平正芳（外
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2966 「辞令」(国務大臣) 昭和38年12月9日
池田勇人（内
閣総理大臣）
・昭和天皇

大平正芳（国
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書
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2967 「辞令」(外務大臣) 昭和38年12月9日
池田勇人（内
閣総理大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2968 「辞令」(日英領事条約全権委員) 昭和39年5月1日 内閣
大平正芳（外
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2969
「辞令」(日英米領事条約署名全
権委員免)

昭和39年5月8日 内閣
大平正芳（外
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2970 「辞令」(国務大臣免) 昭和39年7月18日
池田勇人（内
閣総理大臣）

大平正芳（国
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2971 「辞令」(国務大臣) 昭和43年11月30日
佐藤栄作（内
閣総理大臣）
・昭和天皇

大平正芳
鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2972 「辞令」(通商産業大臣) 昭和43年11月30日
佐藤栄作（内
閣総理大臣）

大平正芳（国
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2973 「辞令」(国務大臣) 昭和47年7月7日
田中角栄（内
閣総理大臣）
・昭和天皇

大平正芳
鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2974 「辞令」(外務大臣) 昭和47年7月7日
田中角栄（内
閣総理大臣）

大平正芳（国
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2975 「辞令」(国務大臣) 昭和47年12月22日
田中角栄（内
閣総理大臣）
・昭和天皇

大平正芳
鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2976 「辞令」(外務大臣) 昭和47年12月22日
田中角栄（内
閣総理大臣）

大平正芳（国
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2977 「辞令」(外務大臣免) 昭和49年7月16日
田中角栄（内
閣総理大臣）

大平正芳（国
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書
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2978 「辞令」(大蔵大臣) 昭和49年7月16日
田中角栄（内
閣総理大臣）

大平正芳（国
務大臣）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2979 「辞令」(鉄道建設審議会委員) 昭和52年2月18日 内閣
大平正芳（衆
議院議員）

鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2980 「辞令」(内閣総理大臣) 昭和53年12月7日

福田赳夫（内
閣総理大
臣）・昭和天
皇

大平正芳
鳥の子紙(縦22.5cm、横31cm)四折1枚、
墨書

2981 「名刺」(大蔵大臣 石渡荘太郎) 石渡荘太郎 名刺、活版
2982 「名刺」(大蔵大臣 津島寿一) 津島寿一 名刺、活版

  11-(14) 「2 弔辞・追慕・序文」

2983 「2 弔辞・追慕・序文」 昭和33年～54年 Ｂ4ファイル1冊、厚さ3.5cm
2984～3010の資料が綴じら
れていた

2984 「タイ特別円問題」 （昭和35年頃）
Ｂ5外務省原稿用紙8枚、黒ペン・黒マ
ジック書、ホッチキスどめ

2985 安保論議について （昭和36年頃）
Ｂ5外務省赤罫紙10枚、黒ペン書、ホッチ
キスどめ

2986
松浦薫氏（元坂出市長）への弔
辞

（昭和51年7月25日） 大平正芳
Ｂ5大平正芳用箋6枚、鉛筆書、ホッチキ
スどめ

2987
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（大
蔵大臣）

19.2cm×326cm洋紙1枚、乾式コピー

2988
稲田耕作氏（日本長期信用銀
行）への弔辞

昭和52年3月8日 大平正芳
Ｂ5変自由民主党原稿用紙7枚、青ペン・
鉛筆書、ホッチキスどめ

2989
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

昭和52年11月16日 大平正芳
Ｂ5変えい原製便箋6枚、青ペン書、ホッ
チキスどめ

2990
宮脇朝男氏（全国農業協同組合
中央会長）への弔辞

昭和53年5月24日 大平正芳 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

2991 「宮脇朝男君を追慕して」 大平正芳
Ｂ4コクヨ原稿用紙2枚、鉛筆書、ホッチキ
スどめ

2992
「西原前観音寺市長に対する弔
辞」

昭和53年6月3日 大平正芳
Ｂ5大平正芳用箋4枚、黒ペン書、ホッチ
キスどめ
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2993 津島寿一先生夫人への弔辞 昭和53年7月2日
大平正芳（自
由民主党幹
事長）

Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

2994
三崎定男氏（元仁尾町長）への
弔辞

昭和53年8月25日
大平正芳（自
由民主党幹
事長）

Ｂ5変便箋6枚、青ペン書・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

2995 菊島奕仙氏への弔辞 昭和53年9月7日
大平正芳（自
由民主党幹
事長）

Ｂ5便箋8枚、青ペン書、ホッチキスどめ

2996
前衆議院議長保利茂先生への
弔辞

昭和54年3月20日

大平正芳（内
閣総理大臣
・自由民主党
総裁）

Ｂ4洋紙7枚、乾式コピー・青ペン書、ホッ
チキスどめ

2997
福田氏（東海銀行・中央信託銀
行関係）に対する弔辞

5月7日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙3枚、青ペン・墨書、ホッチキ
スどめ

解説に「年月不明なるも昭和
五十年代と思われる」とあり

2998
合田秀雄氏（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（内
閣総理大臣）

Ｂ5新財政研究会原稿用紙5枚、青ペン・
鉛筆書、ホッチキスどめ

2999
「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1枚、鉛筆・
青ペン書

3000 「奥村綱雄氏の想い出」 昭和48年11月7日
大平正芳（外
務大臣）

Ｂ5原稿用紙6枚、鉛筆・青ペン書、ホッチ
キスどめ

3001 「江田三郎先生を偲ぶ」 昭和53年11月頃 大平正芳
Ｂ5新財政研究会原稿用紙5枚、青ペン
書、ホッチキスどめ

付箋あり

3002 内田常雄元代議士への回想文 昭和53年9月 大平正芳
Ｂ5自由民主党原稿用紙5枚、青ペン書、
ホッチキスどめ

3003 「益谷秀次先生追悼の辞」 昭和54年8月18日

大平正芳（自
由民主党総
裁 ・内閣総
理大臣）

Ｂ5新財政研究所原稿用紙7枚、黒ペン・
鉛筆書、ホッチキスどめ

3004
藤村勝氏（東京鑿泉株式会社社
長）への弔辞

昭和54年5月16日
大平正芳（内
閣総理大臣）

Ｂ4コクヨ原稿用紙3枚、青ペン・鉛筆書、
ホッチキスどめ
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3005 椎名悦三郎先生への弔辞 昭和54年10月30日

大平正芳（葬
儀委員長自
由民主党総
裁）

Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

3006 浜田祐生夫人追悼録序文 大平正芳
Ｂ4コクヨ原稿用紙2枚、青ペン書、ホッチ
キスどめ

3007 鎌田勝太郎翁伝記序文
大平正芳（外
務大臣）

Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

3008 「杉村博士への追慕」 昭和33年8月10日 大平正芳
Ｂ5洋紙10枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

3009 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6枚、青ペン書、ホッチ
キスどめ

3010 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7枚、青ペン書、ホッチ
キスどめ

  11-(15) 「2 挨拶状原稿抄録その他　昭和四十年度」

3011
「2　挨拶状原稿抄録その他　昭
和四十年度」

昭和39年10月25日
～昭和43年11月30
日

大平正芳 Ｂ4ファイル、厚さ4.3cm
3012～3063の資料が綴じら
れていた

3012 成人式お祝い状 昭和40年1月15日
大平正芳（衆
議院議員）

15cm×20cm厚紙1枚、活版

3013 三中同窓会挨拶 昭和40年4月17日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙中折2枚、青ペン書、ホッチ
キスどめ

3014
自由民主党香川支部香川県教
育推進連盟会長として

昭和40年5月6日
Ｂ4原稿用紙中折2枚、青ペン書、ホッチ
キスどめ

3015
津島寿一喜寿の祝賀会へのメッ
セージ下書

昭和40年5月25日 大平正芳 Ｂ5罫紙2枚、黒ペン書、ホッチキスどめ
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

3016
「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、黒ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

3017 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

3018 正樹一周忌（偲ぶ会）礼状 昭和40年8月 大平正芳 大平正芳
21cm×18cm便箋1枚、14cm×10cm厚紙
1枚、青ペン書、活版

3019 「スポーツと平和」
（昭和40年10月22
日）

〔大平正芳〕 Ｂ5変洋紙4枚、青ペン書、ホッチキスどめ
解説に「スポーツ・ニッポン新
聞によせて」とあり
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3020
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1枚、青ペン・黒ペン書

3021 「最近の政局の問題について」 昭和40年12月10日 大平正芳
Ｂ5久保田速記事務所原稿用紙78枚、青
ペン・鉛筆書、ホッチキスどめ

1枚目に鉛筆書にて「如水会
定例晩さん会講演」とあり

3022 「メッセージ」 昭和40年12月28日 大平正芳
前尾繁三郎
（発起人）

Ｂ5洋紙2枚、青ペン・鉛筆書、ホッチキス
どめ

3023 一般用年賀状及び原稿 昭和41年1月1日 大平正芳 大平正芳
Ａ5変洋紙1枚、葉書1枚、活版、青ペン・
赤鉛筆書

3024 選挙区用年賀状 昭和41年1月1日 大平正芳 大平正芳 葉書3枚、活版・孔版、黒ペン・赤鉛筆書

3025 成人式祝い状 昭和41年1月15日
大平正芳（衆
議院議員）

15cm×20cm厚紙1枚、活版

3026 春風秋雨目次草稿 昭和41年10月 〔大平正芳〕
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

3027 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

15cm×20cm厚紙1枚、活版

3028 次男裕結婚式礼状草稿 昭和41年10月 大平正芳 大平正芳 Ａ5便箋2枚、黒ペン書
3029 住所移転案内草稿 昭和41年11月 大平正芳 大平正芳 Ａ5わら半紙1枚、Ｂ6洋紙1枚、青ペン書

3030 住所移転案内 昭和41年11月 大平正芳
葉書1枚・Ａ5わら半紙1枚、7cm×14cmわ
ら半紙1枚、活版、青ペン書

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

3031
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
15cm×10cm厚紙1枚、Ａ5原稿用紙1枚、
活版、黒ペン・青ペン・赤ペン書

3032 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、　青ペン・
鉛筆・赤ペン書

3033 年賀状原稿 昭和42年1月1日 大平正芳 大平正芳 葉書2枚、活版、赤ペン・青ペン書
一般用と観音寺事務所用の2
種類あり

3034
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 Ａ5原稿用紙2枚、鉛筆書 本件は3033の草稿

3035
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1枚、青ペン書

3036
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
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3037
第31回総選挙立候補の言葉（公
報用）原稿

昭和42年1月 大平正芳
Ｂ5原稿用紙9枚、青ペン・黒ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

3038
第31回総選挙立候補の言葉（公
報用）草稿

昭和42年1月 大平正芳
Ｂ4原稿用紙6枚、青ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

3039
第31回総選挙立候補の言葉（立
合演説用）草稿

昭和42年1月 大平正芳
Ｂ4原稿用紙14枚、青ペン・黒ペン書、
ホッチキスどめ

3040
第31回総選挙立候補の言葉（立
合演説用）原稿

昭和42年1月 大平正芳
Ｂ5変便箋17枚、黒ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

3041 激励電報草案 昭和42年1月 大平正芳 Ｂ5原稿用紙1枚、青ペン・鉛筆書 鉛筆書にて「47通」とあり

3042
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 江藤慎一カ Ｂ5便箋3枚、青ペン書、ホッチキスどめ

3043
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5枚、黒ペン書、ホッチキスど
め

3044
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6
枚、青ペン・赤ペン書、ホッチキスどめ

3045 暑中見舞い 昭和42年7月 大平正芳 葉書2枚、活版
説明に「第一次34,427通　第
二次20,240通（昭.42.7.27.投
函）」とあり

3046 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3枚、青ペ
ン・鉛筆書、ホッチキスどめ

3047
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2枚、黒ペン・鉛
筆書、ホッチキスどめ

3048 暑中見舞い原稿及びゲラ 昭和42年 大平正芳
Ａ5洋紙1枚、Ａ5変わら半紙1枚、黒ペン・
赤ペン書、活版

3049
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
Ｂ5鹿島平和研究所原稿用紙3枚、青ペ
ン・黒ペン書、ホッチキスどめ

3050
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 大平正芳
Ａ5自由民主党赤罫紙2枚、15cm×10cm
厚紙1枚、黒ペン書、活版、ホッチキスど
め

1枚目左上に青ペン書にて
「300」とあり

3051 津島寿一先生について 昭和42年 大平正芳
Ｂ5自由民主党赤罫紙5枚、黒ペン書、
ホッチキスどめ

硯滴昭和42年下期掲載

3052
池田内閣総理大臣辞任の決意
表明

昭和39年10月25日 伊藤昌哉カ Ｂ5原稿用紙31枚、青ペン・黒ペン書

3053
池田内閣総理大臣辞任の決意
表明

昭和39年10月25日 〔大平正芳〕
Ｂ5原稿用紙3枚（同コピー3枚）、青ペン・
黒ペン書

3054 交友群像 大平正芳 Ｂ5便箋10枚、青ペン書、ホッチキスどめ
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3055 「財政の硬直化問題」 〔昭和42年〕11月8日 大平正芳
Ｂ5鹿島研究所原稿用紙13枚、青ペン・
黒ペン書、ホッチキスどめ

『エコノミスト』掲載論文

3056 「照一隅」 昭和42年12月 大平正芳
Ｂ4原稿用紙7枚、青ペン書、ホッチキスど
め

『エコノミスト』掲載論文

3057
「政務調査会長就任（選挙区向）
挨拶状」

昭和42年12月11日 大平正芳
Ａ5自由民主党原稿用紙2枚、青ペン・赤
ペン書

3058 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

3059 「「ソビエト週報」創刊を祝して」 昭和43年3月26日 大平正芳
Ｂ5原稿用紙3枚、青ペン・黒ペン書、ホッ
チキスどめ

3060
「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
Ｂ5洋紙23枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

本件は政府に対する自由民
主党代表質問案

3061 暑中見舞い及び原稿 昭和43年 大平正芳
葉書2枚、Ａ5便箋1枚、青ペン・赤ペン・
赤鉛筆書、活版

赤鉛筆書にて「2,916枚印刷」
とあり

3062 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1枚、鉛筆・黒ペン書

3063 通商産業大臣就任挨拶状 昭和43年11月30日
大平正芳（通
商産業大臣）

15cm×20cm厚紙1枚、活版

  11-(16) 「3 挨拶状原稿抄録その他　昭和四十年度」

3064
「3　挨拶状原稿抄録その他　昭
和四十年度」

昭和44年1月1日～
昭和45年12月22日

大平正芳 Ｂ4ファイル、厚さ4.3cm
3065～3106の資料が綴じら
れていた

3065 年賀状原稿 昭和44年1月1日 大平正芳 Ａ5便箋1枚、青ペン・鉛筆書

3066
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1枚、活版

3067
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（理
事長）

Ｂ5便箋1枚、青ペン・鉛筆書

3068
郷里の支援者への挨拶状及び
原稿

昭和44年 大平正芳
大平正芳・志
げ子

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

赤鉛筆・赤ペン書にて「実数
1,579印刷注文1,585」とあり

3069
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、15cm×10cm洋紙1枚、鉛
筆・青ペン・赤ペン書、ホッチキスどめ

3070 暑中見舞い（選挙区用）原稿 昭和44年 大平正芳 Ａ5便箋1枚、青ペン・赤鉛筆書

3071
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2枚、黒ペン・
青ペン・赤ペン書、ホッチキスどめ
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3072 商工会全国大会挨拶原稿 昭和44年12月4日
大平正芳（通
商産業大臣
）

Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

3073
第36回総選挙立候補の挨拶草
稿（第1次）

昭和55年カ 大平正芳
Ｂ5新財政研究会原稿用紙8枚、青ペン・
黒ペン・鉛筆書、クリップどめ

3074
第36回総選挙立候補の挨拶草
稿（第2次）

昭和55年カ 大平正芳
Ｂ5新財政研究会原稿用紙6枚、青ペン
書

3075
第36回総選挙立候補の挨拶草
稿（第3次）

昭和55年カ 大平正芳
Ｂ4洋紙3枚、乾式コピー、黒ペン・鉛筆・
青ペン書、クリップどめ

同件2部あり（ホッチキスどめ）

3076
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10枚、乾式コピー・青ペン・黒ペ
ン・鉛筆書、ホッチキスどめ

3077 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5
枚、黒ペン・青ペン・赤マジック書、ホッチ
キスどめ

3078 「選挙公報登才原稿」 〔昭和44年12月〕 〔大平正芳〕
Ｂ5原稿用紙7枚、青ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

3079 「6．還暦を迎えて」 昭和45年3月12日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙12枚、青ペン・鉛筆書、ホッ
チキスどめ

1枚目右下に青ペン書にて
「第三回校正」とあり

3080 「(八)国際化時代と日本」 昭和45年4月8日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙22枚、青ペン・鉛筆書、ホッ
チキスどめ

本件は三菱トップゼミナー講
演原稿、1枚目右上に鉛筆書
にて「（原稿）清書済」とあり

3081 『旦暮芥考』目次案 〔昭和45年5月〕 大平正芳
Ｂ5大平正芳用箋4枚、青ペン・鉛筆・赤
鉛筆・赤ペン書、ホッチキスどめ

3082 『旦暮芥考』自序原稿 昭和45年5月 大平正芳
Ｂ4原稿用紙3枚、青ペン書、ホッチキスど
め

3083 『旦暮芥考』自序草稿（第2次） 昭和45年5月 大平正芳
Ｂ4原稿用紙2枚、青ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

1枚目右下に鉛筆書にて「清
書スミ」とあり

3084 『旦暮芥考』自序草稿（第1次） 昭和45年5月 大平正芳
Ｂ5自由民主党原稿用紙4枚、青ペン書、
ホッチキスどめ

1枚目右下に鉛筆書にて「ス
ミ」とあり

3085
「5　本四連絡橋問題の回顧と展
望」

大平正芳
Ｂ4原稿用紙5枚、青ペン・鉛筆・黒ペン・
赤ペン書、ホッチキスどめ

本件は『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

3086
「（四）両県架橋推進運動の経
過」

大平正芳
Ｂ5大平正芳用箋2枚、黒ペン書、ホッチ
キスどめ

1枚目右下に黒ペン書にて
「浄写スミ」とあり
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3087 「瀬戸内架橋」 大平正芳
Ｂ5大平正芳用箋3枚、黒ペン書、ホッチ
キスどめ

3088
「瀬戸大橋関係総括質問要旨
案」

大平正芳 Ｂ5洋紙10枚、青焼き、ホッチキスどめ
1枚目に青ペン書にて加筆あ
り

3089 「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
Ｂ5便箋19枚、青ペン・鉛筆・赤ペン書、
ホッチキスどめ

1枚目右下に鉛筆書にて「読
売大森氏渡」「清書ズミ」とあ
り

3090 「公害問題試論メモ」 昭和45年6月 大平正芳
Ｂ5大平正芳用箋7枚、青ペン・鉛筆書、
ホッチキスどめ

1枚目右下に鉛筆書にて
「NHK浅野氏」とあり

3091 「公害問題試論メモ」 昭和45年6月 大平正芳
Ｂ4原稿用紙4枚、青ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

本件は3090の清書

3092 政治の伝導体草稿 昭和45年カ 大平正芳 Ｂ5変便箋3枚、青ペン書、ホッチキスどめ
塩崎潤代議士衆議院初当選
に際して『今日』への寄稿原
稿

3093 「政治の伝導体」 昭和45年6月26日 大平正芳
Ｂ4青罫紙3枚、青ペン・鉛筆書、ホッチキ
スどめ

本件は3092の清書

3094 「今後の日米経済」 大平正芳 Ｂ5変便箋5枚、青ペン書、ホッチキスどめ 解説に「自由新報記載」とあり

3095 「今後の日米経済」 昭和45年6月25日 大平正芳
Ｂ4青罫紙7枚、青ペン・鉛筆書、ホッチキ
スどめ

本件は3094の清書

3096 「低開発国と日本」 昭和45年7月 大平正芳
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

1枚目右下に鉛筆書にて「国
際時評へ」とあり

3097 「生活は簡素に思想は高く」
大平正芳（外
務大臣）

Ｂ4原稿用紙5枚、青ペン・赤鉛筆書、ホッ
チキスどめ

3098 「企業体質改善の視角」
大平正芳（外
務大臣）

Ｂ4原稿用紙3枚、青ペン・鉛筆書、ホッチ
キスどめ

3099 「富の増殖と福祉」 大平正芳
Ｂ5如水書房原稿用紙6枚、黒ペン・赤鉛
筆書、ホッチキスどめ

3100 「大臣と役人衆」 大平正芳
Ｂ5如水書房原稿用紙8枚、黒ペン・鉛
筆・赤鉛筆書、ホッチキスどめ

3101
「税制の民主化と公経済の効率
化」

昭和45年7月9日 大平正芳
Ｂ5変便箋2枚、青ペン・赤ペン・鉛筆書、
ホッチキスどめ

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

3102 「給与局の頃」 昭和45年7月9日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙9枚、青ペン・赤ペン・黒ペ
ン・鉛筆書、ホッチキスどめ

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
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3103 「2．創設四年目を迎えて」 昭和45年12月22日
大平正芳（理
事長）

Ｂ5日本大学経済集志原稿用紙5枚、黒
ペン・青ペン・鉛筆書、ホッチキスどめ

解説に「スウェーデン研究所
へ」とあり

3104 「三、随想　1．私の所長時代」 昭和45年12月 大平正芳
Ｂ5変便箋5枚、青ペン・鉛筆・黒ペン書、
ホッチキスどめ

本件は『税のしるべ』の原稿

3105 「平和の中の秩序」 昭和45年9月 大平正芳
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

本件は日本青年会議所20周
年記念誌の原稿

3106 「4.日暮硯」 昭和45年10月11日 大平正芳
Ｂ4原稿用紙3枚、青ペン・赤ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

3枚目に日本経済新聞“座右
の書”（完成稿）の切り抜きあ
り

  11-(17) 「大平明・上原吉子結婚式案内状その他」

3107
「大平明・上原吉子結婚式案内
状その他」

大平正芳 Ｂ4ファイル、厚さ4.3cm

3108～3164の資料が綴じら
れていた。／大平明・上原吉
子結婚式案内状、ホワイトハ
ウス晩餐会での謝辞、首相投
票控、第二次大平内閣各大
臣住所一覧　チトー大統領
国葬参列、カーター大統領・
華国鋒総理の大平邸訪問、
エール大学からのお悔状

3108
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（衆議
院議長）

大平志げ子 洋紙(縦15.4cm、横10.2cm)1枚、活版

3109 残暑見舞い 昭和52年7月 竹田鐵三 大平志げ子 官製葉書1枚、活版

3110 招待状(大平明結婚式) 昭和52年10月
大平正芳 ・
上原昭二

洋紙中折(縦15.4cm、横20.4cm)1枚

「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)

3111 返信葉書(大平明結婚式) 大平正芳 官製葉書1枚、活版
「聖オルバン教会地図」「ホテ
ルオークラ地図」を含む

3112 「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1枚、和文タイプ
3113 礼状 昭和52年4月10日 石原益恵 Ａ5判洋紙中折1枚、活版

3114
礼状(石原益恵先生を囲む会出
席)

昭和52年4月10日 世話人一同 Ａ5判洋紙中折1枚、活版
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3115 クラス会案内状 昭和53年3月
大平志げ子
・三宅邦子

Ｂ5判コピー中折1枚、手書
「大平志げ子」「大平正芳妻」
の名刺、(昭和53年4月3日)

3116
「総理訪米時期の関係各地の気
候・服装」

Ｂ5判コピー1枚、和文タイプ

3117

Table remarks, White House
state dinner Prime Minister
Msayoshi 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)

昭和54年5月2日 大平正芳 Ａ5変コピー4枚、英文タイプ
青ペン・鉛筆・赤ペン書にて
の加筆・訂正あり

3118
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 Ａ4判コピー6枚

一回目、二回目の投票欄を
設け、赤鉛筆書にて「○」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

3119
「大平正芳君に投票した者の氏
名」第一回　他

昭和54年11月6日 Ａ4判コピー13枚
「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

3120
「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1枚、和文タイプ

3121 大平正芳メモ 大平正芳 Ａ6洋紙5枚、黒ボールペン書

「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

3122 大平正芳メモ 大平正芳
Ｂ5判日本放送教会罫紙1枚、黒ボール
ペン書

「pakistan」等

3123 大平正芳メモ 大平正芳 Ａ6洋紙2枚、鉛筆書
「Nisとの関係改善」「唯一の
問題」等

3124 大平正芳メモ 大平正芳 Ａ6洋紙1枚、鉛筆書
「①Ausの資源開発とexpart」
等

3125 大平正芳メモ 大平正芳 Ａ6洋紙2枚、鉛筆書 エネルギー問題等
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3126
結婚式祝辞原稿(金子原二郎・和
子)

Ｂ5コクヨ用箋1枚、青ペン書 青ペン書にて加筆・訂正あり

3127 大平正芳メモ 大平正芳 Ａ6洋紙4枚、黒ボールペン書

3128 大平正芳メモ 大平正芳 Ｂ6洋紙5枚、青ボールペン書
対米関係を中心とする国際
関係

3129
「八〇年代を考える　自由民主党
演説会(仮称)」

昭和55年4月21日 Ｂ4判コピー1枚、手書

3130 大平正芳メモ 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、黒ボールペン書
「①教育政策」「②地方の時
代」「③特定不況地域」「④物
価」

3131
「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 Ａ4コピー11枚
「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

3132
「新自由クラブに対する協力要請
の経緯」

Ｂ5コピー5枚、手書

3133
「大平総理夫人の出席される行
事日程」

昭和55年4月11日 Ｂ5コピー9枚、手書
昭和55年4月14日～昭和55
年11月15日

3134 大平志げ子年賀状 昭和31年1月 官製葉書1枚、青ペン書
3135 大平志げ子年賀状 昭和47年1月 官製葉書1枚、手書印刷
3136 大平志げ子年賀状 昭和48年1月 官製葉書1枚、活版
3137 大平志げ子年賀状 昭和58年1月 官製葉書1枚、活版

3138

PROGRAMME OF THE FU-
NERAL OF JOSIP 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 冊子(縦16.5cm、横10.8cm)1冊、活版
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」

3139 「園遊会次第」 昭和55年5月9日 Ｂ4洋紙1枚、活版

3140 大平正芳メモ 大平正芳 Ａ5洋紙3枚、鉛筆書
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

3141 大平正芳メモ 大平正芳 Ａ5洋紙6枚、黒ボールペン書

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

3142
中国大使館での華国鋒首相答
礼宴で大平首相の挨拶

昭和55年5月29日 大平正芳 Ａ5コピー11枚、和文タイプ
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3143
「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2枚、和文タイプ

3144
「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(外務
省情報文化
局国内広報
課)

冊子(Ｂ5)33頁、活版

3145
「事務連絡(Ｄ)」(外務省ファクス
信)　（第75号）

昭和55年6月24日
影井（在ヴェ
ニス駐伊大
使）

外務大臣 Ｂ5乾式コピー4枚
佐藤秘書官より福川伸次秘
書官あて

3146 長男正樹一周忌案内 昭和40年7月15日 大平正芳 Ｂ4洋紙1枚、孔版 昭和40年8月6日
3147 大平正芳メモ 大平正芳 Ｂ5コクヨ用箋2枚、鉛筆書 新年挨拶原稿
3148 「故大平正芳葬送式次第」 昭和55年6月14日 Ｂ4洋紙中折1枚、活版

3149 「カーター米大統領の到着声明」 昭和55年7月9日 Ｂ4乾式コピー1枚、和文タイプ 羽田空港において

3150
「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2枚、和文タイプ、内閣用紙

3151 「華国鋒総理の私邸訪問」 昭和55年7月9日 Ｂ5乾式コピー1枚、和文タイプ、内閣用紙

3152 「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2枚、和文タイプ、内閣用紙

3153 礼状(大平正芳葬儀等) 昭和55年7月
大平裕・大平
志げ子　他

洋紙中折(縦15.4cm、横20.4cm)1枚、活
版

「最後の俸給表」は展示資料
として別記

3154 「エール大学からのお悔やみ状」 昭和55年9月16日
A. Bartlett
Giamatti

大平正芳夫
人

封書、B5YALE UNIVERSITY用箋1枚

3155
「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

3156 「弔報に接して詠める歌」 昭和55年6月12日 柳生秀 Ｂ5コクヨ用箋1枚、黒ペン書
3157 挨拶文 昭和55年12月5日 柳生秀 Ｂ5コクヨ用箋2枚、黒ペン書

3158
「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1枚、和文タイプ・内閣用紙

3159
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

色紙(縦24cm、横27cm)1枚、墨書 「鈍牛の貫禄奔る五大洲」

3160 「三金会」名簿 昭和55年7月18日 Ｂ5乾式コピー1枚、コクヨ用箋、手書
3161 大平志げ子夫人挨拶原稿 Ｂ5コクヨ用箋3枚、青ペン書
3162 「追悼演説」次第 昭和55年7月25日 Ｂ5乾式コピー1枚、衆議院罫紙、手書
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3163
「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

3164 「生花篭入納品書」 昭和55年6月13日
昭和天皇・皇
后

大平家 Ｂ5用紙1枚 同文2枚(皇太子夫妻、皇族)

  11-(18) 「6 挨拶状原稿抄録その他　年度不明」

3165
「6　挨拶状原稿抄録その他　年
度不明」

大平正芳 Ｂ4ファイル、厚さ4.3cm
3166～3179の資料が綴じら
れていた

3166 池田さんの「月給二倍論」 〔大平正芳〕 Ｂ4原稿用紙5枚、鉛筆書、ホッチキスどめ

3167 明治天皇御製集について 〔大平正芳〕 Ｂ5変便箋1枚、青ペン書

3168
谷義一寧楽土地(株)社長の王子
霊園創業について

9月6日 〔大平正芳〕
Ｂ5原稿用紙2枚、青ペン書、ホッチキスど
め

3169 「私と東京タイムス」 大平正芳 Ｂ4原稿用紙1枚、黒ペン書

3170 経済の軌道を修正しよう 大平正芳
Ｂ4原稿用紙4枚、青ペン書、ホッチキスど
め

3171 「日本の国土を見直す」 大平正芳
Ｂ4大平正芳原稿用紙4枚、黒ペン・青ペ
ン書、ホッチキスどめ

3172 「経済自由化への道」 〔大平正芳〕
Ｂ4原稿用紙10枚、黒ペン・青ペン書、
ホッチキスどめ

3173 「安保改訂とその周辺」 〔大平正芳〕
Ｂ4原稿用紙10枚、青ペン書、ホッチキス
どめ

3174 「税法と人間関係」 大平正芳 Ｂ4原稿用紙3枚、鉛筆書、ホッチキスどめ

3175 後援会結成に対する礼状 大平正芳
Ｂ4原稿用紙1枚、青ペン・黒ペン・赤ペン
書

左上に黒ペン書にて「官製は
がき300枚」とあり

3176 「公害をめぐる明暗」
高商六回大
平正芳

Ｂ4原稿用紙5枚、黒ペン・青ペン・赤鉛
筆・緑ペン書、ホッチキスどめ

3177
『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17枚、青ペン書、ホッチキス
どめ

3178 「日本の新しい課題」 大平正芳 Ｂ5洋紙9枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

3179
『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
Ｂ4洋紙27枚、湿式コピー、ホッチキスど
め

鉛筆書にて加筆・修正・削除
あり
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 12. 大平正芳原稿
  12-(1) 「潮の流れを変えよう」原稿

3180 封筒 封筒1通
封筒表に黒ペン書にて「潮流
変え元原稿」とあり

3181 『新しい世紀』原稿
Ｂ4洋紙17枚、乾式コピー、黒ペン・鉛筆
書、ホッチキスどめ

3182 「潮の流れを変えよう（未定稿）」
Ｂ4コクヨ原稿用紙11枚、黒ペン書、ホッ
チキスどめ

3183
『潮の流れを変えよう』第五章草
稿

大平正芳 Ｂ5変和紙4枚、鉛筆・黒ペン書

3184 『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

3185
「秘　潮の流れを変えよう（未定
稿）」

Ｂ4コクヨ原稿用紙10枚、黒ペン書、ホッ
チキスどめ

3186
「秘　潮の流れを変えよう（未定
稿）」

Ｂ4洋紙10枚、湿式コピー、黒ペン書、
ホッチキスどめ

同件3部、緑ペン書での加
筆・訂正あり

3189
『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18枚、黒ペン書、ク
リップどめ

  12-(2) 『旦暮芥考』原稿

3190 封筒 封筒1通
封筒表に鉛筆書にて「ゲラ刷
在中」とあり

3191 『旦暮芥考』原稿 昭和45年5月 大平正芳

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、Ｂ5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

附箋の貼り付け多数あり

3192 『旦暮芥考』ゲラ刷り 昭和45年5月 大平正芳
Ｂ5洋紙106枚、活版、赤鉛筆・鉛筆・青ペ
ン・赤ペン書、ホッチキスどめ

附箋の貼付多数あり



大平正芳関係文書目録

204

請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

  12-(3) 『私の履歴書』原稿

3193 『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、Ｂ
5新財政研究会原稿用紙51枚、B5コクヨ
用箋9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5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

  12-(4) その他原稿
3194 「田園都市国家構想について」 大平正芳 Ｂ5コクヨ原稿用紙8枚、青ペン書

3195
「総理　大平正芳氏の周辺」『四
国新聞』①～⑤

新聞切り抜き

3196 「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

 13. 大平正芳追想原稿
  13-(1) 追想編原稿　※全欠（3201～3209）
  13-(2) 『去華就実』原稿

3210 「まえがき(平岩理事長)」 平成12年6月 平岩外四
Ｂ5コクヨ原稿用紙4枚、赤ペン書、クリップ
どめ

付箋多数あり

3211
「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
Ａ4洋紙9枚・12枚、ワープロ、クリップど
め、ホッチキスどめ

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

3212
「宮沢喜一氏に聞く　大蔵省秘書
官時代」

平成11年11月19日 国正武重
Ａ4洋紙14枚、ワープロ、黒ペン・赤ペン
書

1・2枚目に付箋あり、黒ペン・
赤ペン書にて書込多数あり

3213
「鈴木善幸氏に聞く　大平政治に
ついて」

平成11年12月1日 宇治敏彦
Ａ4洋紙11枚・Ｂ5洋紙1枚、黒ペン・赤ペ
ン書

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

3214 橋本龍太郎へのインタビュー
Ｂ5行研出版局原稿用紙30枚、黒ペン
書、クリップどめ

3215
「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
Ａ4洋紙8枚・5枚、ワープロ、ホッチキスど
め、黒ペン・赤ペン書

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
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3216
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
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

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

3217
「伊藤昌哉氏に聞く　池田内閣時
代」

宇治敏彦
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

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

3218
「菊池清明氏に聞く　池田内閣の
外相時代」

阿部穆
Ａ4洋紙19枚、ワープロ、黒ペン・赤ペン
書

付箋2ヵ所あり、黒ペン・赤ペ
ン書にて書込多数あり

3219
「菊池清明氏に聞く　田中内閣期
の外相時代」

12月15日 阿部穆
Ａ4洋紙14枚、ワープロ、クリップどめ、黒
ペン・赤ペン書

付箋1ヵ所あり、黒ペン・赤ペ
ン書にて書込多数あり

3220
「菊池清明氏インタビュー」12月
15日

12月15日 阿部穆
Ａ4洋紙30枚、ワープロ、青ペン書、クリッ
プどめ

青ペン書にて挿入1ヵ所あり

3221
「菊池清明氏インタビュー　①（第
一次外相時代）」

Ａ4洋紙21枚、乾式コピー、クリップどめ

3222
「福川伸次に聞く　通産相と首相
時代」

平成12年1月18日 阿部穆
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

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

3223
「安田正治氏に聞く　宏池会会長
交代劇」

阿部穆
Ａ4洋紙15枚、ワープロ、黒ペン・赤ペン・
青ペン書

黒ペン・赤ペン・青ペン書に
て書込多数あり

3224
「橋本恕氏に聞く　日中国交正常
化交渉」

清水幹夫 Ａ4洋紙15枚、ワープロ、クリップどめ

3225
「藤井宏昭氏に聞く　日中航空協
定交渉」

清水幹夫
Ａ4洋紙13枚2部、ワープロ、クリップどめ、
赤ペン・鉛筆書

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

3226 「小粥正巳インタビュー」 平成12年1月12日 Ａ4洋紙11枚、ワープロ、クリップどめ

3227 「小粥正巳氏に聞く」 平成12年1月12日
Ａ4洋紙11枚・12枚・8枚、ワープロ、赤ペ
ン・黒ペン書、ホッチキスどめ、クリップど
め

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

3228
「池田行彦氏に聞く　大平蔵相の
忘れられない思い出」

阿部穆
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

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

3229
「伊藤昌哉氏に聞く　大福提携と
四十日抗争」

平成11年11月4日 山岸一平
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

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
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3230
「島桂次氏に聞く　寛容と忍耐の
人」

編集委員
Ａ4洋紙10枚1部・9枚1部、ワープロ、黒
ペン・鉛筆・赤鉛筆書、ホッチキスどめ

同件2部あり、黒ペン・鉛筆・
赤鉛筆書にて書込多数あり

3231
「田中六助に聞く　大平正芳の人
と思想」

編集委員
Ａ4洋紙15枚、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

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

3232
「森田一氏に聞く　大平内閣に関
する真実」

12月1日 泉宏
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

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

3233 「森田一氏　インタビュー」 平成11年12月1日 泉宏
Ａ4洋紙17枚、ワープロ、赤ペン書、クリッ
プどめ

赤ペン書にて書込多数あり

3234 「森田一氏　インタビュー」２ 12月1日
Ａ4洋紙34枚、ワープロ、黒ペン・赤ペン
書、クリップどめ

黒ペン・赤ペン書にて書込多
数あり

3235 「森田一氏　インタビュー」コピー
Ａ4洋紙10枚、乾式コピー、ワープロ、赤
ペン・黒ペン書、ホッチキスどめ

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

3236 「森田一氏　インタビュー」３ 平成11年12月1日
Ａ4コクヨ原稿用紙30枚、黒ペン・赤ペン
書、クリップどめ

付箋多数あり、黒ペン・赤ペ
ン書にて書込多数あり

3237
「加藤紘一氏に聞く　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

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

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

3238 「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・田勢康
弘

Ａ4洋紙22枚2部、ワープロ、黒ペン・赤ペ
ン書、クリップどめ

同件2部あり、黒ペン・赤ペン
書にて書込多数あり

3239
「中曽根康弘氏に聞く　大平正芳
その人間と政治」

10月18日 山岸一平
Ａ4洋紙12枚2部・10枚2部、ワープロ、黒
ペン・赤ペン書、クリップどめ、ホッチキス
どめ

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

3240 「中曽根康弘氏インタビュー」 10月18日 Ａ4洋紙13枚、ワープロ、クリップどめ

3241
「田川誠一氏に聞く　大平首班指
名と連立問題」

川内一誠
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

黒ペン・赤ペン書にて書込多
数あり

3242 「田川誠一氏インタビュー」
Ａ4洋紙8枚、ワープロ、黒ペン・赤ペン
書、クリップどめ

黒ペン・赤ペン書にて書込多
数あり

3243 「四十日抗争　伊東正義」
Ａ4洋紙7枚2部、赤ペン・青ペン書、ホッ
チキスどめ

同件2部あり、赤ペン・青ペン
書にて加筆あり
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3244
「真鍋賢二氏に聞く　外交姿勢と
人間関係」

福島正光
Ａ4洋紙11枚、ワープロ、黒ペン・赤ペン
書、クリップどめ

付箋3ヵ所あり、黒ペン・赤ペ
ン書

3245 真鍋賢二インタビュー
Ｂ5原稿用紙9枚、黒ペン・赤ペン書、ホッ
チキスどめ

赤ペン書にて書込多数あり

3246
「長富祐一郎氏に聞く　大平政策
研究会の意義」

阿部穆
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

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

3247
「公文俊平氏に聞く　文化の時代
への先見性」

平成12年3月15日 阿部穆
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

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

3248 「於久昭臣氏インタビュー」 平成12年2月2日 阿部穆
Ａ4いわき企画罫紙30枚、黒ペン・赤ペン
書、クリップどめ

赤ペン書にて書込多数あり

3249
「於久昭臣氏に聞く　遊説などで
日本中をお供して」

平成12年2月2日 阿部穆
Ａ4洋紙13枚1部、Ａ4洋紙13枚、Ｂ5洋紙
1枚、ワープロ、黒ペン・赤ペン書、ホッチ
キスどめ

黒ペン・赤ペン書にて書込多
数あり

3250 「於久昭臣氏インタビュー」 平成12年2月2日 阿部穆
Ａ4洋紙11枚2部、ワープロ、乾式コピー、
赤ペン書、クリップどめ

複製1部あり、赤ペン書にて
書込多数あり

3251
「佐藤嘉恭氏に聞く　弱き者に対
する政治の姿勢」

1月28日 阿部穆
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

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

3252
「佐藤嘉恭氏インタビュー　元原
稿」

1月28日 阿部穆
Ａ4洋紙21枚、ワープロ、黒ペン書、クリッ
プどめ

1枚目に黒ペン書にて「元原
稿」とあり

3253
「小国宏氏に聞く　信念を持った
政治家」

平成14年1月14日 阿部穆
Ａ4洋紙14枚、ワープロ、黒ペン・赤ペン
書、ホッチキスどめ

黒ペン・赤ペン書にて書込多
数あり

3254
「木村貢氏に聞く　虎ノ門病院で
の入院生活」

平成11年12月20日 阿部穆
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

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

3255
「園田直氏に聞く　大福提携と対
決」

安田正治
Ａ4洋紙7枚、ワープロ、黒ペン・赤鉛筆・
黄色ペン書、ホッチキスどめ

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

3256 「三中時代の思い出」 Ｂ5洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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3257 「大平常務理事あとがき」 平成12年6月
Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、赤ペン書、ホッ
チキスどめ

赤ペン書にて修正・挿入あり

3258 「あとがき(大平裕・専務理事)」
Ｂ5コクヨ原稿用紙4枚、黒ペン・赤ペン
書、ホッチキスどめ

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

  13-(3) その他

3259 封筒 封筒1通
封筒表に黒ペン書にて「伊東
正義先生」とあり

3260
伊東正義関係の新聞、新聞コ
ピー

新聞2枚、乾式コピー11枚、記事切抜3枚

3261
大平正芳関係の新聞、新聞コ
ピー

乾式コピー4枚、記事切抜5枚

3262
週刊読売「真空の命を削る「総理
の椅子」」

平成12年4月23日 読売新聞社 Ａ4洋紙3枚、ホッチキスどめ、カラー印刷

3263 雑誌コピー Ｂ5洋紙1枚、コピー
題名に「小渕と瓜二つ？大平
首相「権力禅譲」内幕が明ら
かに」とあり

3264
雑誌コピー（伊東正義、真鍋賢二
対談）

Ｂ5洋紙4枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
題名に「政治家の在り方を問
う－大平正芳前総理を偲ん
で－」

3265 書簡コピー Ｂ5伊東正義用箋23枚、乾式コピー

3266 週刊誌記事コピー 平成3年6月15日
週刊東洋経
済

Ａ4洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
題名に「「現代の鬼平」世相・
政治を斬る」とあり

3267 雑誌コピー「九賢会の仲間たち」 昭和63年9月5日 Ａ4洋紙17枚、乾式コピー、クリップどめ

3268 封筒 封筒1通
封筒表に黒ペン書にて「孫平
化」とあり

3269 書簡
大平裕（大平
正芳記念財
団）

中日友好協
会

A4洋紙1枚

3270
日経新聞連載記事「私の履歴
書」

孫平化
日本経済新
聞

新聞、乾式コピー29枚

3271 「大平正芳・志げ子を偲ぶ会」 Ａ4洋紙3枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
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3272
新聞コピー「大平正芳　政治に複
合力を　ゆるがない日本　ゆとりあ
る家庭」

昭和53年11月4日 大平正芳 自由新聞 Ａ3洋紙1枚、乾式コピー

3273
「紳士と淑女　人物クロニクル
1980-1994」コピー

平成6年11月15日 文藝春秋 Ｂ5洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

3274
「故大平総理十七回忌に当たっ
て」

Ａ4洋紙21枚、乾式コピー、クリップどめ

3275 原稿
原稿用紙6枚、大平正芳記念財団用箋1
枚、黒ペン・赤ペン書にて書込あり

3276 「インタビュアー紹介」 Ｂ5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ
黒ペン書にて「編集委員」と
加筆あり

3277 泉宏略歴 Ｂ4洋紙中折1枚、乾式コピー

3278 代議士等略歴
Ａ4FAX用紙11枚、乾式コピー（FAX）、Ｂ
5洋紙1枚、鉛筆書、Ｂ5原稿用紙7枚、黒
ペン書、Ａ4洋紙9枚、乾式コピー

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

3279 「語り手の事項」
Ｂ5原稿用紙43枚、黒ペン書、クリップど
め

3280 「聞き書『大平正芳』（仮題）」 Ａ4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

3281
「『去華就実－聞き書大平正芳』
の概要」

Ｂ5原稿用紙18枚、黒ペン書、青ペン書、
クリップどめ

3282 去華就実編集関連 Ａ4洋紙7枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

3283 去華就実原稿編集案 Ａ4洋紙6枚、乾式コピー

3284
「「新時代の開幕」再考　いまなぜ
大平正芳か」

安田正治
Ａ4洋紙13枚、乾式コピー、ホッチキスど
め

同件3部あり、端数3枚

3285 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1枚、乾式コピー

3286 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1枚、乾式コピー
3287 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1枚、乾式コピー
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3288 去華就実関連書簡
斉藤英夫（大
平記念財団）

Ｂ5洋紙5枚、黒ペン書、ホッチキスどめ
（140100000）

 14. スクラップブック関係（大平事務所作成）
  14-(1) 大平事務所作成スクラップブック

3289 （表題なし）
昭和28年6月～昭和
32年2月

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3290 （表題なし）
昭和31年1月～昭和
34年5月

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3291
「三十五年十一月総選挙・四十
八年統一地方選挙」

昭和34年6月～昭和
38年7月

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3292 「内閣官房長官」

昭和35年9月～昭和
36年1月/昭和36年2
月1日～昭和36年5
月22日

スクラップブック2冊 内容:新聞切り抜き

3293 （表題なし） 昭和36年5月～11月 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3294 （表題なし） 昭和37年5月～7月 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3295 「アメリカ、ヨーロッパ出張」
昭和37年9月15日～
10月7日

スクラップブック2冊 内容:新聞切り抜き

3296
「第二回日米貿易経済合同委員
会に際しての大平外務大臣米国
出張」

昭和37年11月30日
～12月8日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3297 「大平大臣訪欧関係」
昭和38年8月25日～
9月4日/昭和38年9
月4日～9月10日

スクラップブック2冊 内容:新聞切り抜き

3298 「池田内閣以来の出来事」
昭和39年～昭和45
年

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3299
「新しい日米関係と国際情勢」ほ
か

昭和39年12月25日
～昭和57年5月31日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3300 （表題なし）
昭和41年～昭和47
年

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き
3301 「第三十一回総選挙　一月」 昭和42年1月 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3302 「日本七十年代の予測」ほか
昭和44年～昭和55
年1月25日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き
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3303 （表題なし）
昭和44年10月～昭
和46年11月

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3304
「昭和四十六年　参院選挙　地方
選挙」

昭和46年 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3305 「ポスト佐藤」
昭和46年4月1日～
昭和47年7月6日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3307 （表題なし） 昭和47年1月～12月 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3308 「佐藤政権の末期政策」
昭和47年2月1日～
昭和47年6月30日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3309 「総裁選挙一」 昭和47年6月 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3310 「田中内閣の誕生と政策」
昭和47年7月1日～7
月30日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3311 「日中復交と党派関係」
昭和47年7月1日～8
月31日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3312 「国政と大平外交」
昭和47年8月1日～
昭和49年7月16日

スクラップブック16冊 内容:新聞切り抜き

3313 「日中復交成立と党派閥関係」
昭和47年9月1日～9
月30日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3314 「日中復交と党派閥関係」
昭和47年10月1日～
11月30日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3316 「日中.党.派閥関係」
昭和48年5月1日～
昭和49年4月30日

スクラップブック3冊 内容:新聞切り抜き

3317 「南北朝政策」
昭和48年5月1日～
昭和49年8月31日

スクラップブック3冊 内容:新聞切り抜き

3318
「昭和四八・七・二五　東京都議
会議員選挙」

昭和48年7月 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3321
「昭和四九・七・七　参議院議員
選挙記録」

昭和49年7月 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3322 「田中内閣の国政一般」
昭和49年7月16日～
昭和49年11月30日

スクラップブック5冊 内容:新聞切り抜き

3323 「南北朝鮮の政策」 昭和49年9月1日 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き
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3324 「金脈追究とポスト田中」

昭和49年10月19日
～昭和49年12月3日
/昭和49年12月1日
～昭和49年12月9日

スクラップブック2冊 内容:新聞切り抜き

3325 「フォード大統領訪日記録」
昭和49年11月18日
～昭和49年11月22
日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3326
「週刊紙上の田中金脈追究・その
関連」

昭和49年11月25日 スクラップブック1冊 内容:週刊誌切り抜き

3327 「三木政治と大平財政」
昭和49年12月9日～
昭和50年12月31日

スクラップブック9冊 内容:新聞切り抜き

3330 「英国女王来訪記録」
昭和50年5月7日～
昭和50年5月13日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3332 「天皇陛下訪米記録」
昭和50年9月30日～
10月

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3333 「香川県関係資料」 昭和51年～ スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3334
「三木首相退陣要求　三木内閣
改造」

昭和51年1月5日～
昭和52年2月5日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3336
「政変シリーズ」（「政局打開話し
合い」ほか）

昭和51年8月11日～
8月29日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3337
「政変シリーズ」（「統治能力なし
大平氏が首相批判」ほか）

昭和51年8月30日～
9月11日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3338
「政変シリーズ」（「政局収拾の裏
側（記者座談会）」ほか）

昭和51年9月12日～
12月27日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3339
「参議院選挙　都議会選挙　福田
内閣改造」

昭和52年1月～12月 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3340
「私の履歴書」（「政治不信の解
消に意慾」ほか）

昭和53年1月1日～5
月26日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3341
「対談『一橋以来のわが道』」、
「内外情勢に思う」ほか

昭和53年2月～昭和
55年4月

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3342
「総裁選序盤　香川県連大会」
（「総裁公選の意欲沸く」ほか）

昭和53年5月27日～
8月4日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3343
「総裁公選関係」（「『福』『大』互
角で話し合い」ほか）

昭和53年8月27日～
10月17日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き
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3344
「総裁公選関係」（「火を噴く総裁
公選」ほか」）

昭和53年10月13日
～11月18日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3345
「総裁公選関係」（「総裁公選激
戦地区をゆく」ほか）

昭和53年11月8日～
11月20日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3346 「総裁予備選挙結果」
昭和53年11月20日
～11月28日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3347
「大平新総裁新決定」（「福田さん
衝撃の長い一日」ほか）

昭和53年11月28日
～12月4日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3348
「大平内閣発足」（「福田さん無念
の城明け渡し」ほか）

昭和53年12月5日～
12月8日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3349
「社説（大平内閣に…）」、「首相
初の記者会見」ほか

昭和53年12月8日～
昭和54年1月24日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3350
「施政方針演説」、「党首会談」ほ
か

昭和54年1月25日～
5月4日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3351
「対談『納得の得られる政治』」ほ
か

昭和54年2月1日～
11月15日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3352 「訪米」、「訪比」ほか
昭和54年5月4日～6
月27日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3353
「大平内閣総理大臣お国入り」ほ
か

昭和54年7月 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3354
「『国連貿易開発会議出席の大
平総理』」ほか

昭和54年7月1日～
昭和55年3月1日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3355
「首相初のお国入り」、「首相の政
策グループ」ほか

昭和54年7月2日～7
月28日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3356
「第八十八臨時国会関係（召集・
解散）」ほか

昭和54年8月1日～9
月17日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3357 「総選挙スタート」ほか
昭和54年９月17日～
10月20日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3358 「総選挙後の自民党の抗争」ほか
昭和54年10月22日
～11月5日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3359
「異例『一党二人』の首相候補」
ほか

昭和54年11月5日～
11月27日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3360 「大平首相訪中」ほか
昭和54年12月5日～
昭和55年1月21日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き
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3361
「自民党大会の大平総理挨拶」
ほか

昭和55年1月20日～
3月26日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3362
「自民党実力者会談」、「浮き足
立つ終盤国会」ほか

昭和55年3月25日～
5月2日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3363
「大平首相訪米・訪墨・訪加」、
「チトー・ユーゴ大統領死去」ほか

昭和55年4月30日～
5月18日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3364
「衆議院解散」、「大平首相記者
会見」ほか

昭和55年5月19日～
6月6日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3365
「首相の病状は……」、「首相遊
説ほぼ断念」ほか

昭和55年6月9日～6
月25日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3366
「大平首相の葬儀」、「しめやかに
地元合同葬」ほか

昭和55年6月29日～
昭和56年6月13日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

3372 「週刊誌　ポスト佐藤」 スクラップブック1冊 内容:週刊誌切り抜き

  14-(2) 回顧録編纂資料　※全欠（3375～3377）

 15. メディア資料　※全欠（3378～3631）
 16. 芳名録
3632 芳名録 縦27cm×横31.5cm冊子11頁、墨書
3633 芳名録 縦27cm×横31.5cm冊子10頁、墨書

3634 「らくだ会名簿」 昭和48年7月1日 らくだ会本部 縦17cm×横24cm冊子129頁、黒ペン書

3635 激励大会　芳名録 昭和47年6月27日
縦28cm×横23.5cm箱1箱、縦27cm×横
31.5cm冊子6冊、墨書、紐とじ

箱外側に黒ペン書にて「昭和
47年6月27日　激励大会　芳
名録」とあり

3636 「通産大臣就任　御歓来訪者控」 昭和43年11月30日
大平正芳事
務所

Ａ5冊子42頁、黒ペン書

3637 「墓碑開眼供養芳名控」 昭和56年6月6日 大平正芳 Ｂ5冊子16頁、紐とじ、墨書
3638 「当選御礼」 Ｂ5冊子78頁、黒ペン書

3639
「大平正芳宅見舞控　観音寺事
務所」

昭和49年1月
観音寺事務
所

Ｂ5冊子1冊、紐とじ、墨書

3640 「御見舞控帳　大平事務所」 昭和48年1月 大平事務所 Ａ4冊子23頁、紐とじ、墨書
3641 「名簿（第三）観音寺市」 Ｂ5冊子41頁、黒ペン書
3642 「座談会　記録綴」 昭和42年8月 大平正芳 Ａ5冊子1冊、黒ペン書
3643 「出席簿控」 昭和38年11月21日 大平事務所 Ａ4冊子1冊、黒ペン書
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3644 「通産大臣就任　御歓控」 昭和43年11月30日
大平正芳事
務所

Ａ5冊子1冊、黒ペン書

3645
「外務大臣就任祝賀会　参加者
名簿　三野町」

Ｂ4冊子49頁、紐とじ、墨書

3646 「総裁選挙激励　芳名録」 昭和47年7月
縦28cm×横33.5cm箱1箱、縦27cm×横
31.5cm×幅2.5cm冊子1冊、墨書、黒ペン
書

箱外側に墨書にて「昭和四
十七年七月　総裁選挙激励
芳名簿」とあり

3647 「年賀芳名録」 昭和54年1月1日

縦28cm×横32.5cm箱1箱、縦27cm×横
31.5cm×幅2.5cm冊子1冊、墨書、名刺
貼付縦12.5cm×横18.0cm半紙1枚、鉛墨
書

箱外側に墨書にて「昭和五
十四年元旦　年賀芳名　於
首相公邸」とあり、縦12.5cm
×横18.0cm半紙に鉛墨書に
て「約330名」とあり

3648 「誕生祝芳名録」 昭和54年3月12日

縦28cm×横32.5cm箱1箱、縦27cm×横
31.5cm×幅2cm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

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

3649 「年賀芳名録」 昭和55年1月1日
縦28cm×横32.5cm箱1箱、縦27cm×横
31.5cm×幅2cm冊子1冊、墨書

箱外側に墨書にて「昭和五
十五年元旦　年賀芳名　於
首相公邸」とあり

3650 「誕生祝芳名録」 昭和55年3月12日
縦28cm×横32.5cm箱1箱、縦27cm×横
31.5cm×幅2cm冊子1冊、黒ペン書

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

 17. 雑
3651 色紙 色紙2枚、和紙1枚、墨書 大平正芳、野呂田芳成色紙
3652 「乱雑語録　苗剣秋」 昭和41年 苗剣秋 縦30cm×横23cm×厚さ1.5cm、墨書

3653 封筒 封筒1通
封筒表に黒ペン書にて「大平
正芳死亡診断書　焼増五枚」
とあり

3654 「メッセージ」 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、墨書、包紙あり
3655 「土地売買契約書在中」 昭和43年12月25日 Ｂ4緑罫紙半紙2枚、黒ペン書、封筒

3656 大平戒名写し
縦22cm×横3.5cm洋紙11枚、コピー、封
筒

3657 大平名刺 名刺4枚
3658 「党費領収書」 土井重雄 森田事務所 Ｂ5洋紙1枚、コピー 押印あり
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3659 「死亡診断書」 Ｂ5洋紙5枚、青焼き
3660 「総選挙候補者略歴調べ」 昭和47年10月17日 Ｂ4洋紙2枚、コピー
3661 「外国勲章受領控」 Ｂ5洋紙2枚、コピー、ホッチキスどめ
3662 「公約」 大平正芳 Ｂ5洋紙1枚、青焼き 同件2部あり

3663 「伊吹」 昭和55年5月26日
大平正芳選
挙事務所

Ｂ5洋紙1枚、青焼き

3664 「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

3665 封筒 封筒1通
封筒表に赤ペン書にて「第一
声の要点　公約　近況」とあり

3666 「洗礼願書綴」 昭和4年12月22日 大平正芳 Ｂ5洋紙2枚、コピー、ホッチキスどめ 同件3部あり
3667 「会員名簿」 Ｂ5洋紙2枚、コピー、ホッチキスどめ 同件3部あり
3668 「第一声の要点」 Ｂ5洋紙8枚、青焼き、クリップどめ
3669 「近況」 Ｂ5洋紙8枚、青焼き、クリップどめ

 18. 履歴関係　※全欠（3672～3764）
 19. 芳名帳　※全欠（採録せず）
 20. 大平財団所蔵資料（※旧蔵）

  20-(1) 大平財団所蔵資料

3765 書簡（金融緩和問題） 昭和50年2月14日 橋本清 大平正芳
Ｂ5東京銀行緑用箋4枚、縦書、青ペン
書、封書

封筒表に鉛筆書にて書込あ
り

3766 書簡 昭和52年1月24日 伊東正義 大平正芳
Ｂ5宏池会原稿用紙14枚、縦書、青ペン
書、封筒表に「大平幹事長様　御直披」、
茶封書

3767 書簡（秘親展・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8枚、縦書、青ペン書、
封書

3768 申入れ 昭和53年11月30日 大平正芳 和紙、縦19.5cm横39.5cm、墨書、封書

3769 書簡（党人事関係） 昭和53年12月8日 伊東正義
大平正芳（内
閣総理大臣）

Ｂ5コクヨ便箋5枚、縦書、青ペン書、封筒
なし

3770 書簡（政策提言） 昭和54年8月17日 伊東正義
大平正芳（内
閣総理大臣）

Ｂ5伊東正義用箋10枚、縦書、青ペン書、
封書
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3771
「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
（箱根芦の湖ホテル）

大平正芳 Ｂ5抜刷9頁、活版
青ペン書にて訂正、欄外記
入等あり

3772
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3枚、縦書、青ペン書

3773 「日米政府発表文（第1案）」 Ｂ5和紙2枚、和文タイプ
3774 「日米政府発表文（第2案）」 Ｂ5和紙2枚、和文タイプ

3775 「確かな未来を求めて」 昭和53年8月
大平正芳（自
由民主党幹
事長）

Ｂ4洋紙3枚、活版

3776 「財政の硬直化問題」 11月8日 大平正芳 Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー
3777 「今後の日米経済」 大平正芳 Ｂ5洋紙5枚、乾式コピー

3778 原稿
昭和54年（定期党大
会）

伊藤生（伊藤
昌哉カ）

大平正芳 Ｂ4洋紙16頁、乾式コピー
大平正芳による加筆・訂正
（鉛筆書）あり

3779 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

3780
「日中首脳会談発言・応答要領
（案）（無期限　秘）」

昭和54年11月29日 外務省
Ｂ5洋紙13枚、乾式コピー、和文タイプ・
手書、鉛筆書にて書込等あり

3781
「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
大平正芳（自
由民主党総
裁）

Ｂ4洋紙中折6枚、乾式コピー、冊子、活
版・手書

3782
「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11枚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

3783 原稿 昭和53年12月23日 大平正芳
Ｂ5東京銀行原稿箋19枚、青ペン書、縦
書

3784 「党内閣僚経験者得点表」
Ｂ4洋紙21枚、乾式コピー、冊子、手書、
青ボールペン書にて囲みあり

3785 「総裁選挙表」 昭和53年11月カ Ｂ4洋紙1枚、乾式コピー、手書

  20-(2) 追加

3786 「国民健康保険被保険者証」 平成元年4月1日
12.5cm×29cm健康保険証用紙、乾式コ
ピー1枚、12.5cm×29cm医療受給者証用
紙コピー1枚、ケース

虎の門病院の診療券（所有
者:大平志げ子）同封

3787 「内外情勢に思う」 昭和53年2月20日 大平正芳 Ａ5抜刷40頁、活版

3788
「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20頁、活版
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3789
「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26頁、活版

3790
「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13頁、活版

3791
「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81頁、活版

3792

「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55頁、活版

3793
「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19頁、ホッチキスどめ、活版

3794 「故大平総理を偲ぶ」
京阪神大平
会

Ｂ5冊子2冊、23頁、活版
大平正芳氏写真、八つ切り
判4枚同封

3795 「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64頁、活版

3796 「証明写真（大平志げ子）」 5cm×5cm白黒証明写真4枚、ケース

3797
「これからの日本外交－大平外
務大臣に聞く－」

昭和54年
外務省情報
文化局国内
広報課

Ｂ5冊子20頁、活版

3798
「大平正芳氏の座右の銘に関す
る記事」

Ｂ5洋紙1枚、活版、ケース入り
裏面にカラー印刷にて、国会
議事堂を背景とした大平正
芳氏のイラストあり

3799
「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洋紙3枚、乾式コピー、Ｂ5判ファイル
ケース

3800 スクラップブック Ｂ5判、ノート1冊
大平志げ子氏死去に関する
新聞記事、お見舞い人の名
刺、お礼の品等のスクラップ

3801 写真
八つ切判カラー写真9枚、四つ切判白黒
写真2枚、八つ切判白黒写真2枚、宏池
会用封筒1通

八つ切り判カラー写真のうち
1枚は、黒ペン書にて本人サ
イン入り、四つ切り判白黒写
真のうち1枚は宏池会国会議
員研修会の時のもの
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3802
「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、黒ペン書、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
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 21.日記・手帳類
4001 日記

昭和53年11月28日
～昭和54年5月7日

大平正芳 冊子1冊
国立国会図書館デジタルコ
レクションに掲載

4002 手帳 1951年 大平正芳 冊子1冊
4003 手帳 1956年 大平正芳 冊子1冊
4004 手帳 1971年 大平正芳 冊子1冊
4005 手帳 1972年 大平正芳 冊子1冊
4006 手帳 1973年 大平正芳 冊子1冊
4007 手帳 1974年 大平正芳 冊子1冊
4008 手帳 1975年 大平正芳 冊子1冊
4009 手帳 1976年 大平正芳 冊子1冊
4010 手帳 1977年 大平正芳 冊子1冊
4011 手帳 1978年 大平正芳 冊子1冊
4012 手帳 1979年 大平正芳 冊子1冊
4013 手帳 1980年 大平正芳 冊子1冊
4014 ノート１ 〔1979年初め頃〕 大平正芳 冊子1冊
4015 ノート２ 〔1979年4月〕 大平正芳 冊子1冊
4016 ノート３ 〔1980年〕 大平正芳 冊子1冊
4017 ノート４ 〔1980年〕 大平正芳 冊子1冊
4018 懐中日記（DIARY) 冊子1冊

 22.書簡
4019 幾田千鶴雄 書簡 昭和14年11月17日 幾田千鶴雄 幾田千鶴雄 大平正芳 1通
4020 石原周夫 書簡 昭和14年9月2日 石原周夫 石原周夫 大平正芳 1通
4021 石原 書簡 昭和14年10月2日 石原 石原 大平正芳 1通
4022 石原 書簡 昭和14年11月13日 石原 石原 大平正芳 1通
4023 石原 書簡 10月19日 石原 石原 大平正芳 1通
4024 石原 書簡 10月26日 石原 石原 大平正芳 1通

4025 海野智子・妙子 書簡 昭和13年1月3日
海野智子・妙
子

海野智子・妙
子

大平正芳・志
げ子

1通

4026 海野山寿 書簡 昭和14年2月3日 海野山寿 海野山寿 大平正芳 1通

4027 海野 書簡 昭和13年11月9日 海野 海野
大平正芳・志
げ子

1通

4028 大瀧喜一・大堀しげ　他 書簡 昭和15年4月5日
大瀧喜一・大
堀しげ　他

大瀧喜一・大
堀しげ　他

大平正芳 1通

4029 大平数光 書簡 昭和13年3月11日 大平数光 大平数光 大平正芳 1通

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11536557
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4030 大平数光 書簡 昭和13年10月1日 大平数光 大平数光
大平正芳・志
げ子

1通

4031 大平数光 書簡 昭和13年11月8日 大平数光 大平数光 大平正芳 1通
4032 大平数光 書簡 昭和13年11月22日 大平数光 大平数光 大平正芳 1通
4033 大平数光 書簡 昭和13年12月23日 大平数光 大平数光 大平正芳 1通
4034 大平数光 書簡 昭和14年7月30日 大平数光 大平数光 大平正芳 1通
4035 大平数光 書簡 昭和14年8月3日 大平数光 大平数光 大平正芳 1通
4036 大平数光 書簡 昭和15年3月16日 大平数光 大平数光 大平正芳 1通
4037 大平数光 書簡 昭和15年1月11日 大平数光 大平数光 大平正芳 1通
4038 大平数光 書簡 昭和16年12月1日 大平数光 大平数光 大平正芳 1通

4039 大平サク 書簡 昭和14年2月12日 大平サク 大平サク
大平正芳・志
げ子

1通

4040 大平志げ子 書簡 昭和3年10月22日 大平志げ子 大平志げ子 鈴木正 1通
4041 大平志げ子 書簡 昭和14年8月14日 大平志げ子 大平志げ子 大平正芳 1通
4042 大平志げ子 書簡 昭和14年8月16日 大平志げ子 大平志げ子 大平正芳 1通
4043 大平志げ子 書簡 昭和14年10月10日 大平志げ子 大平志げ子 大平正芳 1通
4044 大平志げ子 書簡 昭和14年12月28日 大平志げ子 大平志げ子 大平正芳 1通
4045 大平志げ子 書簡 昭和15年3月26日 大平志げ子 大平志げ子 大平正芳 1通
4046 大平志げ子 書簡 昭和15年6月7日 大平志げ子 大平志げ子 大平正芳 1通
4047 大平志げ子 書簡 〔昭和14年初〕 大平志げ子 大平志げ子 大平正芳 1通 封筒なし
4048 大平志げ子 書簡 〔昭和26年8月頃〕 大平志げ子 大平志げ子 大平正芳 1通 封筒なし
4049 大平志げ子 書簡 〔昭和26年〕9月9日 大平志げ子 大平志げ子 大平正芳 1通 封筒なし
4050 大平志げ子・鈴木保 書簡 昭和14年8月30日 大平志げ子 大平志げ子 大平正芳 1通
4051 大平澄 書簡 昭和15年6月17日 大平澄 大平澄 大平正芳 1通
4052 大平秀雄 書簡 昭和10年2月14日 大平秀雄 大平秀雄 大平正芳 1通

4053 大平秀雄 書簡 〔昭和10年〕9月17日 大平秀雄 大平秀雄 大平正芳 1通

4054 大平秀雄 書簡 大平秀雄 大平秀雄 大平正芳 1通

4055
大平正芳・佐藤定吉　他　書簡
（写）

大平正芳・佐
藤定吉　他

大平正芳・佐
藤定吉　他

藤川利三郎・
千代子・正夫
他

一括

4056 日本帰国の挨拶状 昭和17年8月 大平正芳 1通

4057 加藤・タカ子　他 書簡
加藤・タカ子
他

加藤・タカ子
他

大平正芳 1通

4058 川戸定吉 書簡 昭和15年4月2日 川戸定吉 川戸定吉 大平正芳 1通
4059 加地喜代繁 書簡 昭和13年11月25日 加地喜代繁 加地喜代繁 大平正芳 1通
4060 篠川正次 書簡 10月19日 篠川正次 篠川正次 大平正芳 1通
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4061 鈴木あい子 書簡 昭和14年1月25日 鈴木あい子 鈴木あい子 大平正芳 1通
4062 鈴木正 書簡 昭和13年10月18日 鈴木正 鈴木正 大平正芳 1通

4063 鈴木三樹之助 書簡 昭和12年7月31日
鈴木三樹之
助

鈴木三樹之
助

大平正芳 1通

4064 鈴木三樹之助 書簡 昭和16年10月3日
鈴木三樹之
助

鈴木三樹之
助

大平正芳 1通

4065 高橋俊英 書簡 昭和14年11月7日 高橋俊英 高橋俊英 大平正芳 1通
4066 竹内直衛 書簡 昭和14年6月5日 竹内直衛 竹内直衛 大平正芳 1通
4067 千葉叔則 書簡 昭和14年10月7日 千葉叔則 千葉叔則 千葉武則 1通
4068 張家口での給料明細書等 昭和15年 大平正芳 1通

4069
東京商大蒙古調査隊学生一同
書簡

昭和14年7月22日
東京商大蒙
古調査隊学
生一同

東京商大蒙
古調査隊学
生一同

大平正芳 1通

4070 錦仙 書簡 昭和14年7月15日 錦仙 錦仙 大平正芳 1通
4071 橋本清 書簡 昭和8年5月29日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4072 橋本清 書簡 昭和8年11月25日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4073 橋本清 書簡 昭和9年5月21日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4074 橋本清 書簡 昭和9年9月23日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4075 橋本清 書簡 昭和9年12月30日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4076 橋本清 書簡 昭和10年2月1日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4077 橋本清 書簡 昭和11年1月13日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通 封筒のみ
4078 橋本清 書簡 昭和12年3月21日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4079 橋本清 書簡 昭和13年5月5日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4080 橋本清 書簡 昭和13年5月10日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4081 橋本清 書簡 昭和13年7月21日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4082 橋本清 書簡 昭和13年8月5日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4083 橋本清 書簡 昭和13年8月31日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4084 橋本清 書簡 昭和13年9月16日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4085 橋本清 書簡 昭和13年9月30日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4086 橋本清 書簡 昭和13年10月28日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4087 橋本清 書簡 昭和13年12月20日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4088 橋本清 書簡 昭和14年4月13日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4089 橋本清 書簡 昭和14年4月18日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4090 橋本清 書簡 昭和15年7月13日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4091 橋本清 書簡 8月10日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4092 橋本清 書簡 10月17日 橋本清 橋本清 大平正芳 1通
4093 橋本清 書簡 橋本清 橋本清 大平正芳 1通 封筒のみ



大平正芳関係文書目録

223

請求
番号

タイトル 年月日 起案者 発信者 受信者 形態/数量 備考

4094 橋本龍治 書簡 昭和14年7月10日 橋本龍治 橋本龍治 大平正芳 1通
4095 浜田栃雄 書簡 昭和14年11月1日 浜田栃雄 浜田栃雄 大平正芳 1通
4096 浜田祐生 書簡 昭和14年11月10日 浜田祐生 浜田祐生 大平正芳 1通

4097 浜田祐生 書簡 〔昭和15年〕6月24日 浜田祐生 浜田祐生 大平正芳 1通

4098 浜田祐生 書簡 昭和15年9月30日 浜田祐生 浜田祐生 大平正芳 1通
4099 浜田祐生 書簡 昭和15年10月19日 浜田祐生 浜田祐生 大平正芳 1通
4100 浜田祐生 書簡 2月15日 浜田祐生 浜田祐生 大平正芳 1通 封筒のみ
4101 浜田祐生 書簡 10月21日 浜田祐生 浜田祐生 大平正芳 1通 封筒のみ
4102 浜田祐生 書簡 10月21日 浜田祐生 浜田祐生 大平正芳 1通
4103 浜田祐生 書簡 浜田祐生 浜田祐生 大平正芳 1通 封筒のみ
4104 福田久男 書簡 昭和14年7月29日 福田久男 福田久男 大平正芳 1通
4105 福田久男 書簡 昭和15年2月24日 福田久男 福田久男 大平正芳 1通
4106 宮川新一郎 書簡 2月9日 宮川新一郎 宮川新一郎 大平正芳 1通

4107 三宅俊之・邦子 書簡 昭和14年1月6日
三宅俊之・邦
子

三宅俊之・邦
子

大平正芳・志
げ子

1通

4108 山下武利 書簡 昭和14年7月25日 山下武利 山下武利 大平正芳 1通
4109 横山辰雄 書簡 昭和14年12月1日 横山辰雄 横山辰雄 大平正芳 1通

4110 吉田・おはん　他 書簡 昭和14年8月20日
吉田・おはん
他

吉田・おはん
他

大平正芳 1通

4111 若槻克彦 書簡 昭和15年6月20日 若槻克彦 若槻克彦 大平正芳 1通
4112 □□博太郎 書簡 2月22日 □□博太郎 □□博太郎 大平正芳 1通 封筒のみ

 23.スクラップブック
4113 （表題なし） 昭和33年4～5月 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

4114
「昭和37年外務大臣（第2次池田
改造内閣）」

昭和37年 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

4115 「46.9.1～」 昭和42年～53年 スクラップブック1冊
内容:主に昭和45、46年の新
聞切り抜き

4116 「総裁選挙二」 昭和47年7月 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き
4117 「新聞切抜き」 昭和47年 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

4118
「WTOCP LONDON ASSEMBLY
1972」

昭和47年8月 冊子1冊
1ページ目に「大平文庫」の
印あり

4119 「53　自民党総裁選挙資料」 昭和53年 スクラップブック1冊

4120 「東京サミット」
昭和54年6月27日～
7月1日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

4121
「日米首脳会談をめぐる新聞報
道」

昭和54年5月1日～8
日

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜きのコピー
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4122
「日本のP.L.O.承認問題と日本
の石油安定供給問題」

昭和54年 ファイル1冊

4123 「毎日・サンケイ　選挙」 昭和54年 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き
4124 「読売・朝日　選挙」 昭和54年 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き
4125 「四国・山陽　選挙」 昭和54年 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

4126 「動静」
昭和54年3月～55年
4月

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

4127 （表題なし）四国新聞・讃岐新聞 昭和55年～62年 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

4128 「県民宰相と警護警備」 昭和55年7月
香川県警察
本部

B4冊子1冊 内容:新聞切り抜きのコピー

4129 （表題なし） 昭和57年～62年 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き
4130 （表題なし） 平成22年～25年 スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

4131
「新聞切抜き」、「第14回外務省
記念日について（大臣御挨拶の
際の参考メモ）」

スクラップブック1冊、B5洋紙4枚、カード4
点

内容:新聞切り抜き、書類

4132 （表題なし） スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

4133
「第三次、第四次池田内閣の記
録」

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

4134 「宏池会（記事）」
赤坂・大平事
務所

スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

4135 （表題なし） スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き
4136 （表題なし） スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き
4137 （表題なし） スクラップブック1冊 内容:新聞切り抜き

 24.書類
4138 「故津島寿一先生関係」 昭和42年3月 B5冊子1冊

4139 「大平大蔵大臣　挨拶・講演集」
昭和47年12月27日
～昭和51年6月1日

B4冊子1冊

4140 東京国税局　局報　1108号 昭和50年11月17日 B5小冊子28頁、活版 永年勤務者表彰記念特集号

4141
全国信用金庫大会における大蔵
大臣挨拶

昭和50年5月27日
B5大蔵省罫紙17枚、乾式コピー、ホッチ
キスどめ

4142 幹事長用「原稿綴」 ファイル1冊

『党情報告』（昭和52年1月26
日、第32回自由民主党大
会）、記事コピー（「大平幹事
長に聞く」（自由民主）、「自
民党は改革できる」（エコノミ
スト））
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4143 大平総理就任時の祝辞（コピー） 1978年
Jimmey
Kerter　他

ファイル1冊

4144 「総裁公選関係」 昭和53年～54年 ファイル1冊
4145 総裁選挙早わかり 昭和53年10月 自由民主党 A6変洋紙冊子24頁、活版 1298番と同タイトル

4146
「大平内閣総理大臣お国入りスク
ラップ集」

昭和54年7月 B4冊子1冊

4147
『Brush Strokes』（大平正芳『私の
履歴書』より）を米国議会議員に
送付の礼状（コピー）

1979年6月
Lowell
Weicker, Jr.
他

東郷文彦 ファイル1冊 書簡コピー

4148
『Brush Strokes』（大平正芳『私の
履歴書』より）を米国議会議員に
送付の礼状（コピー）

1979年6月
Joseph P.
Addabbo　他

ファイル1冊 書簡コピー

4149 「外遊関係資料」 1979年 ファイル1冊 写真、書類、冊子

4150 総理訪米第1回勉強会 昭和54年3月27日 外務省 B5洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

4151 総理訪米（日程及び行事案） 昭和54年3月27日 外務省 B4洋紙1枚、乾式コピー

4152
総理訪米：往路及び帰路訪問地
（案）

昭和54年3月27日 外務省 B4洋紙1枚、乾式コピー

4153 歴代総理訪米に関する行事等 昭和54年3月27日 外務省 B4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 1126番と同タイトル

4154 日米首脳会談について(案） 昭和54年3月27日 外務省 B4洋紙1枚、乾式コピー

4155 カーター政権の課題 昭和54年3月27日 外務省 B4洋紙6枚、乾式コピー、ホッチキスどめ 1815番と同タイトル

4156 日米関係（総論） 昭和54年3月27日 外務省 B4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

4157 日米安全保障問題 昭和54年3月27日 外務省 B4洋紙2枚、乾式コピー、ホッチキスどめ

4158
「大平首相の入院から葬儀まで
の放送記録」

昭和55年 B4冊子1冊

4159 見舞状・弔詞・葬儀関係 1980年 ファイル1冊 書簡等

4160
「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

ファイル1冊

4161
「総理訪米・訪加（日程・行事等
関係資料）

昭和55年5月1日～4
日

ファイル1冊

4162
大平総理御逝去に対する弔詞
（コピー）

1980年
Jimmey
Kerter　他

ファイル1冊
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4163
自由国民会議会報　7号　21世紀
への道

昭和55年5月25日
自由国民会
議

B5小冊子7頁、活版 同件2部

4164 総裁選挙パンフレット A3洋紙、活版

4165
ビジネス　インターナショナル　東
京会議

昭和40年11月28日 冊子、バインダー、活版、厚さ4cm

4166
テレビ番組対談記録　人に歴史
あり「大平正芳・幸せをみつめる
政治家」

昭和46年9月3日
東京12チャ
ンネル

冊子、紐とじ、鉛筆、厚さ0.5cm
昭和46年9月3日午後十時放
送の台本

4167 大来佐武郎 書簡 昭和56年5月26日 大来佐武郎 大平志げ子 1通
2898のファイルに綴じられて
いた

4168 木村都 書簡 昭和56年1月12日 木村都 大平志げ子 1通
2898のファイルに綴じられて
いた

4169 馬渕勝之 書簡 1981年1月13日 馬渕勝之 大平志げ子 1通、記事コピー
2898のファイルに綴じられて
いた

4170 中島俊一 書簡 1981年3月10日 中島俊一 大平志げ子 1通、記事コピー
2898のファイルに綴じられて
いた

4171
「大平正芳先生を偲ぶ会」関係資
料

1981年5月～7月
大平正芳先
生を偲ぶ会
事務局　他

2898のファイルに綴じられて
いた

4172 竹田鉄三 書簡 昭和56年6月13日 竹田鉄三 大平志げ子 官製葉書1枚
2898のファイルに綴じられて
いた

4173 竹田鉄三についてのメモ 2枚
2898のファイルに綴じられて
いた

4174
「決議第30号」パナマの大平通り
について

1980年7月22日 外務省用箋コピー
2898のファイルに綴じられて
いた

4175 「故大平総理の胸像建立」 昭和55年9月24日
中南米第二
課

外務省用箋コピー
2898のファイルに綴じられて
いた

4176
在日パナマ全権公使（アルベル
ト・カルボ） 書簡

昭和56年8月10日

アルベルト・
カルボ（在日
パナマ全権
公使）

大平志げ子 1通

2898のファイルに綴じられて
いた／パナマ共和国大統領
（アリスティーデス・ロージョ）
からのテレックス訳文あり

4177 保安林の指定の解除について 昭和56年8月25日
前川忠夫（香
川県知事）

大平志げ子 1枚
2898のファイルに綴じられて
いた

4178 一時土地賃借書 昭和53年12月 大平正芳 吉岡一季 コピー
2898のファイルに綴じられて
いた
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4179
警備員詰所用地代駐車料支払
控

昭和53年12月～昭
和55年5月

吉岡一季 大平正芳 領収書17枚
2898のファイルに綴じられて
いた

4180 淡交会関係資料 昭和52年～ ファイル1冊
2898のファイルに綴じられて
いた

4181 「総理への贈答品」
昭和53年12月5日～
昭和55年4月22日

コピー
2898のファイルに綴じられて
いた

4182 在パナマ 石井 書簡 7月12日
石井（在パナ
マ）

大平志げ子 2枚
2922のファイルに綴じられて
いた

4183
「軽井沢ゴルフ会と家族懇親会の
件（承前）」

昭和56年8月6日 末広会幹事 大平志げ子 1枚
2922のファイルに綴じられて
いた

4184
「マンスフィールド駐日米大使か
らのご招待状」

1981年8月20日
マンスフィー
ルド（駐日米
大使）

大平志げ子 1通
2922のファイルに綴じられて
いた

4185 「駐墨大使　松永信雄氏から」 昭和56年9月24日
松永信雄（駐
墨大使）

大平志げ子 1通
2922のファイルに綴じられて
いた

4186 「駐墨大使　松永信雄氏夫人」 昭和56年9月25日 松永優梨子 大平志げ子 1通
2922のファイルに綴じられて
いた

4187
駐日メキシコ大使フランシスコ・ハ
ビエル・アレホ書簡

昭和56年12月4日

フランシスコ・
ハビエル・ア
レホ（駐日メ
キシコ大使）

大平志げ子 1通
2922のファイルに綴じられて
いた

4188
日中協会・師立志先生歓迎委員
会書簡

昭和57年2月3日
日中協会・師
立志先生歓
迎委員会

大平志げ子 1通
2922のファイルに綴じられて
いた

4189
「昭和57年4月訪中時の大平夫
人の挨拶」

昭和57年4月 大平志げ子 4枚
2922のファイルに綴じられて
いた

4190
大平正芳先生を偲ぶ会（三回忌
の集い）関係資料

昭和57年 3枚
2922のファイルに綴じられて
いた／昭和57年5月27日

4191 「カーター夫人からのお礼状」 1980年8月6日
カーター（米
国大統領夫
人）

大平志げ子 1通
2922のファイルに綴じられて
いた

4192
「エンガソル元駐日大使からのお
礼状」

1982年1月29日
エンガソル
（元駐日米大
使）

大平志げ子
2922のファイルに綴じられて
いた
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4193
駐日メキシコ大使フランシスコ・ハ
ビエル・アレホ書簡

1981年12月14日

フランシスコ・
ハビエル・ア
レホ（駐日メ
キシコ大使）

大平志げ子
2922のファイルに綴じられて
いた

4194 大平武義・大平宣 書簡
大平武義・大
平宣

大平志げ子
2922のファイルに綴じられて
いた

4195
「西讃岐戦国史（天霧城見取
図）」

1綴
2922のファイルに綴じられて
いた

4196
「香川県善通寺在住大平一族名
簿」

1枚
2922のファイルに綴じられて
いた

4197 Yale University Commencement 1974年5月20日 1点
2922のファイルに綴じられて
いた

4198
「大平内閣総理大臣の施政方針
演説（第87回国会）」

冊子1冊
2922のファイルに綴じられて
いた

4199
「接伴要領（スウェーデン王国
国王カール16世グスタフ陛下
他）」

1980年4月 冊子1冊
2922のファイルに綴じられて
いた

4200
「接伴要領（オランダ王国　アンド
リース・Ａ・Ｍ・ファン・アフト首相
閣下　他）」

1980年4月 冊子1冊
2922のファイルに綴じられて
いた

4201
「接伴要領（フィジー　カミセセ・マ
ラ首相閣下　他）」

1980年5月 冊子1冊
2922のファイルに綴じられて
いた

4202
「一粒の麦」原稿（コピー）、送り
状

昭和55年11月12日 大平志げ子 梅野典平 ペン1枚、記事コピー1枚、原稿コピー1綴
2922のファイルに綴じられて
いた

4203 梅野典平 書簡 昭和55年～57年 大平志げ子 梅野典平 葉書40通
2922のファイルに綴じられて
いた

4204 杉本周司 書簡 昭和55年 大平志げ子 杉本周司 葉書1通
2922のファイルに綴じられて
いた

4205 大平正樹を偲ぶ二十年祭招待状 昭和58年
大平志げ子・
大平裕

活版2枚、コピー1枚
2922のファイルに綴じられて
いた

 25.回想録関係
4206

『大平正芳回想録（伝記編）』刷り
出し見本

1部、茶封筒1枚

4207 清書（清水氏原稿）
4綴、茶封筒1枚、附箋1枚（廃棄可と記載
あり）、ペン

内容：首脳会談（第1回・第2
回訪米）、第39章夏の終り、
第40章怨念の海
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4208 元原稿　安田氏 5綴、茶封筒1枚、ペン
内容：第28章混沌の日々
（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）、第29章幕間狂
言、夏の終り

4209 回想録資料編　入稿原稿 一括、茶封筒1枚、ペン
4210 回想録資料編　入稿原稿 一括、茶封筒1枚、ペン

4211 元原稿　清水氏 7綴、茶封筒1枚、ペン

内容：重い勝利（Ⅰ・Ⅱ）、首
脳外交（第1回・第2回訪米）、
第39章夏の終り、第40章怨
念の海

4212 清書（阿倍氏原稿）
13綴、茶封筒1枚、附箋1枚（廃棄可と記
載あり）、ペン

内容：第16章本格外交の模
索～第27章狂ったシナリオ

4213 元原稿　阿倍氏 6綴、茶封筒1枚、ペン
内容：第16章本格外交の模
索～第20章維新と沖縄

4214 元原稿　阿倍氏 7綴、ペン
内容：第21章交替のドラマ～
第27章狂ったシナリオ

4215 『監修を終えて』原稿 1綴、ペン
4216 『編集後記』原稿 1綴、ペン

4217
『大平正芳回想録の編集を終え
て』原稿

1綴、ペン

4218
回想録資料編　年譜原稿（A稿：
大平正芳の事項）

一括、茶封筒1枚、ペン

4219 回想録資料編　年譜原稿（A-Ⅱ） 一括、ペン

4220
回想録資料編　年譜原稿（B稿：
国内事情）

一括、茶封筒1枚、ペン

4221
回想録資料編　年譜原稿（C稿：
国際事情）

一括、ペン

4222
『大平正芳回想録（伝記編）』入
稿原稿

一括、鉛筆、ペン

4223
『大平正芳回想録（伝記編）』入
稿原稿

一括、鉛筆、ペン

4224
『大平正芳回想録（伝記編）』入
稿原稿

一括、鉛筆、ペン

4225
『大平正芳回想録（伝記編）』入
稿原稿

一括、鉛筆、ペン

4226
『大平正芳回想録（伝記編）』入
稿原稿

一括、鉛筆、ペン
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4227
『大平正芳回想録（伝記編）』入
稿原稿

一括、鉛筆、ペン
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 26.アルバム
  (1)アルバム（内閣総理大臣官邸写真室撮影）

4228 大平正芳首相時代アルバム　1
昭和53年11月28日
～昭和53年12月13
日

内閣総理大
臣官邸写真
室

官邸に福田総理訪問会談(53-11-28)/　自民党大会　大
平総裁誕生(53-12-1)/　国会、首班指名の瞬間、各党あ
いさつ(12-7)/　大平内閣初閣議(12-7)/　大平総理初記者
会見(12-8)/　ラドレス　ルーマニア外務担当国務大臣(12-
11)/　飛鳥田社会党委員長　訪ソあいさつ(12-13)/　グェ
ン・ズイ・チン　ヴェトナム外務大臣(12-18)/　鳩山邦夫議
員　自民党入り挨拶　来訪(12-13)

1冊（26枚）
→複製版
（4350）で閲
覧

4229 大平正芳首相時代アルバム　2
昭和53年12月15日
～昭和53年12月23
日

内閣総理大
臣官邸写真
室

閣僚夫人方の集い　於ホテル・オークラ/　経団連評議員
会　あいさつ(12-15)/　ブラジル　サッカーチーム　来訪
記念に化石(12-20)/　「総理と語る」フジテレビ　遠藤周
作、俵孝太郎氏と(12-21)/　国際児童年事業推進会議　官
邸ホール(12-21)/　「これからの日本」インタビュー　於公邸
(12-21)/　遺族会　全国大会あいさつ　九段会館(12-22)/
内閣・総理府、永年勤続者　表彰式(12-22)/　消費者団体
との懇談会(12-22)/　人口急増府県知事会議代表(12-
22)/　東京写真記者協会　30周年記念パーティー　小田急
百貨店(12-22)/　農林水産関係団体との懇談会(12-23)/
社会福祉団体との懇談会(12-23)

1冊（26枚）
→複製版
（4350）で閲
覧

4230 大平正芳首相時代アルバム　3
昭和53年12月23日
～昭和53年12月28
日

内閣総理大
臣官邸写真
室

スポーツ功労者　招待レセプション(12-23)/　バドミントン湯
木選手あいさつ/　婦人団体との懇談会(12-28)/　西銘　沖
縄県知事(12-25)/　永野重雄氏来訪(12-26)/　国際科学
技術博　議員連盟陳情(12-26)/　経済四団体との懇談会
(12-26)/　黒木宮崎県知事(12-26)/　中村歌右ヱ門氏、団
伊玖磨氏ら芸術団体陳情(12-27)/　税制調査会答申(12-
27)/　総理スナップ集(12-26)/　官邸詰め記者との忘年会
あいさつ(12-28)

1冊（30枚）
→複製版
（4350）で閲
覧

4231
大平正芳首相時代アルバム　4
（54.1.1～54.1.11)

昭和54年1月1日～
昭和54年1月11日

内閣総理大
臣官邸写真
室

元旦　公邸の年賀客(54年1月1日)/　伊勢神宮（内・外宮）
参拝(1-4)/　初閣議(1-5)/　京都遊説(1-7)/　ボクシング世
界チャンピオン具志堅用高選手来訪(1-8)/　クラーク　カナ
ダ進歩保守党党首(1-8)/　淡交会よりゴルフ・カップ(1-8)/
マンスフィールド駐日米大使(1-10)/　ナン　米上院議員一
行　表敬来訪(1-11)

1冊（29枚）
→複製版
（4350）で閲
覧
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4232
大平正芳首相時代アルバム　5
（54.1.12～54.1.24)

昭和54年1月12日～
昭和54年1月24日

内閣総理大
臣官邸写真
室

「国際児童年子供の人権を守る欄楽会議」代表委員　槙枝
総評議長　他(1-12)/　香川県高瀬町議一行(1-12)/　仙
台・政経文化パーティー(1-15)/　全国学芸コンクール入賞
者来訪(1-16)/　大阪遊説(1-16)/　田園都市構想に関する
学者グループ懇(1-17)/　ミス沖縄　さくらの花を携えて(1-
18)/　全国生徒作品コンクール入賞者(1-18)/　交通安全
国民運動中央大会　於日比谷公会堂(1-19)/　NHK「総理
を語る」緒方彰、高坂正堯氏と(1-22)/　日本記者クラブ昼
食会にてスピーチ(1-22)/　トルン　ルクセンブルグ首相(1-
22)/　土光敏夫経団連会長　他(1-23)/　産業労働懇談会
於パレスホテル(1-24)/　党大会出席者歓迎レセプション
於首相官邸(1-24)

1冊（29枚）
→複製版
（4350）で閲
覧

4233
大平正芳首相時代アルバム　6
（クリアンサック　タイ首相）

昭和54年1月17日～
昭和54年1月19日

内閣総理大
臣官邸写真
室

タイ国　クリアンサック首相来日　歓迎行事　於迎賓館(54-
1-17)/　第一回会談　於官邸(1-17)/　勲一等旭日章を授
与(1-17)/　会談中の日タイ首相(1-17)/　晩餐会　大平総
理ご夫妻主催(1-17)/　大平総理　スピーチ、乾杯/　クリア
ンサック首相　スピーチ、乾杯/　食後くつろぎのひととき（ボ
ニー・ジャックスのシターなど）/　ゲストの大屋ご夫妻と/
歓送表敬　於迎賓館(1-19)

1冊（31枚）
→複製版
（4351）で閲
覧

4234
大平正芳首相時代アルバム　7
（54.1.25～54.2.21）

昭和54年1月25日～
昭和54年2月21日

内閣総理大
臣官邸写真
室

国会　開会式(54-1-25)/　所信表明(1-25)/　衆院　代表
質問/　海将　異動あいさつ(1-26)/　市川房枝先生他　各
婦人団体陳情(1-26)/　金永善　駐日韓国大使(1-26)/　北
方領土復帰実現に関する要請、請願(2-13)/　オルフィラ
米州機構事務総長(2-14)/　エネルギー関係団体との懇談
（出光氏ら）(2-15)/　ワンワン会の集い　於福田家(2-16)/
牛場政府代表　帰国報告(2-17)/　トリホス　パナマ国家警
察隊最高司令官(2-19)/　セミチャストノフ　日ソ経済委　ソ
連代表(2-19)/　トハミ　エジプト副首相(2-21)

1冊（21枚）
→複製版
（4351）で閲
覧

4235
大平正芳首相時代アルバム　8
（54.2.7)

昭和54年2月7日
内閣総理大
臣官邸写真
室

鄧小平　中国副首相来日(2-7)/　第一回会談(2-7)/　歓迎
晩餐会(2-7)/　卓琳女史（鄧小平夫人）/　方毅副首相/
竹入（公明）、佐々木（民社）、河野（新自ク）各党党首と

1冊（18枚）
→複製版
（4351）で閲
覧
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4236
大平正芳首相時代アルバム　9
（54.2.13～54.3.1）

昭和54年2月18日～
昭和54年3月1日

内閣総理大
臣官邸写真
室

ニジェール共和国　ジェルマコエ外務協力大臣(2-13)/
鈴木俊一（都知事候補）氏を励ます会　於新宿体育館(2-
18)/　セミチャストノフ　日ソ経済委　ソ側代表(2-19)/　ナウ
ル共和国　デロバート大統領(2-19/　ハモンド　アラスカ州
知事(2-20)/　西独　カール・カールステンス　連邦議会議
長(2-20)/　外国人特派員クラブ　午さん会　於電気ビル
(2-22)/　インドネシア　モフタル外務大臣(2-23)/　滋賀県
政経文化パーティー(2-25)/　米国　マンスフィールド駐日
大使(2-26)/　植村直巳氏　国際スポーツ勇敢賞を受賞し
て(2-26)/　フジTV「ルーブル美術館」試写　於国立劇場
(2-26)/　ドミニカ革命党　ゴメス書記長(2-27)/　韓国　朴外
交部長(2-28)/　ジフコヴァ　ブルガリア文化相(2-28)/　各
党党首会談（院内）/　社会党　飛鳥田委員〔長〕(2-28)/
共産党　宮本委員長(2-28)/　新自由クラブ　河野委員長
〔代表〕(2-28)/　公明党　竹入、民社党　佐々木両委員
〔長〕(3-1)

1冊（28枚）
→複製版
（4351）で閲
覧

4237
大平正芳首相時代アルバム　10
（54.3.2～54.3.12）

昭和54年3月2日～
昭和54年3月12日

内閣総理大
臣官邸写真
室

衆院本会議（灘尾新議長）/　参院　予算委/　生長の家
和田英雄本部理事長(3-2)/　ニュージーランド　ローリング
労働党党首(3-5)/　シンガポール　ラジャラトナム外相(3-
5)/　米国　ブルメンソール財務長官(3-5)/　環太平洋連帯
研究グループ　第1回総会(3-6)/　クローセン　バンク・オ
ブ・アメリカ頭取(3-9)/　保利茂前衆議院議長　自民党葬
於築地本願寺(3-9)/　保利茂氏ご遺族あいさつ　於党内
(3-12)

1冊（25枚）
→複製版
（4351）で閲
覧

4238
大平正芳首相時代アルバム　11
（54.3.12～54.3.18）

昭和54年3月12日～
昭和54年3月18日

内閣総理大
臣官邸写真
室

お誕生日パーティー（記者団主催）　於ホテル・オークラ(3-
12)/　日米編集者会議参加者歓迎レセプション　於帝国ホ
テル(3-12)/　選挙浄化委員会　決議文手交(3-13)/　ス
パーク・マツナガ米上院議員　於院内(3-13)/　ホルブルッ
ク国務次官補(3-13)/　社会党　成田知巳先生「お別れの
会」弔問(3-13)/　とうきょう都知事選　第一声　於すきや橋
(3-14)/　日本商工会議所通常総会　於東商ホール(3-
15)/　スリランカ　国会議員団　於院内(3-16)/　米国　スナ
イダー前駐韓大使(3-16)/　仏　ドゥルオン元文化大臣(3-
17)/　防衛大学候卒業式(3-18)/　都知事選応援演説　於
町田市(3-18)

1冊（30枚）
→複製版
（4352）で閲
覧
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4239
大平正芳首相時代アルバム　12
（54.3.21）

昭和54年3月21日
内閣総理大
臣官邸写真
室

〔家族と〕/　〔茶道〕/　〔揮毫〕/　〔和装〕 1冊（23枚）
→複製版
（4352）で閲
覧

4240
大平正芳首相時代アルバム　13
（54.3.21）

28935
内閣総理大
臣官邸写真
室

〔家族と〕/　如水会/　〔茶道〕/　〔和装〕 1冊（16枚）
→複製版
（4352）で閲
覧

4241
大平正芳首相時代アルバム　14
（54.3.19～54.3.27）

昭和54年3月7日～
昭和54年3月27日

内閣総理大
臣官邸写真
室

衆院予算案通過(3-7)/　戸井田三郎議員一行(3-19)/　マ
レー英国労働組合事務局長(3-19)/　山内一郎先生後援
会一行(3-19)/　家庭基盤充実研究グループ　第1回総会
(3-19)/　フォード前米大統領(3-20)/　キニカ　ソロモン諸
島副首相兼蔵相(3-22)/　米国WPVMテレビ　インタビュー
(3-22)/　米国　オーエン　サミット担当特別代表(3-23)/　ミ
ス・ユニバース日本代表来訪(3-26)/　ウィジョヨ　インドネシ
ア調整大臣(3-26)/　セイラック　仏全国経営者センター会
長(3-27)/　アレン　ロンドン大学名誉教授(3-27)/　ハー
フェルカンプ　EC副委員長(3-27)

1冊（24枚）
→複製版
（4352）で閲
覧

4242
大平正芳首相時代アルバム　15
（知事選遊説）

昭和54年3月24日～
昭和54年4月9日

内閣総理大
臣官邸写真
室

地方自治選　遊説/　江戸川、江東、墨田、足立、荒川(3-
24)/　岩手(3-25)/　中央、港、渋谷、杉並(3-3)/　大阪(4-
1)/　北海道(4-5)/　大阪(4-6)/　立川、中央、渋谷、中野、
豊島、新宿(4-7)/　投票日　瀬田小学校にて(4-8)/　鈴木
俊一候補事務所にて(4-9)

1冊（34枚）
→複製版
（4352）で閲
覧

4243
大平正芳首相時代アルバム　16
（54.4.2～54.4.12）

昭和54年4月2日～
昭和54年4月12日

内閣総理大
臣官邸写真
室

岡原前最高裁長官　退官挨拶(4-2)/　総合安全保障研究
グループ　第1回総会(4-2)/　ナーゼル　サイディアラビア
企画担当大臣(4-3)/　ケンドール　ペプシコ会長(4-4)/　ラ
ウレル　比日友好協会会長一行(4-4)/　豪州　アンソニー
副首相（4-6）/　リプレイ　米スミソニアン研究所所長（4-9）
/　鄧穎超　中国全人代常務委・副委員長（4-9）/　文化の
時代　研究グループ　第1回総会（4-9）/　アルベルト　ヴェ
ネズエラ能力開発大臣（4-10）/　鈴木俊一　新都知事挨
拶（4-10）/　イノセムツェフ　ソ連科学アカデミー幹部会員
(4-10)/　サラス国連人口活動基金事務局長（4-11）/　桜を
見る会　於新宿御苑（4-12）

1冊（20枚）
→複製版
（4353）で閲
覧
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4244
大平正芳首相時代アルバム　17
（54.4.3～54.4.21）

昭和54年4月3日～
昭和54年4月21日

内閣総理大
臣官邸写真
室

参院予算委　総括　討論採決(4-3)/　服部最高裁長官(4-
3)/　郭維城　中国鉄道部長(4-3)/　参院本会議　54'　予
算採決（4-3）/　サラス　国連人口活動基金事務局(4-11)/
ミソフ　元駐日仏大使(4-13)/　Y.K.パオ　ワールド・ワイド・
ショッピング社会長(4-16)/　キッシンジャー　前米国務長官
(4-17)/　ジョン・ロックフェラー4世（W・ヴァージニア州知
事）(4-17)/　外国人記者（EC関係）インタビュー(4-18)/
外国特派員（米国）インタビュー(4-18)/　飛鳥田社会党委
員長(4-18)/　〔勲章をつけて夫人と〕/　比　ロムロ外相(4-
20)/　ホーキンス　米下院議員一行(4-20)/　靖国神社参拝
(4-21)

1冊（22枚）
→複製版
（4353）で閲
覧

4245
大平正芳首相時代アルバム　18
（サンゴール　セネガル大統領）

昭和54年4月16日～
昭和54年4月19日

内閣総理大
臣官邸写真
室

セネガル　サンゴール大統領ご夫妻来日(4-16)/　歓迎式
於迎賓館/　表敬　会談(4-16)/　日本情緒の中食会（総理
夫人主催）　於ホテル・ニューオータニ(4-17)/　歓迎晩餐
会（総理ご夫妻主催）(4-17)/　NHK少年少女合唱団コーラ
ス/　歓送　表敬　於迎賓館(4-19)

1冊（29枚）
→複製版
（4353）で閲
覧

4246
大平正芳首相時代アルバム　19
（54.4.21～54.4.28）

昭和54年4月21日～
昭和54年4月28日

内閣総理大
臣官邸写真
室

熊本遊説（参院選）(4-21)/　ニューズウィーク誌記者　イン
タビュー(4-23)/　米コラムニスト　ジュセフ・クラフト氏インタ
ビュー(4-23)/　西独　ラムスドルフ経財相(4-23)/　ペリー・
コモ氏夫妻来訪(4-24)/　日米欧委員会(4-24)/　鈴木俊一
都知事　就任あいさつ(4-24)/　ハーマン・カーン氏来訪(4-
24)/　ウ・トゥン・ティン　ビルマ副首相(4-24)/　チリ　ケリー
経財相(4-24)/　米国　マイク正岡氏(4-25)/　デービッド・
ロックフェラー氏(4-25)/　韓国　金鍾泌元首相(4-26)/　ア
ンバサダー大学　アームストロング学長一行(4-28)/　訪米
を前に記者会見(4-28)

1冊（21枚）
→複製版
（4353）で閲
覧

4247
大平正芳首相時代アルバム　20
（54.4.30～54.5.7）

昭和54年4月30日～
昭和54年5月1日

内閣総理大
臣官邸写真
室

日米会談　ワシントンへ出発　於羽田空港(4-30)/　キャサリ
ン・グラハム　ワシントンポスト社主　朝食会(5-1、現地時)/
アーリントン墓地　献花(5-1)/　見学の中学生/　トロフィー・
ルーム見学/　フリアー美術館訪問(5-2)/　米市民の歓迎
美術館玄関にて/　日の丸、星条旗、ワシントンD.C.旗のペ
ンシルヴァニア通り/　ケネディー・センター小劇場訪問(5-
1)/　モーターケードから見るミズキの花/　YFU本部訪問
出迎えのスコット上院議員、リチャードソン会長(5-1)/　日
本留学の学生と懇談(5-1)

1冊（32枚）
→複製版
（4353）で閲
覧
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4248
大平正芳首相時代アルバム　21
（54.4.30～54.5.7）

昭和54年5月2日～
昭和54年5月2日

内閣総理大
臣官邸写真
室

ホワイト・ハウス歓迎式(5-2)/　大統領執務室/　執務机で
サイン帖に署名　オーバル・ルームにて/　ヴァンス国務長
官　ランチョンに出席(5-2)/　ブレアハウス前の賑い/　第2
回会談に入る両首脳/　会談終わり、談笑しながら総理を
送るカーター大統領

1冊（30枚）
→複製版
（4354）で閲
覧

4249
大平正芳首相時代アルバム　22
（54.4.30～54.5.7）

昭和54年5月2日～
昭和54年5月3日

内閣総理大
臣官邸写真
室

カーター大統領主催晩餐会(5-2)/　ホワイト・ハウス北口玄
関到着/　イエロー・オーバル・ルームのベランダにて/　イ
エロー・オーバル・ルーム（家族の部屋）のひととき/　内外
カメラの前に立ち、イーストルームへ/　レシービング・ライン
モンデール副大統領/　ヴァンス国務長官/　ブルメンソー
ル財務長官/　ストラウス通商交渉特別代表/　ピーター・
フォークと刑事コロンボ夫妻/　晩餐会場へ/　星空の下の
テーブル/　盛装の刑事コロンボも交じって/　その夜のホワ
イト・ハウス　右端テラスが会場/　ニューヨークの人気ピア
ニスト　ショート氏の演奏を楽しむ/　朝食会・米側経済関係
閣僚と　於ブレアハウス(5-3)

1冊（35枚）
→複製版
（4354）で閲
覧

4250
大平正芳首相時代アルバム　23
（54.4.30～54.5.7）

昭和54年5月3日～
昭和54年5月4日

内閣総理大
臣官邸写真
室

日の丸ひるがえるペンシルヴェニア通り/　米議会（下院）
ザブロッキー下院外交委員長(5-3)/　ナショナル・プレス・ク
ラブでスピーチ(5-3)/　米　上院訪問(5-3)/　議事堂夕景/
アジア太平洋系　米国人遺産週間レセプション(5-3)/　内
輪の夕食会/　東郷大使あいさつ(5-3)/　東郷大使夫人と/
米側言論人との朝食会　於ブレアハウス(5-4)/　ブレアハウ
ス　ライブラリーにて/　ブレアハウス皆さんとお別れ(5-4)/
中庭の野生リス君/　歓送行事　ヴァンス国務長官見送り
(5-4)

1冊（34枚）
→複製版
（4354）で閲
覧
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4251
大平正芳首相時代アルバム　24
（54.4.30～54.5.7）

昭和54年5月4日～
昭和54年5月5日

内閣総理大
臣官邸写真
室

ニューヨーク（ケネディ空港）着(5-4)/　デービッド・ロック
フェラー氏に色紙をプレゼント　於リバー・クラブ(5-4)/
ロックフェラー未亡人と懇談　於アジア・ハウス(5-4)/　アジ
ア・ハウス建設費贈呈式　於アジア・ハウス/　ダブルデイ書
店で詩集「ザ・プロフィット」を購入/　メトロポリタン美術館に
て/　「JAPAN TODAY」行事に出席　於ジャパン・ハウス/
日系3団体主催レセプション　於ヒルトン・ホテル/　ニュー
ヨーク　如水会会員の表敬　於ヒルトン・ホテル/　高橋大使
を交じえ　総理スィートの朝食　於ウオルドーフ・アストリア・
タワー/　総領事公邸にて/　ブラッドレイ L.A.市長　レセプ
ション出席(5-5)/　ボドソン元駐日大使夫人/　カーター大
統領とお姉さん/　ロサンゼルス市のカギを贈られる/　ブ
ラッドレイ市長からL.A.市のカギ　その他の記念品

1冊（27枚）
→複製版
（4354）で閲
覧

4252
大平正芳首相時代アルバム　25
（54.4.30～54.5.7）

昭和54年5月6日～
昭和54年5月7日

内閣総理大
臣官邸写真
室

センチュリー・プラザ・ホテルの朝(5-6)/　朝の訪問者
UCLAベアワルト教授(5-6)/　ヤング総長(5-6)/　マンス
フィールド大使、ドベル儀典長/　警官隊とお別れの挨拶
ロサンゼルス空港(5-6)/　桜庭機長の説明でコックピット見
学（グランドキャニオン上空）/　小渕敬三議員/　肩の荷を
下ろして　園田外相/　戸沢政方議員/　後藤正夫（参）議
員/　アンカレヂで交替　お別れの搭乗員/　アンカレヂ―
東京間　お世話になった搭乗員/　帰国　羽田着の光景(5-
7)

1冊（24枚）
→複製版
（4354）で閲
覧

4253
大平正芳首相時代アルバム　26
（54.5.9～54.5.11）

昭和54年5月9日～
昭和54年5月10日

内閣総理大
臣官邸写真
室

特別機で羽田空港出発(5-9)/　特別機に歓迎する比戦闘
機(5-9)/　マニラ空港でマルコス大統領の出迎え(5-9)/
比儀仗兵を閲兵(5-9)/　リサール記念碑に献花(5-9)/　沿
道を埋めつくす歓迎の人波(5-9)/　随行記者団と懇談　マ
ニラ　ヒルトン・ホテルにて/　マルコス大統領主催公式晩餐
会(5-9)/　マルコス大統領主催公式晩餐会　マラカニアン
宮殿にて(5-9)/　マルコス大統領との会談(5-10)/　日比友
好通商航海条例調印式(5-10)/　日比合同会議　マラカニ
アン宮殿にて(5-10)

1冊（21枚）
→複製版
（4355）で閲
覧
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4254
大平正芳首相時代アルバム　27
（54.5.9～54.5.11）

昭和54年5月10日～
昭和54年5月11日

内閣総理大
臣官邸写真
室

日本代表団席に着く　UNCTAD本会議にて(5-10)/　総会
で一般演説する大平総理　フィリピン国際会議場にて/
UNCTAD総会で一般演説する大平総理　フィリピン国際会
議場にて/　大平総理の演説を聞く各国代表/　ロムロ議長
のスピーチに談笑/　演説を終えた総理に握手を求める各
国代表/　ヴァン・レネップOECD事務総長の表敬/　コレア
事務局長の表敬/　総理主催レセプション　マニラ・ホテル
にて/　ロムロ議長と歓談/　ヤング米国連大使と話し合う/
フレーザー豪首相と会談(5-11)/　マラカニアン宮殿　迎賓
館前庭にて(5-11)/　アジア開発銀行を訪問(5-11)/　アジ
ア開発銀行でスピーチ(5-11)/　マニラ空港でマルコス大統
領夫妻の見送りを受ける

1冊（25枚）
→複製版
（4355）で閲
覧

4255
大平正芳首相時代アルバム　28
（54.5.8～54.5.23）

昭和54年5月8日～
昭和54年5月23日

内閣総理大
臣官邸写真
室

ド・ラロジェールIMF事務理事(5-8)/　神田のれん　一行(5-
14)/　キープ西独首相特使(5-14)/　静岡　献上茶団一行
(5-15)/　ドイノフ　ブルガリア共産党政治局員(5-15)/　ビジ
ネス・ウィーク誌インタビュー(5-15)/　仏　フィガロ誌インタ
ビュー(5-15)/　キース　ロールスロイス社長(5-15)/　クレッ
プス　米商務長官(5-16)/　海外日系人大会参加者歓迎レ
セプション(5-16)/　ダール　ビヤコンベント会長(5-17)/　ア
ンドレアデス社　アンドレス社長(5-17)/　ルーマニア　ヨン
フ・バンク共産党執行委員(5-17)/　トルコ　オクチュン外相
(5-18)/　ソ連　フリュービン外務次官(5-19)/　ロックフェ
ラー夫人表敬(5-21)/　トムプソン　米イリノイ州知事(5-21)/
廖承忘　中国全人委　副委員長一行(5-21)/　卓球世界
チャンピオン　小野選手表敬(5-21)/　金鐘泌　韓日議連会
長(5-22)/　日韓議連総会　於ヒルトン・ホテル(5-23)

1冊（30枚）
→複製版
（4355）で閲
覧

4256
大平正芳首相時代アルバム　29
（54.5.23～54.6.3）

昭和54年5月23日～
昭和54年6月3日

内閣総理大
臣官邸写真
室

インガーソル　元駐日米大使(5-23)/　ヤング　米国UCLA
学長　ベアワルト教授(5-23)/　ホームスナップ　B.B.C.録
画(5-24)/　全国中小企業団体　中央会総会　於ヒルトン・
ホテル(5-24)/　植村　訪ベネルックス・ミッション団長(5-
24)/　戦没者墓地拝礼式　於千鳥ヶ淵(5-26)/　タビイニオ
ンEC委員(5-28)/　ソ連　ジャーナリスト同盟代表団(5-29)/
「科学技術の史的展開」研究グループ　第1回総会(5-30)/
イタリー　報道関係者インタビュー(5-30)/　すずらん娘　表
敬　於院内(6-1)/　ストラウス　米国代表一行(6-2)/　鳥取
遊説(6-3)

1冊（30枚）
→複製版
（4355）で閲
覧
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4257
大平正芳首相時代アルバム　30
（54.6.5～54.6.8）

昭和54年6月5日～
昭和54年6月8日

内閣総理大
臣官邸写真
室

サミット参加国　駐日大使夫妻　招待晩餐会(6-5)/　スハル
ト　インドネシア大統領来日(6-7)/　会談（第1回）/　晩餐会
(6-7)/　会談（第2回）(6-8)

1冊（32枚）
→複製版
（4355）で閲
覧

4258
大平正芳首相時代アルバム　31
（54.6.4～54.6.22）

昭和54年6月4日～
昭和54年6月22日

内閣総理大
臣官邸写真
室

ライラック娘　北海道　表敬訪問(6-4)/　日本芸術院　授賞
式　於芸術院会館(6-4)/　省エネルギー・ルック　ご挨拶
(6-6)/　伊□□高議員(6-7)/　カナダ報道関係者インタ
ビュー(6-11)/　ウィリアム・バンディー氏（フォーリン・アフェ
アーズ誌編集長）(6-13)/　準備成ったサミット会議場視察
(6-13)/　全国市長会議　スピーチ　於都市センター(6-
14)/　両院議員招待レセプション(6-15)/　内閣記者会見
(6-15)/　総合エネルギー対策推進閣僚会議(6-15)/　きも
のの女王来訪(6-18)/　サッチャー英首相にプレゼントのき
もの/　日韓親善交流協議会(6-20)/　ヴィス・ニュース　イン
タビュー(6-18)/　野党党首との会合(6-22)/　労働サミット
（東京労組指導者会議代表）との会見(6-22)

1冊（29枚）
→複製版
（4356）で閲
覧

4259
大平正芳首相時代アルバム　32
（カーター米大統領 A）

昭和54年6月25日
内閣総理大
臣官邸写真
室

カーター大統領ご夫妻来日、歓迎式(6-25)/　第1回日米
会談　於官邸(6-25)/　歓迎昼食会/　バンス国務長官/　ブ
ルメンソール財務長官/　シュレジンジャー　エネルギー長
官/　江崎通産大臣/　ドベル（米国）儀典長/　東郷駐米大
使夫妻/　王貞治選手/　樋口久子プロゴルファー/　森英
恵女史

1冊（32枚）
→複製版
（4356）で閲
覧

4260
大平正芳首相時代アルバム　33
（カーター米大統領 B）

昭和54年6月25日～
昭和54年6月26日

内閣総理大
臣官邸写真
室

歓迎昼食会　総理スピーチ(6-25)/　カーター大統領ス
ピーチ　於官邸ホール/　樋口久子、王貞治、市川染五郎
の諸氏/　官邸を出るモーター・ケード/　第2回会談　於大
磯(6-26)/　旧吉田邸上空のヘリコプター/　待機する内外
報道陣/　内外カメラ陣の前で/　会談場に入る両首脳　於
旧吉田邸/　会談后の邸内散策/　ランの間の憩い/　昼食
会/　衆参両院議長主催レセプション　於衆議院公邸(6-
26)

1冊（27枚）
→複製版
（4356）で閲
覧
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4261
大平正芳首相時代アルバム　34
（東京サミット A）

昭和54年6月27日～
昭和54年6月29日

内閣総理大
臣官邸写真
室

クラーク　加首相会談（左はマクドナルド外相）/　シュミット
西独首相会談　於官邸(6-27)/　ジェンキンス　EC委員長
会談(6-27)/　ジスカールデスタン　仏大統領訪問　於迎賓
館(6-27)/　朝食会の7首脳　於官邸(6-28)/　日・仏・米・
伊・独・加・英の7首脳/　迎賓館到着の首脳を迎える総理/
クラーク　加首相/　サッチャー　英首相/　ジェンキンス
EC委員長/　シュミット　西独首相/　アンドレオッチ　伊首
相/　カーター米大統領/　第1回会談　於迎賓館羽衣の間
(6-28)/　第1回会談を終え中庭を散策/　游心亭で和食中
食を摂る7首脳(6-29)

1冊（25枚）
→複製版
（4356）で閲
覧

4262
大平正芳首相時代アルバム　35
（東京サミット B）

昭和54年6月29日～
昭和54年6月30日

内閣総理大
臣官邸写真
室

首脳会談（第3回）場に入る総理(6-29)/　合同記者会見
於ホテル・ニュー・オータニ(6-29)/　会見終了して/　離
日、帰国する各首脳　於羽田空港(6-29)/　コンコルド機で
帰国する仏大統領(6-30)

1冊（20枚）
→複製版
（4356）で閲
覧

4263
大平正芳首相時代アルバム　36
（54.7.7～54.7.8）

昭和54年7月7日
内閣総理大
臣官邸写真
室

地元歓迎陣の中を着陸する特別機　高松空港にて(54-7-
7)/　空港で出迎えの人たちに挨拶する総理夫妻(54-7-
7)/　記者会見　高松国際ホテルにて(54-7-7)/　歓迎レセ
プション　高松国際ホテルにて/　歓迎レセプションで挨拶
(54-7-7)/　歓迎レセプションで地元の人たちと懇談(54-7-
7)/　三本松高校体育館で講演(54-7-7)/　歓迎の人波で
埋った沿道　丸亀市付近にて/　墓参（豊浜町大平家墓
所）(54-7-7)/　墓参をする大平総理夫妻(54-7-7)/　町民
の歓迎に迎えられて生家に帰る(54-7-7)/　七夕を飾り歓
迎（善通寺市付近にて）/　豊浜八幡宮を参拝(54-7-7)/
豊浜町で講演（豊浜小学校体育館にて）(54-7-7)

1冊（22枚）
→複製版
（4357）で閲
覧
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4264
大平正芳首相時代アルバム　37
（54.7.7～54.7.8）

昭和54年7月7日～
昭和54年7月8日

内閣総理大
臣官邸写真
室

豊浜小学校校庭で総理の車を囲む歓迎陣/　高瀬町で記
念講演　於上戸学園体育館）/　地元同級生と記念撮影
観音寺大平事務所にて(54-7-7)/　観音寺市民会館で挨
拶(54-7-7)/　観音寺大平事務所の庭先でカメラマンに
ポーズ(54-7-8)/　大平事務所前の歓迎の人波　観音寺市
にて(54-7-8)/　歓迎の気球に手を振ってこたえる総理　善
通寺小学校校庭にて(54-7-8)/　歓迎の人波　丸亀市付近
にて(54-7-8)/　善通寺で講演　善通寺中央小学校にて）
(54-7-8)/　地元の小学生から花束を受ける　丸亀東中学
校にて/　坂出市で講演（川崎重工業体育館にて）(54-7-
8)/　坂出市記念講演会場で花束を手に挨拶/　歓迎の人
波にこたえる（坂出市にて）/　高松市で講演（高松市民会
館にて）(54-7-8)/　自由国民会議結成大会で挨拶（高松
市ホテル川大にて）(54-7-8)/　高松空港で見送りの人たち
に握手(54-7-8)/　高松空港を離れる特別機(54-7-8)

1冊（30枚）
→複製版
（4357）で閲
覧

4265
大平正芳首相時代アルバム　38
（54.7.3～54.7.19）

昭和54年7月3日～
昭和54年7月19日

内閣総理大
臣官邸写真
室

物価安定　政策会議(7-3)/　安全功労者表彰式(7-4)/　又
信会記念撮影(7-5)/　歩けオリンピック参加者一行(7-6)/
森永日鉄総裁(7-6)/　ライシャワー　ハーバード大教授(7-
6)/　鹿児島政経文化パーティー(7-13)/　米　アラバマ大
バスケットボールチーム来訪(7-13)/　伊藤正義〔伊東正
義〕議員一行(7-18)/　岡崎全国市長会長　他(7-18)/　三
富中学　25会　上森剛氏一行(7-18)/　岩男寿美子慶大教
授と対談（時の動き誌用）(7-18)/　地方行政連絡会議　代
表知事との懇談(7-19)

1冊（29枚）
→複製版
（4357）で閲
覧

4266
大平正芳首相時代アルバム　39
（54.7.19～54.7.26）

昭和54年7月19日～
昭和54年7月26日

内閣総理大
臣官邸写真
室

宇宙博視察(7-19)/　会食（三木、福田、前元総理）(7-20)/
加藤藤太郎先生招待　会食(7-21)/　天地清次　総評〔同
盟〕会長(7-24)/　近藤栄一郎　信用保証協会理事長　他
(7-24)/　静岡政経文化パーティー(7-24)/　総理と100人の
こどもたち（名古屋TV)　於テレビ朝日スタジオ(7-25)/
NHK「こちら情報部」VTR(7-26)/　ムサ・ヒタム　マレーシア
教育大臣(7-26)/　四国四県建設業者一行　陳情に(7-26)

1冊（29枚）
→複製版
（4357）で閲
覧
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4267
大平正芳首相時代アルバム　40
（54.7.27～54.8.6）

昭和54年7月27日～
昭和54年8月6日

内閣総理大
臣官邸写真
室

人民日報　秦川副集長一行　表敬訪問(7-27)/　NHK「総
理と語る」　曽野綾子女史　家城啓一郎氏　於国立科学博
物館付属自然教育園(7-30)/　「世界と日本のこども展」開
会式　於名古屋(7-31)/　ベラクルス大学　メキシコ舞踊団
表敬(8-2)/　ミスブラジル　二世・佐藤イレネ幸子さん表敬
訪問(8-3)/　政経文化パーティー　福岡・山口(8-4)/　ポナ
ペ児童使節団来訪(8-6)/　四国新聞　訪中子供平和使節
団来訪(8-6)/　タイ語弁論大会優勝者　上田玲子さん一行
(8-6)/　松下幸之助氏来訪(8-6)

1冊（28枚）
→複製版
（4357）で閲
覧

4268
大平正芳首相時代アルバム　41
（54.8.7～54.8.12）

昭和54年8月7日～
昭和54年8月12日

内閣総理大
臣官邸写真
室

筑波研究学園都市視察(8-8)/　原研東海村研究所/　動
燃（大洗）高速増殖実験炉「常陽」視察/　住　総務副長官
一行(8-7)/　北方少年交流団一行 (8-9)/　アメリカ　デン
バー市施設児童一行(8-9)/　ドウマス　アルゼンチン経済
相次官(8-9)/　藤井人事院総裁/　箱根の静養(8-11, 8-
12)

1冊（35枚）
→複製版
（4358）で閲
覧

4269
大平正芳首相時代アルバム　42
（54.8.15～54.8.28）

昭和54年8月15日～
昭和54年8月28日

内閣総理大
臣官邸写真
室

全国戦没者追悼式　於日本武道館(8-15)/　8月15日　官
邸屋上の半旗/　李東元　韓国外務委員長(8-15)/　北海
道政経文化パーティー(8-16)/　ホール　日米友好基金委
員長(8-17)/　ママさんコーラス全国大会　大川町出席一行
(8-17)/　全国家庭婦人バレーボール連盟代表一行/　欧
州青年日本研修団一行(8-22)/　日米学生会議　参加者
代表(8-22)/　省エネルギー国民運動全国集会スピーチ
於サンケイホール(8-24)/　国際児童年協賛　毎日放送開
局記念番組録音(8-24)/　仲谷愛知県知事、本山名古屋
市長来訪(8-24)/　物価問題関係閣僚会議(8-24)/　鈴木
都知事/　京都・大阪　政経文化パーティー(8-25)/　新□
政経文化パーティー(8-28)

1冊（30枚）
→複製版
（4358）で閲
覧
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4270
大平正芳首相時代アルバム　43
（54.8.29～54.9.4）

昭和54年8月29日～
昭和54年9月4日

内閣総理大
臣官邸写真
室

中国京劇員一行　表敬訪問(8-29)/　オプ・クスラット　タイ
国商務大臣(8-29)/　TBS「総理と語る」　古谷綱正、浅野輔
氏(8-29)/　雇用問題　政策会議　於パレスホテル(8-30)/
中曽根康弘議員会談(8-30)/　三木武夫元首相との会食
(8-31)/　'79ミス札幌、トウキビ娘(8-31)/　谷牧　中国副総
理表敬訪問(9-3)/　モンデール　米副大統領との昼食会
於游心亭(9-3)/　官房長官、副長官との打合せ(9-3)/　第
88臨時国会　開会式(9-3)/　衆議院本会議　所信表明演
説(9-3)/　数学者　広中平祐先生(9-4)/　福田赳夫前首相
と昼食会(9-4)

1冊（26枚）
→複製版
（4358）で閲
覧

4271
大平正芳首相時代アルバム　44
（54.9.5～54.9.26）

昭和54年9月5日～
昭和54年9月26日

内閣総理大
臣官邸写真
室

衆議院本会議(9-5)/　衆議院解散(9-7)/　灘尾議長訪問/
選挙報道用インタビュー　写真撮影(9-10)/　マリク　インド
ネシア副大統領来訪(9-12)/　オレア　駐日メキシコ大使離
任表敬(9-26)

1冊（19枚）
→複製版
（4358）で閲
覧

4272
大平正芳首相時代アルバム　45
（54.10.8～54.10.11）

昭和54年9月11日～
昭和54年9月13日

内閣総理大
臣官邸写真
室

ジャワワルダナ　スリランカ大統領来日　歓迎式　於赤坂迎
賓館(9-11)/　歓迎午餐会　於官邸(9-11)/　表敬訪問(9-
13)

1冊（23枚）
→複製版
（4358）で閲
覧

4273
大平正芳首相時代アルバム　46
（衆議院選挙遊説）

昭和54年9月17日～
昭和54年9月22日

内閣総理大
臣官邸写真
室

衆院選　遊説出陣式　於党本部(9-17)/　出陣式より都内
遊説へ/　北海道→青森(9-18,19)/　都内→埼玉(9-20)/
三重→大阪→京都(9-21,22)

1冊（29枚）
→複製版
（4359）で閲
覧

4274
大平正芳首相時代アルバム　47
（衆議院選挙遊説）

昭和54年9月23日～
昭和54年10月1日

内閣総理大
臣官邸写真
室

遊説　神奈川方面(9-23)/　都内　6区、8区方面(9-24)/
福島方面(9-25)/　郡山駅にて(9-26)/　高知→兵庫(9-
27)/　佐賀→福岡→宮崎(9-29,30)/　岐阜方面(10-1)

1冊（27枚）
→複製版
（4359）で閲
覧

4275
大平正芳首相時代アルバム　48
（衆議院選挙遊説）

昭和54年10月2日～
昭和54年10月8日

内閣総理大
臣官邸写真
室

東京→千葉(10-2)/　大分→宮崎(10-3)/　埼玉方面(10-
4)/　内外記者団のインタビュー/　神奈川方面(10-5)/　最
后の遊説　都心→城西方面(10-6)/　投票　世田谷区瀬田
小学校にて(10-7)/　TVの開票速報を追って　於党本部
(10-8)

1冊（31枚）
→複製版
（4359）で閲
覧

4276
大平正芳首相時代アルバム　49
（54.10.8～54.10.11）

昭和54年10月8日～
昭和54年10月11日

内閣総理大
臣官邸写真
室

ビデラ　アルゼンチン大統領来日(10-8)/　表敬会談　於迎
賓館(10-8)/　大平総理主催　歓迎午餐会(10-8)/　第1回
会談　於迎賓館(10-9)/　第2回会談　於官邸(10-11)/　日
ア文化協定　署名式　於官邸(10-11)

1冊（21枚）
→複製版
（4359）で閲
覧
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4277
大平正芳首相時代アルバム　50
（54.10.12～54.10.28）

昭和54年9月21日～
昭和54年10月28日

内閣総理大
臣官邸写真
室

プレス　米科学担当特別補佐官(9-21)/　カーベリー　米イ
リノイ大学総長　他(10-12)/　ドージュ　駐日仏大使離任表
敬(1012)/　ジャン　ルクセンブルグ大公表敬　於ホテル・
ニューオータニ(10-11)/　斉藤幹事長来訪(10-12)/　ロビ
ンソン　米メモリアル・スローン・ケタリング癌センター副理事
長(10-16)/　オタイバ　アラブ首長国連邦　石油・鉱物資源
相(10-17)/　更生保護制度施行30周年記念大会　於武道
館(10-18)/　オタイバ石油相　勲一等瑞宝章授与式(10-
19)/　ブラウン　米国防長官表敬来訪(10-20)/　自衛隊
観閲式（朝霞）(10-28)

1冊（24枚）
→複製版
（4359）で閲
覧

4278
大平正芳首相時代アルバム　51
（54.10.22～54.10.24）

昭和54年10月22日
～昭和54年10月24
日

内閣総理大
臣官邸写真
室

リー・クァン・ユー　シンガポール首相来日(10-22)/　第1回
会談(10-22)/　大平総理主催　歓迎晩餐会(10-22)/　第2
回会談(10-23)/　歓迎表敬　於迎賓館(10-24)

1冊（32枚）
→複製版
（4360）で閲
覧

4279
大平正芳首相時代アルバム　52
（54.10.30～54.11.29）

昭和54年10月30日
～昭和54年11月29
日

内閣総理大
臣官邸写真
室

衆本　首班指名(11-6)/　各党あいさつ（社会党）(11-6)/
記念撮影　於官邸中庭(11-9)/　記者会見(11-10)/　国会
開会式(11-27)/　所信表明(11-27)/　衆本　質疑(11-29)/
衆院　予算委

1冊（15枚）
→複製版
（4360）で閲
覧

4280
大平正芳首相時代アルバム　53
（54.11.12～54.11.15）

昭和54年11月12日
～昭和54年11月15
日

内閣総理大
臣官邸写真
室

チェコ・スロヴァキア　シュトウガル首相来日(11-12)/　歓迎
行事　迎賓館にて/　第1回会談　於官邸(11-12)/　総理主
催晩餐会　於官邸(11-12)/　招待客　長門美保さん/　第2
回会談　於官邸(11-15)/　文化協定　調印式/　歓送表敬
(11-15)

1冊（21枚）
→複製版
（4360）で閲
覧

4281
大平正芳首相時代アルバム　54
（54.11.16～54.11.21）

昭和54年11月16日
～昭和54年11月21
日

内閣総理大
臣官邸写真
室

中国映画訪日代表団（右端中野良子）(11-16)/　賢人グ
ループ挨拶(11-16)/　トルネッタ　在京イタリア大使(11-
16)/　カンボディア難民救済実情視察団　緒方貞子団長
(11-17)/　東南アジア「青年の船」歓迎会(11-17)/　インド
ネシア青年一行/　マレーシア青年一行/　日本青年一行/
ルーブロック　米大リーグ選手夫妻、王選手表敬(11-19)/
マクレー　英エコノミスト誌副編集長(11-19)/　中国報道関
係者インタビュー(11-20)/　児童関係者功労者　総理表敬
(11-20)/　谷垣専一文部大臣(11-20)/　消費者保護会議
(11-20)/　米コラムニスト　ジェームズ・レストン記者(11-
21)/　Y.K.カン　香港経済コミッション団長(11-21)/　賢人
会議　米側　インガンソル元駐日大使　他(11-21)

1冊（27枚）
→複製版
（4360）で閲
覧
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4282
大平正芳首相時代アルバム　55
（大平総理訪中・北京―西安（A)
昭和54年12月5日～9日）

昭和54年12月5日～
昭和54年12月9日

内閣総理大
臣官邸写真
室

東京発（日航特別機）/　北京着　出迎えの華国鋒総理と握
手/　中国三軍儀仗隊を閲兵/　華国鋒総理主催歓迎宴
於人民大会堂/　鄧小平副首相との会談　於人民大会堂/
卓琳　鄧副総理夫人と/　鄧小平副総理主催昼食会/　第2
回首脳会談

1冊（26枚）
→複製版
（4360）で閲
覧

4283
大平正芳首相時代アルバム　56
（大平総理訪中・北京―西安（B)
昭和54年12月5日～9日）

昭和54年12月5日～
昭和54年12月9日

内閣総理大
臣官邸写真
室

文化協定署名式/　着物姿で「さくら・さくら」を歌う/　八次
節で踊る/　講演会　於政協礼堂/　日本人学校訪問/　李
先念副総理　谷牧副総理との午餐/　内外記者会見　於人
民大会堂/　在留邦人との懇談　於民族飯店

1冊（24枚）
→複製版
（4361）で閲
覧

4284
大平正芳首相時代アルバム　57
（大平総理訪中・北京―西安（C)
昭和54年12月5日～9日）

昭和54年12月5日～
昭和54年12月9日

内閣総理大
臣官邸写真
室

王府井見学/　北京動物園訪問　パンダ　ホアンホアン
（歓・歓）/　王府井餃子店で市民と乾杯/　人民大会堂の
夜景/　大平総理主催答礼宴　於人民大会堂/　鄧副総理
歓送表敬/　北京発/　西安着（中国側特別機）/　秦始皇
帝兵馬俑坑博物館/　華清池参観/　陝西省革命委員会主
催歓迎宴

1冊（23枚）
→複製版
（4361）で閲
覧

4285
大平正芳首相時代アルバム　58
（大平総理訪中・北京―西安（D)
昭和54年12月5日～9日）

昭和54年12月5日～
昭和54年12月9日

内閣総理大
臣官邸写真
室

陝西省革命委員会主催歓迎宴/　陝西省博物館見学/　陝
西省博物館で揮毫/　碑林見学/　興慶公園（阿部仲磨呂
碑）参観/　興慶公園で少年少女の熱烈歓迎/　西安発（中
国特別機）/　上海着/　東京着

1冊（20枚）
→複製版
（4361）で閲
覧

4286
大平正芳首相時代アルバム　59
（54.11.26～54.12.14）

昭和54年11月26日
～昭和54年12月14
日

内閣総理大
臣官邸写真
室

日本・ASEAN経済閣僚会議開会式(11-26)/　ASEAN経済
閣僚招待午餐会(11-26)/　グラベル　米上院議員一行
(11-26)/　徳永石油公団総裁(11-28)/　中国放送代表団
(11-29)/　エクアドル議員団(11-29)/　ジェローム・コーエン
教授(12-1)/　政経文化パーティー　於福島(12-2)/　オー
レセン　デンマーク外相(12-3)/　ブランシャール　ILO事務
局長(12-10)/　日韓議員　安保協議会代表一行(12-10)/
地方自治6団体との懇談(12-12)/　消費者団体との懇談
(12-12)/　官邸内美術画のかけ替え(12-13)/　オレワレ　パ
プア・ニューギニア副首相(12-13)/　ド・ギランゴー　前仏外
相(12-13)/　婦人団体との懇談(12-14)/　知野会計検査院
長（53年度検査報告）(12-14)/　ハートリング　国連難民高
等弁務官(12-14)

1冊（29枚）
→複製版
（4361）で閲
覧
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4287
大平正芳首相時代アルバム　60
（54.12.17～54.12.29）

昭和54年12月17日
～昭和54年12月29
日

内閣総理大
臣官邸写真
室

マンスフィールド米大使（イラン問題で）(12-17)/　カーズ
ウェル米財務副長官(12-17)/　アレホ駐日メキシコ大使
(12-18)/　第2次大平内閣閣僚夫人の集い　於ホテル・
オークラ(12-18)/　ニュージーランド報道関係者インタ
ビュー(12-19)/　宇野行政管理庁長官　他(12-19)/　小倉
税調会長　答申(12-20)/　日向方斉、佐伯勇氏（関西新国
際空港陳情）(12-20)/　ワールドワイド・ショッピング　パオ
社長(12-21)/　内閣・総理府　永年勤続者表彰式(12-22)/
山陽放送・TV　新年企画録画(12-22)/　フジTV　竹村健
一氏と(12-22)/　人口急増府県知事会議陳情(12-22)/　四
国新聞・西日本TV用録画(12-24)/　次年度予算に関し各
党の申入れ(12-24)/　新年用総理スナップ(12-29)

1冊（23枚）
→複製版
（4361）で閲
覧

4288
大平正芳首相時代アルバム　61
（55.1.4～54.1.23）

昭和55年1月4日～
昭和55年1月23日

内閣総理大
臣官邸写真
室

伊勢神宮参拝(55-1-4)/　ミラー　駐日ニュージーランド大
使表敬(1-9)/　ウルフ　米下院議員一行(1-9)/　関経連講
演(1-10)/　黒住忠篤氏、カンタベリー博物館（NZ)に贈る民
芸陶器をご披露(1-11)/　総合エネルギー対策推進閣僚会
議(1-11)/　ブラウン米国防長官来日(1-14)/　ロス米上院
議員一行(1-14)/　クウェート国ドウェイジ氏表敬(1-22)/
日本記者クラブ午餐会スピーチ(1-22)/　スポーツ功労者
招待レセプション(1-22)/　総理主催パーティー（自民党大
会）　於官邸(1-23)/　福田前首相との会談(1-23)

1冊（24枚）
→複製版
（4362）で閲
覧

4289
大平正芳首相時代アルバム　62
（大洋州（豪・NZ・パプアニューギ
ニア）訪問、55.1.15～20）

昭和55年1月15日～
昭和55年1月17日

内閣総理大
臣官邸写真
室

出発、大洋州（豪・NZ・P.ニューギニア）訪問　羽田(55-1-
15)/　歓迎行事　豪議会前広場にて　キャンベラ(1-16)/
フレーザー首相との首脳会談(1-16)/　ゼルマン・コーエン
総督主催午餐会(1-16)/　会場外で豪少女の挨拶(1-17)/
サヨウナラ・メルボルン　空港にて(1-17)/　戦争記念館　献
花　表敬(1-16)/　記念館前　歓迎の人出/　フレーザー首
相夫妻主催晩餐会　首相官邸にて(1-16)/　首相官邸の朝
食会　於キャンベラ(1-17)/　メルボルンに於ける午餐会で
演説(1-17)

1冊（25枚）
→複製版
（4362）で閲
覧
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4290
大平正芳首相時代アルバム　63
（大洋州（豪・NZ・パプアニューギ
ニア）訪問、55.1.15～20）

昭和55年1月17日～
昭和55年1月18日

内閣総理大
臣官邸写真
室

マルドゥーンNZ首相夫妻の出迎え　於オークランド空港(1-
17)/　戦争記念館　表敬(1-18)/　日・NZ首脳会談　於サウ
ス・パシフィック・ホテル(1-18)/　マルドゥーン首相ご夫妻と
午餐会場にて(1-18)/　午餐会にて　於トウロリス・ダウンタ
ウン・センター/　大来外相、トールボイズ副首相　航空協
定に署名（大来外相、トールボイズ副首相）(1-18)/　カンタ
ベリー博物館（クライスト・チャーチ市）に倉敷民芸目録贈
呈（左、ハート博士）/　ローリング労働党党首の表敬(1-
18)/　マ首相主催　ビュッフェ夕食会　ベンフォールズ・ワイ
ンぶどう園にて(1-18)/　随行議員団とマルドゥーン首相/
在留邦人との懇談(1-18)

1冊（25枚）
→複製版
（4362）で閲
覧

4291
大平正芳首相時代アルバム　64
（大洋州（豪・NZ・パプアニューギ
ニア）訪問、55.1.15～20）

昭和55年1月19日～
昭和55年1月19日

内閣総理大
臣官邸写真
室

農場視察、モントゴメリー家の可愛い出迎え(1-19)/　サヨウ
ナラ、ニュージーランド（オークランド国際空港）(1-19)/　シ
ドニー　ラン　N.S.W.州首相の表敬訪問　ウェントワース・ホ
テル(1-19)/　湾内クルーズのひととき(1-19)/　シドニー市
民の笑顔に囲まれた総理(1-19)/　シドニー日本商工会議
所主催レセプション　於ウェントワース・ホテル/　溝口シド
ニー総領事公邸　夕食会のひととき/　随行員一行記念写
真/　随行記者団記念写真　シドニーオペラハウス前にて

1冊（29枚）
→複製版
（4362）で閲
覧

4292
大平正芳首相時代アルバム　65
（大洋州（豪・NZ・パプアニューギ
ニア）訪問、55.1.15～20）

昭和55年1月20日
内閣総理大
臣官邸写真
室

スコールの中、ポートモレスビー空港着(1-20)/　ソマレ首
相と記念品交換　ゲスト・ハウスにて(1-20)/　国立博物館
見学/　ポートモレスビー市民と博物館建物/　ソマレ首相と
お別れのあいさつ　空港にて(1-20)/　特別機内にて/　赤
道直下の雲/　帰国　羽田空港(1-20)

1冊（21枚）
→複製版
（4362）で閲
覧
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4293
大平正芳首相時代アルバム　66
（55.1.24～54.2.21）

昭和55年1月24日～
昭和55年2月21日

内閣総理大
臣官邸写真
室

国際教育協会、東南アジア留学生の出迎え　於駒場(1-
24)/　NHK[総理と語る」岩男寿美子氏、司会・北村和夫氏
/　李強　中国対外貿易部長(1-24)/　大浜方栄氏(1-24)/
三木武夫元首相との会談(1-25)/  施政方針演説(1-25)/
飛鳥田社会党委員長　質疑(1-28)/　グスタボ・ボルマー
世界ボーイスカウト財団理事長(1-31)/　ルース・カータ・ス
ティブルトン女史来訪(2-5)/　予算委員会、渡辺美智雄議
員　質問(2- )/　大宰府天満宮より梅の鉢(2-8)/　フレー
ザー　全米自動車労組会長(2-13)/　ザワーウィ　オーマン
国王顧問(2-18)/　ピーターセン　豪クィーンズランド州首
相(2-19)/　プヤ　ハンガリー外相(2-20)/　佐藤栄作〔佐藤
栄佐久〕候補（参）一行(2-21)

1冊（23枚）
→複製版
（4363）で閲
覧

4294
大平正芳首相時代アルバム　67
（55.2.25～55.3.10）

昭和55年2月25日～
昭和55年3月10日

内閣総理大
臣官邸写真
室

省エネ工場視察　川崎　味の素工場(2-25)/　テレビ朝日
「総理と語る」VTR　於味の素工場(2-25)/　ゴー・ケン・スイ
シンガポール副首相(2-29)/　北口博先生一行(2-27)/　放
送連合間　世界会議　於NHK放送センター(2-28)/　ドーフ
レーヌ・ド・ラ・シュヴァレリー　仏大使(2-28)/　ラドレスク
ルーマニア国家評議会副議長(2-29)/　中国留学生　友の
会一行(3-3)/　保利茂先生を偲ぶ会出席　於東京プリンス
ホテル(3-4)/　会計検査院創立100年記念式典　於虎ノ門
ホール(3-5)/　ハースト社社主　ハースト氏表敬(3-7)/　全
日本着物「装いの女王」　院内にて(3-8)/　衆院予算委採
決　直後の動き(3-8)/　参院予算委(3-10)/　ジョンソン　マ
サチューセッツ工科大　理事長(3-10)/　世界青少年交流
協会　訪中青年代表団一行(3-10)

1冊（32枚）
→複製版
（4363）で閲
覧

4295
大平正芳首相時代アルバム　68
（55.3.12～55.3.21）

昭和55年3月12日～
昭和55年3月21日

内閣総理大
臣官邸写真
室

祝「７０才」お誕生日パーティー　於ホテル・オークラ(3-12)/
伊東官房長官祝辞/　丸の内署に転任の杉森警部と/　記
者団よりのバースデープレゼント/　邱永漢先（参院選立候
補）(3-15)/　マットフェアー西独蔵相(3-17)/　NHK[総理と
語る」録画　司会草柳大蔵氏(3-17)/　EC関係国大使（英・
仏・独・伊・EC代表部）招待午餐会(3-18)/　日本商工会議
所会員総会でスピーチ　於東商ホール(3-19)/　国際児童
年推進会議　於都道府県会館(3-21)

1冊（21枚）
→複製版
（4363）で閲
覧



大平正芳関係文書目録

249

請求
番号

タイトル 年月日 作成者 内容 数量 付属資料 備考

4296
大平正芳首相時代アルバム　69
（アリスティデス・ロヨ・パナマ大統
領、55.3.24～27）

昭和55年3月24日～
昭和55年3月27日

内閣総理大
臣官邸写真
室

アリスティデス・ロヨ・パナマ大統領、令夫人来日(3-24)/
公式行事に初めてお姿をみせた浩宮徳仁親王殿下/　歓
迎午餐会　於官邸(3-25)/　レシービングライン/　飛鳥田社
会党委員長/　永野重雄氏/　歓送表敬　於迎賓館(3-27)

1冊（26枚）
→複製版
（4363）で閲
覧

4297
大平正芳首相時代アルバム　70
（55.3.23～55.3.29）

昭和55年3月23日～
昭和55年3月29日

内閣総理大
臣官邸写真
室

防衛大学卒業式(3-23)/　宇都宮　政経文化パーティー(3-
23)/　スポーツ関係者招待パーティー(3-24)/　柔道　山下
選手/　日蔭温子プロゴルファー/　世界タイトル防衛10回
の具志堅選手/　英国　国会議員団(3-24)/　福田赳夫前
総理との会談(3-24)/　アペル　西独国防相来訪(3-24)/　ミ
ス・ユニバース日本代表　桧山久恵（赤い服）他(3-26)/　ロ
ウ　豪州タスマニア州首相来訪(3-26)/　三木武夫元総理と
の会談(3-25)/　中曽根康弘先生との会談(3-26)/　西独議
員団来訪(3-27)/　日本将棋連盟より「六段」を贈らる（左：
大山十五世名人）(3-28)/　ギニア　ビサオ経済協力使節
団来訪(3-28)/　新華社　曽涛社長一行(3-29)/　高橋慶子
親任駐デンマーク大使(3-29)

1冊（26枚）
→複製版
（4363）で閲
覧

4298
大平正芳首相時代アルバム　71
（ソフトボール試合（対内閣記者
会）、55.3.29）

昭和55年3月29日
内閣総理大
臣官邸写真
室

対記者クラブ　ソフトボール試合　於防衛庁グラウンド(3-
29)/　始球式　大平投手　颯爽の英姿/　黄金のバッテリー
大平投手、伊東捕手　S.Sは翁福長官/　攻□あるのみ　指
名打者登場/　華麗なるバッティング・フォーム/　王選手も
見せないポーズ/　P.R.（於久秘書官）球より速く一塁へ、そ
してセーフ　記録　ピッチャー軟襲のヒット/　味方の大量得
点をベンチで観戦/　激斗の記録/　おつかれさまでした

1冊（21枚）
→複製版
（4364）で閲
覧

4299
大平正芳首相時代アルバム　72
（55.3.30～55.4.9）

昭和55年3月30日～
昭和55年4月9日

内閣総理大
臣官邸写真
室

石川県遊説(55-3-30)/　航空自衛隊　小松基地視察/　バ
チスタ　ブラジル・リオ・ドーセ社長(3-31)/　ナーゼル　サウ
ディアラビア企画相(3-31)/　中国作家代表団（巴金団長）
一行(4-2)/　ジンダーマン　東独人民議会議長　他(4-2)/
ブラジル日系人　親善使節団一行(4-4)/　宮城県　秋田県
遊説(4-6)/　予算成立　乾杯(4-4)/　余秋里　中国副総理
(4-7)/　バーナード・クリッシャー記者(4-7)/　松前からの桜
の苗木(4-9)/　日独　桜の女王あいさつ（ニコレット・ティー
デマン、山内裕美子の両嬢）(4-9)

1冊（21枚）
→複製版
（4364）で閲
覧
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4300
大平正芳首相時代アルバム　73
（55.4.10～55.4.17）

昭和55年4月10日～
昭和55年4月14日

内閣総理大
臣官邸写真
室

桜を見る会　新宿御苑(4-10)/　アリジャイーダ　カタール石
油公社総裁(4-10)/　北海道遊説(4-12)/　岐阜遊説(4-
13)/　サリム　国連総会議長(4-14)/　ヘデイズガル　チュニ
ジアスポーツ相(4-14)/

1冊（29枚）
→複製版
（4364）で閲
覧

4301
大平正芳首相時代アルバム　74
（ファンアフト・オランダ首相）

昭和55年4月15日～
昭和55年4月17日

内閣総理大
臣官邸写真
室

ウルステン　スウェーデン外相(4-15)/　メキシコ報道関係者
インタビュー(4-15)/　宦郷　中国社会科学院副委員長一
行(4-15)/　グスタフ　スウェーデン国王ご夫妻来日/　表敬
訪問　迎賓館(4-14)/　歓迎午餐会　於游心亭/　韓国民主
共和党　中央代表団(4-16)/　陳元方　中国西安市前市長
他(4-16)/　ラジャラトナム　シンガポール外相(4-16)/　カナ
ダ報道関係者インタビュー(4-16)/　ロペス・ポルティーヨ
墨大統領夫人(4-16)/　和田駐イラン大使(4-17)/　トンキン
豪、南オーストラリア州首相(4-17)/　朴東鎮　韓国外相(4-
17)

1冊（26枚）
→複製版
（4364）で閲
覧

4302
大平正芳首相時代アルバム　75
（55.4.18～55.4.27）

昭和55年4月18日～
昭和55年4月24日

内閣総理大
臣官邸写真
室

ケンドール　ペプシコ会長(4-18)/　人民日報　訪日代表団
一行(4-18)/　愛育班員　全国大会　日比谷公会堂(4-18)/
大分県遊説(4-19)/　富山県遊説(4-20)/　芸術文化関係
者招宴　於官邸(4-21)/　ランキン駐日カナダ大使(4-21)/
アルジェリア　FLN党代表団（ラフタール・ブラヒミ団長　他）
(4-23)/　アレホ駐日メキシコ大使(4-23)/　「総理と語る」橋
田須賀子氏他(4-24)/　多摩ニュータウン視察(4-24)

1冊（25枚）
→複製版
（4364）で閲
覧

4303
大平正芳首相時代アルバム　76
（米・墨・加歴訪 A）

昭和55年4月30日～
昭和55年5月1日

内閣総理大
臣官邸写真
室

羽田発（特別機）/　上院朝食会（キャピトル）/　下院茶会
（レイバーン・オフィスビル）/　会談前、カメラの放列を受け
る両首脳　ホワイト・ハウス　ローズガーデンにて/　日米首
脳会談（ワーキング・ランチ）（ホワイト・ハウス）/　非エネル
ギー日米研究開発協力協定署名（ホワイト・ハウス）/　会談
を終えてホワイト・ハウスを去る総理を見送るカーター大統
領　南玄関附近にて/　カーター大統領夫人主催の茶会
ロザリン夫人の出迎えを受けて　ホワイト・ハウスにて/　内
輪の夕食（ブレア・ハウス）/　宿舎を訪れたクリストファー国
務長官代行を囲んで　ブレア・ハウス中庭で/　出発式　ワ
シントン・モニュメント・ヘリポートにて　マンスフィールド駐
日米大使の見送りをうけて/

1冊（24枚）
→複製版
（4365）で閲
覧
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4304
大平正芳首相時代アルバム　77
（米・墨・加歴訪 B）

昭和55年5月1日～
昭和55年5月4日

内閣総理大
臣官邸写真
室

メキシコ・シティー着/　市庁舎前の歓迎の人波/　市庁舎
訪問/　ゴンザレス・メキシコ市長より「市の鍵」が贈呈/　経
済界代表との懇談会（カミノ・レアル）/　人類学博物館訪問
/　第2回首脳会談（大統領官邸）/　総理夫妻主催晩餐会
（カミノ・レアル）/　日墨学院訪問/　ホールで日墨学院の
生徒から花束が贈られる/　総理の名前が刻まれたプレート
の掲額除幕式/　在留邦人、日系人レセプション/　内輪の
夕食（大使公邸）/　メキシコ空港出発　カナダへ

1冊（24枚）
→複製版
（4365）で閲
覧

4305
大平正芳首相時代アルバム　78
（米・墨・加歴訪 C）

昭和55年5月5日～
昭和55年5月6日

内閣総理大
臣官邸写真
室

出迎えのトルドー首相と握手　議事堂前広場にて/　歓迎
式（国会議事堂前広場）/　第1回日加首脳会談（議事堂内
首相執務室）/　カナダ首相官邸の前庭に掲げられた鯉の
ぼりを前に　オタワ市にて/　カナダ議会を訪問、議場でス
ピーチする大平総理/　新緑の迎賓館前の総督庭園を散
歩/　日加経済人会議代表の総理表敬/　TVインタビュー
（リドー・ゲート）/　在留邦人等との懇談レセプション（大使
館）/　クラーク党首の総理表敬（リドー・ゲート）/　ベネット
B・C州首相表敬　バァンクーヴァー市ホテルにて/　第2回
日加首脳会談（ハイアット・リージェンシー・ホテル）/　トル
ドー首相主催晩餐会

1冊（24枚）
→複製版
（4365）で閲
覧

4306
大平正芳首相時代アルバム　79
（故チトー大統領　国葬参列）

昭和55年5月8日～
昭和55年5月9日

内閣総理大
臣官邸写真
室

故チトー大統領国葬参列/　ベオグラード空港に到着/
ユーゴ儀仗兵を閲兵/　国葬式場の連邦議会庁舎/　埋葬
所に到着したチトー大統領の柩/　式場広場を埋めた参列
の市民たち/　半旗を掲げたベオグラード市内の商店街/
華国鋒中国総理と会談　日本大使館公邸にて/　西独歓迎
式　ボン首相官邸前広場にて/　ゲンシャー西独外相と会
談/　ラムズドルフ西独経済相と会談/　快晴のジュセルドル
フにて/　ケルン・ボン空港出発/　機内で随行記者団と歓
談

1冊（18枚）
→複製版
（4365）で閲
覧

4307
大平正芳首相時代アルバム　80
（カミセセ・マラ　フィジー首相、
55.5.14～17）

昭和55年5月14日～
昭和55年5月17日

内閣総理大
臣官邸写真
室

カミセセ・マラ　フィジー首相来日(5-14)/　フィジー首相会
談(5-15)/　歓迎晩餐会(5-15)/　歓送表敬(5-17)

1冊（17枚）
→複製版
（4365）で閲
覧
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4308
大平正芳首相時代アルバム　81
（55.5.12～55.5.20）

昭和55年5月12日～
昭和55年5月20日

内閣総理大
臣官邸写真
室

クリアンサック　タイ前首相(5-12)/　渡辺省一議員一行(5-
12)/　アラブ諸国ミッション(5-13)/　第1回国際障害者年特
別委(5-13)/　ゴンザレス　メキシコ市長(5-14)/　北大西洋
評議会代表団(5-14)/　神奈川県連　政経文化パーティー
(5-14)/　国際人育成シンポジウム　於ホテル・ニュー・オー
タニ(5-14)/　静岡県　献上茶の寄贈(5-15)/　アスキュー米
通商交渉代表(5-15)/　フレンドシップフォース（日米民間
大使）来訪(5-15)/　労組3団体首脳挨拶(5-16)/　不信任
案可決(5-16)/　記者会見(5-19)/　物価安定政策会議(5-
20)

1冊（22枚）
→複製版
（4366）で閲
覧

4309
大平正芳首相時代アルバム　82
（中国　華国鋒首相　A、55.5.27
～30）

昭和55年5月27日～
昭和55年5月30日

内閣総理大
臣官邸写真
室

華国鋒　中国総理来日/　歓迎行事　於赤坂迎賓館(5-
27)/　日中首脳会談　於官邸(5-28)/　日中科学技術協力
協定署名式　於官邸(5-28)/　大平総理夫妻主催　歓迎晩
餐会(5-30)/　谷牧副首相/　黄華外交部長/　大来外相/
三木元総理/　桜内幹事長/　鈴木善幸先生/　二階堂進
先生/　飛鳥田社会党委員長/　竹入公明党委員長/
佐々木民社党委員長

1冊（25枚）
→複製版
（4366）で閲
覧

4310
大平正芳首相時代アルバム　83
（中国　華国鋒首相　B、55.5.27
～30）

昭和55年5月27日～
昭和55年5月30日

内閣総理大
臣官邸写真
室

歓迎晩餐会来賓/　川上哲治氏/　千宗室氏/　吉永小百
合氏/　松山樹子氏/　尾上梅幸氏/　田村高廣氏/　栗原
小巻氏/　中野良子氏/　北の湖関/　長屋真紀子選手（ス
ケート）

1冊（29枚）
→複製版
（4366）で閲
覧

4311
大平正芳首相時代アルバム　84
（55.5.22～55.6.8）

昭和55年5月22日～
昭和55年6月8日

内閣総理大
臣官邸写真
室

ライシャワー教授来訪(5-22)/　滋賀・和歌山両県遊説(5-
24,25)/　ジョージ・シュルツ元米財務長官(5-28)/　香川県
派遣伝統芸能団、東独へ(5-28)/　家庭基盤充実研究グ
ループ/　ド・ギランゴー　仏元首相(5-29)/　セベライド記者
（米CBSニュース顧問）(5-29)/　衆参両院選出陣式　於自
民党本部(5-30)/　東京・神奈川遊説(5-30)/　病床で2分
間、記者のインタビューに応じる　於虎ノ門病院(6-8)

1冊（20枚）
→複製版
（4366）で閲
覧

4312 大平正芳首相時代アルバム　85 昭和55年6月〔14日〕 〔大平首相密葬　於大平邸〕 1冊（30枚）
→複製版
（4367）で閲
覧

4313 大平正芳首相時代アルバム　86 昭和55年〔7月5日〕
〔「内閣総理大臣故大平正芳先生合同葬儀式」　於観音寺
市民会館〕

1冊（31枚）
→複製版
（4367）で閲
覧
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4314 大平正芳首相時代アルバム　87 昭和55年〔7月9日〕
〔「故大平正芳内閣・自由民主党合同葬儀」　於日本武道
館〕

1冊（31枚）
→複製版
（4367）で閲
覧

4315 大平正芳首相時代アルバム　88 昭和55年〔7月9日〕
〔「故大平正芳内閣・自由民主党合同葬儀」　於日本武道
館/　カーター大統領、華国鋒首相弔問　於大平邸〕

1冊（23枚）
→複製版
（4367）で閲
覧

  (2)アルバム（外相、通産相等）

4316
大平正芳アルバム（第2次池田内
閣外相時代）

昭和37年10月2日 ヴァチカンで法王ヨハネス23世と会見 1冊（12枚）
→複製版
（4368）で閲
覧

4317 大平正芳アルバム（通産相時代） 昭和44年4月19日
昭和44年4月19日/ 日立工場本館事務所全景/　厚生会
館　他

1冊（18枚）
→複製版
（4368）で閲
覧

4318 大平正芳アルバム（通産相時代） 昭和44年7月19日 東洋工業株式会社（昭和44年7月19日）〔視察〕 1冊（18枚）
→複製版
（4368）で閲
覧

4319 大平正芳アルバム（通産相時代） 昭和44年9月25日
大和紡績株
式会社

大和紡績株式会社出雲工場視察 1冊（17枚）

→複製版
（4368）で閲
覧／「大平
通商産業大
臣殿」と記入
有り

4320 大平正芳アルバム（通産相時代） 株式会社山科精工所視察 1冊（12枚）

→複製版
（4368）で閲
覧／大平通
商産業大臣
時代

4321
大平正芳アルバム（第一次田中
内閣外相時代　1）

昭和47年7月8日～
昭和47年12月21日

昭和47年7月8日～12月21日 1冊（32枚）
→複製版
（4369）で閲
覧

4322
大平正芳アルバム（第二次田中
内閣外相時代　2）

昭和48年1月8日～
昭和48年8月30日

昭和48年1月8日～8月30日 1冊（37枚）
→複製版
（4369）で閲
覧

4323
大平正芳アルバム（第二次田中
内閣外相時代　3）

昭和48年9月3日～
昭和48年11月12日

昭和48年9月3日～11月12日 1冊（32枚）
→複製版
（4369）で閲
覧
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4324
大平正芳アルバム（第二次田中
内閣外相時代　4）

昭和48年11月16日
～昭和49年7月17日

昭和48年11月16日～昭和49年7月17日 1冊（22枚）
→複製版
（4369）で閲
覧

4325
大平正芳アルバム（第二次田中
内閣外相時代、首相時代）

昭和48年～昭和55
年

昭和48年リーガン加州知事と/　昭和55年西ドイツ歴訪
シュミット首相と

1冊（15枚）
→複製版
（4369）で閲
覧

4326 大平正芳アルバム（蔵相時代） 昭和51年10月9日 東京バーディクラブオープン披露 1冊（38枚）
→複製版
（4370）で閲
覧

4327 大平正芳アルバム（幹事長時代） 昭和52年 参議院選挙（7月投票） 1冊（11枚）
→複製版
（4370）で閲
覧

4328 大平正芳アルバム（幹事長時代） 昭和52年9月11日 大平幹事長とゴルフの一日（岸和田カントリー倶楽部） 1冊（49枚）
→複製版
（4370）で閲
覧

4329 大平正芳アルバム（幹事長時代） 昭和52年9月11日 大平幹事長とゴルフの一日（岸和田カントリー倶楽部） 1冊（75枚）
→複製版
（4370）で閲
覧

4330 大平正芳アルバム（幹事長時代） 〔1978年〕 加賀美勝 細郷道一横浜市長就任祝賀会 1冊（25枚）

→複製版
（4370）で閲
覧／「贈呈
大平正芳様
加賀美勝」と
記入あり

4331 大平正芳アルバム（幹事長時代） 〔1978年〕 大平正芳先生を励ます岡山県民大集会 1冊（30枚）
→複製版
（4371）で閲
覧

4332
大平正芳アルバム（幹事長、首
相時代）

昭和53年～昭和55
年

衆参同時選挙/　昭和53年夏季研修会/　ゴルフスナップ/
琵琶湖湖畔

1冊（31枚）
→複製版
（4371）で閲
覧
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4333 大平正芳アルバム（首相時代） 昭和54年5月1日
Youth for
Understandin
g　Intl

Youth for Understanding 歓迎会、　於YFUインターナショ
ナル本部（ワシントン）

1冊（13枚）

→複製版
（4371）で閲
覧／
「Presented
to Mr. and
Mrs Morita」
と記載あり

4334 大平正芳アルバム（首相時代） 昭和54年7月5日 松田敏夫 又信会（高松高商同窓会）5回・6回生全国大会 1冊（30枚）
→複製版
（4371）で閲
覧

4335 大平正芳アルバム（首相時代）
〔1979年7月7日〕～
〔1979年7月8日〕

毎日新聞高
松支局

大平総理香川県帰郷、歓迎 1冊（27枚）

→複製版
（4371）で閲
覧／「贈大
平正芳様
毎日新聞高
松支局」と記
載あり

4336 大平正芳アルバム（首相時代） 昭和54年7月8日 大平総理帰郷歓迎祝賀会写真集（善通寺市） 1冊（85枚）
→複製版
（4372）で閲
覧

4337 大平正芳アルバム（首相時代） 昭和55年3月12日 総理御誕生会写真（古希）　於ホテル・オークラ
1冊（103
枚）

ネガフィルム
→複製版
（4372）で閲
覧

4338 大平正芳アルバム（首相時代） 昭和55年

昭和55年3月郡家小学校「第16回全国小中学校花いっぱ
いコンクール　総理大臣賞受賞記念」/　昭和55年1月三豊
中学校/　カーター米大統領/　昭和55年3月31日　観音寺
市青少年育成センター/　昭和55年4月3日山本町大平婦
人会　他

1冊（41枚） 記事切抜
→複製版
（4372）で閲
覧

  (3)アルバム（その他）

4339
大平正芳関係アルバム（蔵相時
代）

〔1974年〕9月22日 田中角栄、ジェラルド・R・フォード 1冊（25枚）

→複製版
（4372）で閲
覧／大平正
芳の写真は
1枚のみ
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4340
大平正芳関係アルバム（昭和55
年衆参合同選挙）

昭和55年6月
大平正芳弔い合戦関連、森田一衆議院議員選挙出馬表
明、記事切抜

1冊
→複製版
（4372）で閲
覧

4341
大平正芳関係アルバム（昭和55
年衆参合同選挙）

昭和55年6月 森田一衆議院議員選挙初出馬 1冊（23枚）
6月12日読売
新聞、記事
切抜

→複製版
（4373）で閲
覧／アルバ
ム背に「2」と
記入あり

4342
大平正芳関係アルバム（昭和55
年衆参合同選挙）

昭和55年6月 森田一衆議院議員選挙初当選、故大平正芳墓前に報告 1冊（21枚）

記事切抜、
読売新聞記
者名刺1枚
（「贈・森田一
先生」と記入
有り）

→複製版
（4373）で閲
覧／アルバ
ム背に「3」と
記入あり

4343 大平正芳関係アルバム（葬儀） 昭和55年〔6月〕
各国首脳の弔問記帳（在外公館における弔問記帳時の写
真）

1冊（44枚）

書類「第6回
主要国首脳
会談（昭和55
年6月25
日）、内閣総
理大臣秘書
官佐藤嘉恭」
1点

→複製版
（4373）で閲
覧

4344 大平正芳関係アルバム（葬儀） 昭和55年7月9日
鈴木総理弔問・自民党閣僚の弔問・カーター大統領弔問・
武道館合同葬

1冊（20枚）
→複製版
（4373）で閲
覧

4345 大平正芳関係アルバム（葬儀） 昭和55年7月13日 故大平正芳先生香川県民葬儀 1冊（26枚）
→複製版
（4373）で閲
覧

4346 大平正芳関係アルバム（追悼） 昭和55年7月
「謹悼　故大平総理の御生前を偲ぶ　末広会」　大平正芳
生前の末広会関連写真

1冊（29枚）
→複製版
（4374）で閲
覧

4347 大平正芳関係アルバム（追悼） 昭和56年6月6日
「大平正芳先生開眼法要記念」「大平正芳先生追悼講演
会」

1冊（69枚）
→複製版
（4374）で閲
覧
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4348 大平正芳関係アルバム（追悼） 昭和56年6月12日 「大平正芳先生を偲ぶ会」　於ホテルオークラ 1冊（16枚）
→複製版
（4374）で閲
覧

4349 大平正芳関係アルバム 椿山荘（プレート）　他 1冊（3枚）
→複製版
（4374）で閲
覧
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  (4)アルバム（複製版）

4350
大平正芳関係アルバム （複製版
1)

4228～4232の複製 1冊

4351
大平正芳関係アルバム （複製版
2)

4233～4237の複製 1冊

4352
大平正芳関係アルバム （複製版
3)

4238～4242の複製 1冊

4353
大平正芳関係アルバム （複製版
4)

4243～4247の複製 1冊

4354
大平正芳関係アルバム （複製版
5)

4248～4252の複製 1冊

4355
大平正芳関係アルバム （複製版
6)

4253～4257の複製 1冊

4356
大平正芳関係アルバム （複製版
7)

4258～4262の複製 1冊

4357
大平正芳関係アルバム （複製版
8)

4263～4267の複製 1冊

4358
大平正芳関係アルバム （複製版
9)

4268～4272の複製 1冊

4359
大平正芳関係アルバム （複製版
10)

4273～4277の複製 1冊

4360
大平正芳関係アルバム （複製版
11)

4278～4282の複製 1冊

4361
大平正芳関係アルバム （複製版
12)

4283～4287の複製 1冊

4362
大平正芳関係アルバム （複製版
13)

4288～4292の複製 1冊

4363
大平正芳関係アルバム （複製版
14)

4293～4297の複製 1冊

4364
大平正芳関係アルバム （複製版
15)

4298～4302の複製 1冊

4365
大平正芳関係アルバム （複製版
16)

4303～4307の複製 1冊

4366
大平正芳関係アルバム （複製版
17)

4308～4311の複製 1冊
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4367
大平正芳関係アルバム （複製版
18)

4312～4315の複製 1冊

4368
大平正芳関係アルバム （複製版
19)

4316～4320の複製 1冊

4369
大平正芳関係アルバム （複製版
20)

4321～4325の複製 1冊

4370
大平正芳関係アルバム （複製版
21)

4326～4330の複製 1冊

4371
大平正芳関係アルバム （複製版
22)

4331～4335の複製 1冊

4372
大平正芳関係アルバム （複製版
23)

4336～4340の複製 1冊

4373
大平正芳関係アルバム （複製版
24)

4341～4345の複製 1冊

4374
大平正芳関係アルバム （複製版
25)

4346～4349の複製 1冊
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