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資料解説・目録

京大天皇事件関係資料

『京大天皇事件関係資料j(以下「本資料」と

表記)は、中塚明奈良女子大学名誉教授より寄贈

された、京大天皇事件関係の資料である。本資料

は、当館で目録作成の後、 2009年 9月2日より

一般に公開されていて、当館の所蔵資料検索シス

テム(1)で目録を見ることができるようになって

いる。本稿では、改めて紙ベースの目録を掲載し

て閲覧の便に供するとともに、本資料についての

理解を深める手がかりとして簡単な解説を付すこ

ととする。

[解説]

1 京大天皇事件について

京大天皇事件(2) とは、 1951年 11月12日、一

連の関西地方巡幸の一環として天皇が京都大学を

訪問した際、一部学生が天皇制廃止等を記したプ

ラカードを掲げ、出迎えの多くの学生が天皇の到

着とともに教職員の制止を振り切って本館玄関付

近に群がり天皇の車を遠巻きにして「平和の歌」

を合唱した出来事であり、また京大生のそうした

行為が当時の政府や新聞等の批判にさらされ、学

生自治会であった同学会の解散と向学会の委員 8

名に無期停学処分が下されたという一連の動きも

含まれている。

京大では、 1940年代末から同学会を中心とし

た学生運動と大学当局がしばしば衝突していて、
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1950年 11月の前進座事件では大量 32名の学生

に処分が下されていた(幻。レッドパージ、朝鮮戦

争、講和問題など国内外におけるイデオロギー的

対立が急速に深まってきたことが、学生運動先鋭

化の背景であることは間違いない。だが天皇の来

学に関しては同学会は「天皇の来学を特別に歓迎

する意図ももたないけれども、又人間天皇がわれ

われのありのままの姿をみるのを拒否する意図も

もたなLリとの意向を表明していた(ぺその一方

で、同学会は来学2目前の 11月10日に天皇への

「公開質問状J(本資料資料番号:京大天皇 1-1、

以下資料番号のみ記載)と天皇との面会を求めた

申入書を大学当局に提出していたが、大学側はこ

れを拒否していた。

当日午後 1時すぎ、毎日新聞社の車に先導され

て天皇一行の自動車が京大に到着した。出迎え・

見物の教職員・学生が約 2000名いて、それと門

外に警備の警官約 500名が配置されていた。大学

側の記録によれば「着御十分前頃に、プラカード

四本を掲げた約十数名の一団が警備員の制止を聞

かず東側奉迎列の背後に来YS)たが、そのプラカ

ードには天皇制廃止と記されていた。そして、

「君が代」を流した毎日新聞社の車が構内に入る

と学生たちの聞から「平和の歌」が歌われはじめ、

彼等が押し合ったため車の通行路が狭められた。

しかし、天皇は予定通り本館玄関に到着し、 2階
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で各学部教授9名から進講を受けた。

学生たちも一旦は静かになったが、大学の要請

により警官が構内に入ったことで再び合唱がわき

起こった。しかし、警官と小競り合いはあったも

のの、天皇が予定を過ぎて午後 3時すぎに大学を

出る際には合唱は続いていただけで特に混乱はな

く、逮捕者もなかった。

ところが、翌日の新聞から京大の学生の行為に

対する激しい批判が展開されはじめた。そこには、

例えば「左翼小児病的レジスタンス趣味の一部心

なき学生の所業」であり「そんな無教養、無礼な

学生こそ、大学にいる資格はない。日本人でもな

い。さっさと学園を去るがいt~J (6) とあるように、

共産党の影響下にあった学生の計画的行為と決め

つける傾向が見られた。政府・自由党も事態を重

視し、 11月26日の衆議院法務委員会に服部峻治

郎京都大学学長と青木宏同学会委員長を喚問した

(京大天皇 2・81)が、結局警察の捜査は証拠不十

分で打ち切られ、立件は見送られた。しかし、学

内的には事件直後の 15日に「その自治能力を完

全に喪失したJ(7) として同学会解散が命じられ、

17日には同学会委員 8名に無期停学処分が下され

ることとなった。

学生たちの行動が、どれだけ偶発的なものであ

り、どれだけ共産党の指示であったのかを判断す

るのは難しい。前述の「公開質問状」については、

京大共産党細胞の指示であったとの執筆者中岡哲

郎の証言がある(ぺしかし、周知のように当時共

産党は分裂の最中にあり、統一的な方針を打ち出

せたかは疑問がある。掲げられたプラカードがわ

ずか 4本だったことが、共産党の指示が貫徹され

ていなかったことを示しているとの河西の指摘(9)

は真相に近いと考えられる。本資料中の小川四郎

「新綱領の実践はわれわれに何を教えたか 一京

大における天皇斗争の経験一J(京大天皇 6-1)(10) 

に、「京大細胞は、反戦・反ファシズムの学生の

要求と気分をつかみ、「アツ、ポリが入ってきや
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がった」という大衆のささやきをすばやくとらえ

て、情勢を判断し、平和を守れの大合唱に発展さ

せているJ(11)とあるのも、共産党が事件を主導し

たというよりも、自然発生的に起こった学生たち

の動きを拡大させたことを推測させる。先導車の

「君が代」や警官の構内導入に刺激されて偶発的

に起こった学生の感情の発露を、共産党が利用し

ようとしたというのが事件の構図ではなかろう

か。

2 [京大天皇事件関係資料』について

本資料の総点数は 148点、すべて紙に書かれた

文書である O これらの資料は、その形態から次の

三つに大別できる。

①資料を貼付または挟み込んだスクラップブック

1 (京大天皇 1-1-1・57)

②資料を貼付または挟み込んだスクラップブック

2 (京大天皇2・1-2・81)

③その他の資料(京大天皇3・1-9-2) 

この形態上の分類は、内容上の分類にもほぼ相

当する。すなわち、①は事件後主に同学会に学外

から送られてきた書簡、②は主に事件直前から

1951年末までに同学会、共産党関係、各種団体が

発行したビラ、声明類である O なお、京都大学が

作成した「十一月十二日京都大学行幸に際し生じ

た混乱についてJ(12) は①に、服部学長、青木委員

長が喚問された衆議院法務委員会の記録は②に挟

み込まれている。③はその他の資料であり、事件

直後に同学会や学生有志が作成した小冊子、共産

党作成の資料、 2002年開催の「京大天皇事件Jを

語る会記録集などからなっている。なお、このう

ち京大天皇 4-1から下1と9・1・9・2は、元同志社

大学の田中真人氏から中塚氏に寄贈されたもので

ある。

なお、①にまとめられている同学会宛の書簡と

は別に事件後京都大学宛に送られてきた投書は法

人文書『皇室関係書類』自昭和二十六年五月至同



年十一月(臼)にまとめられている。両者については

すでに河西が前掲「敗戦後における学生運動と京

大天皇事件」で分析しており、そこでは同学会宛

は学生たちを擁護・支持する書簡が大部分である

のに対して、大学宛は反対・不支持を表明してい

るものの方が多いとまとめられている。特に後者

では、学生を「赤JI左翼JI共産党Jと認識し、

彼等の「退学JI放校」など「厳罰」を求める書

簡が多い。一方前者については、「狂大生の大馬

鹿野郎J(京大天皇 1-4) といった感情的な書簡も

散見されるが、ほとんどは学生たちを激励してお

り、差出人は大学関係者が多い。

②においては、まず事件前には対日平和条約批

准反対を主張しているビラが見られ(京大天皇 Z

3-2・7)(14)、次いで天皇来学公表後は、この年夏

に学外で開催した原爆展を来学時に合わせて学内

で開催することを要求しているビラが残されてい

る。その他の多くは、事件後に発行されたビラ類

であり、学生の行動の正当性を主張したり、同学

会解散反対、警察を入れた大学当局に対する非難

などが主な内容である。ただ、よく見ると、当初

は大学当局を非難していたのが、突然 11月20日

になって「服部学長を先頭に京大の自治を守りぬ

こうJ(京大天皇2-29)とのビラが出されている。

これは、前述の小川四郎の文章によると、 17日夜

の拡大細胞委員会において出席した「上級機関の

同志」から方針転換を命じられたのだという。す

なわち、これまで京大細胞は天皇制に対する過小

評価があり「真の敵」を見失っている、そして

「当面の敵は、大橋・斎藤であり永田・内藤であ

る。これにたいして、われわれは、天野・蛤JI/・

高山・服部の一連の自由主義者(すくなくとも、

この闘いにおいて)をまもり、かれらをもまきこ

む国民戦線をキソにして、たたかわねばならな

t ~ J (15)のだとされた。 20日の同学会名義のビラは

正にこの転換を反映したものであり、少なくとも

事件後の同学会は共産党の強い指導下にあったこ

-73-

京大天皇事件関係資料

とが察せられる。

③にある小冊子 3点(京大天皇 3-1、3-2、3-3)

は、いずれも学生側から見た当日の状況、事件後

の報道への批判、衆議院法務委員会の状況、学生

を支持する識者の文章などで構成されている。ま

た、共産党関係の資料(京大天皇 6・1、7・1、9-1、

9-2)からは、党指導層の方針や、それへの京大細

胞の反発を含めた対応を窺うことができる。 1950

年代前半の武装闘争方針から 1955年のいわゆる

六全協に至る共産党の状況を断片的ではあるが示

している。

京大天皇事件は、発生そのものは偶発性の強い

事件であったが、その後の社会各層の対応は始ま

ったばかりの象徴天皇制の受け止め方をはしなく

も露わにするものでもあった。そうした意味で、

本資料は他の関係資料とともに、京大の歴史だけ

でなく天皇をめぐる社会史、政治史を見る上で必

須であると言うことができょう。

[註]

( 1) http://kensaku.kual.archives.kyoto-u.ac.jp/bun 

shokan/index.html 

( 2 )同事件については、河西秀哉 11950年代初頭に

おける象徴天皇像の相魁 ー京都大学天皇事件の

検討を通じて-J r日本史研究』第 502号、 2004

年、河西「敗戦後における学生運動と京大天皇事

件 - 1自治jと「理性j というキーワードか

ら-J r京都大学大学文書館研究紀要』第 5号、

2007年、および河西 rl象徴天皇」の戦後史』講

談社、 2010年、が詳しい。京都大学百年史編集委

員会編『京都大学百年史』総説編、 1998年、も参

照。また、同事件も含めた 1950年代前半の京大に

おける学生運動については、『戦後学生運動関係資

料j 1 (京都大学大学文書館蔵)にも関係資料が

ある。

( 3 )前掲『京都大学百年史』総説編、 548頁。

( 4 )京都大学「十一月十二日京都大学行幸に際し生



京都大学大学文書館研究紀要第9号 2011年

じた混乱について(第二次報告)J前掲『京都大学

百年史』資料編2、2000年、 629頁。

( 5 )同前、 629頁。

( 6) I社説天皇への無礼と京大の責任Jr京都新聞』

1951年 11月13日付朝刊。

( 7 )前掲『京都大学百年史』資料編2、627頁。

( 8 )前掲 rl象徴天皇Jの戦後史j100頁。ただし、

中岡は共産党員で、はなかった。

( 9 )同前、 107頁。

(10) r党建設者』第 2巻 7号、 1952年所収。カモフ

ラージュのため、表紙には狩猟同好会編『益鳥と

害鳥Jと印刷されている。
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(11)同前、 1頁。

(12)註(4)に先立ち作成された、いわば「第一次報告」

にあたる文書と考えられる。

(13)京都大学大学文書館蔵。資料番号 OIA01311a

(14)対日平和条約および日米安保条約は 9月8日に

調印され、事件後の 11月18日に批准された。

(15)前掲「新綱領の実践はわれわれに何を教えたか」

8 -10頁。なお、資料中の大橋は法務総裁、斎藤

は国家地方警察本部長宮、永田は京都市警本部長、

内藤は京大庶務課長、一方天野は文部大臣、蜂川

は京都府知事、高山は京都市長であった。

(京都大学大学文書館准教授 西山伸)
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京大天皇 1-36 MP70083 メッセージ
民主々義科学者協会

1951年 12月1日
地学団体研究部会札幌支部

京大天皇 1-37 MP70083 いわゆる「京大事件」についての声明
民主主義科学者協会大阪支部

1951年 12月1日
幹事会
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尽大天皇 1-40 MP70083 [激励文] 沢登俊雄
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尽大天皇 1-42 MP70083 [激励文] 新制農学部三回生

尽大天皇 1-43 MP70083 “不安の概念"学生版 京大工新三回羽田宏

泉大天皇 1-44 MP70083 責任者を表彰せよ 村山生

京大天皇 1-45 MP70083 [激励文] 坂口実夫

京大天皇 1-46 MP70083 [激励文]

尽大天皇 1-47 MP70083 [事件についての所感] 新制京都大学工学部一学生 11月 14日

京大天皇 1-48 MP70083 [激励文] 宮高社会科学研究会
同封物「京大同学会解散

反対の投票を!J 

京大天皇 1-49 MP70083 [事件当日目撃記録]

尽大天皇 1-50 MP70083 [激励・資料送付依頼] 勝山俊介 1951年 12月4日

京大天皇 1・51 MP70083 [激励文] 九大第一分校学生自治会中央委員会

京大天皇 1-52 MP70083 [激励文] 栗田治人

尽大天皇 1-53 MP70083 [泉大事件の収穫] 木村貞義 新聞投書切抜き

京大天皇 1・54 MP70083 同学会処分について
京大宇治分校文学部一回生

1951年 11月29日 京大新聞宛封書
江口圭一
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資料番号 ファイル番号 資 事ヰ 名 作成者 作成年月日(自) 作成年月日(至) 備 考

尽大天皇 1・55 MP70083 共産党と共産主義者へのお願ひ 宇治分校一回生吉田尚子

京大天皇 1・56 MP70083 [出頭通知書] 京都地方区検察庁 1951年 11月30日

京大天皇 1・57
十一月十二日京都大学行幸に際し生じた混乱

京都大学 1951年 11月 14日MP70083 
について

思大天皇2・1 MP70083 かえってもらおう 南陽介 1951年 9月21日

尽大天皇2・2 MP70083 講和批准を前にして全学に訴える! 同学会中央執行委員会 1951年 10月16日

京都大学文学部学生大会・尽都大

京大天皇 2-3 MP70083 全京都の学生諸君に訴える
学経済学部学生大会・吉田分校学 1951年 10月20日

生有志大会・京都大学同学会

京大天皇2・4
全学平和大会は訴える

全学平和大会 1951年 10月19日MP70083 
20日批准反対総ケツキのデモえ!

京大天皇2・5 MP70083 
立上った学友達につずき 一人残らず批准

同学会
反対の運動に参加しよう

京大天皇2・6 MP70083 
実力を以て両条約粉砕に立上がろう 京都大学同学会・全学平和大会・

1951年 10月20日
全京都の労働者の皆さん 文学部学友会・経済学部同好会

京大天皇 2-7 MP70083 天皇が来ても文化祭を聞かせよ! 同学会 1951年 11月5日

京大天皇2・8 MP70083 
魯迅・ゴーリキ死后十五年記念

京大中国研究会 1951年 11月 10日
12月 1，2日魯迅祭に参加して下さい

尽大天皇2・9 MP70083 原爆展開催要請署名 同学会

京大天皇2・10 MP70083 河上精神で十一・七デモえ 同好会

京大天皇2・11 声明書(水長宅投石事件の真相)
全官公庁労働組合尽都地方協議会

1951年 11月9日MP70083 
青年婦人部

京大天皇 2-12 MP70083 スト宣言 同志社大学法学部学生大会 1951年 10月23日

京大天皇2・13
“君が代"と“平和の歌"

京都大学同学会 1951年 11月 12日MP70083 
「十一・十二京大行幸事件」の真相と責任

尽大天皇 2-14 MP70083 公開質問状 京都大学同学会 1951年 11月 12日

京大天皇 2-15 MP70083 京大行幸事件の真相と同学会の態度 京都大学同学会執行委員会 1951年 11月 14日

思大天皇2・16 MP70083 『学園新聞j号外 京都大学新聞社 1951年 11月 13日

京大天皇2-17 MP70083 警官を入れたのが悪いのだ!

京大天皇 2-18 MP70083 天皇事件に就て吾々はかく考える 聴講生一同

京大天皇2・19 MP70083 E学部有志大会決議 有志大会参加者一同

京大天皇2・20 MP70083 同学会解散に断固反対 農学部自治会常任委員会 多数の書き込みあり
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資料番号 ファイル番号 資 事ヰ 名 作成者 作成年月日(自) 作成年月日(至) 備 考

忠大天皇 2-21 MP70083 内藤は何を企んだか 京大細胞

京大天皇2・22
同学会非合法化反対

京大同学会 1951年 11月 15日MP70083 
原爆展、平和大会を聞かせろ

尽大天皇2-23 MP70083 [掲示用ピラ] 京都の友特報 同学会解散反対

泉大天皇2・24 MP70083 同学会解散反対署名

京大天皇2・25 MP70083 資金カンパの訴え 京都大学同学会

京大天皇2・26 MP70083 「火のない所に煙」の処分 同学会

京大天皇2・27 MP70083 不当な処分に際し全学の皆さんに訴える 京都大学同学会 1951年 11月 19日

京大天皇2・28 MP70083 共同闘争申入書 京都大学同学会 1951年 11月 19日

忠大天皇2・29 MP70083 服部学長を先頭に京大の自治を守りぬこう 同学会 1951年 11月20日

泉大天皇2剛30 MP70083 教官協議会えの申入書(討議資料) 経済学部学生一同

京大天皇2・31 MP70083 「同学会事務所を一時引上げるに際しての声明」 京都大学同学会 1951年 11月20日

京大天皇2-32
同学会事務所を一時引き上げるに当つての同

京大同学会 1951年 11月20日MP70083 
学会声明

京大天皇2・33 MP70083 京都大学の学者学生諸君に訴える 日本共産党 1951年 11月20日

尽大天皇2-34 MP70083 “大橋法務総裁は第二次処分を要求している"!! 同学会

京大天皇2・35 MP70083 思大天皇事件の真相をきこう 同学会

京大天皇2-36
討論資料 全日本の学生・教授・職員に訴える

京都大学同学会執行委員会 1951年 11月21日 手書き書き込みありMP70083 
声明の同学会草案

泉大天皇2・37 MP70083 輔導機構改革及び全学自治会再建に関する見解 京都大学各学部自治会代表者会議 1951年 12月6日

京大天皇2・38 MP70083 天皇事件に関し全尽都・全日本の愛国者諸君
日本共産党京都府委員会 1951年 11月2.0日

に訴う

京大天皇2-39 MP70083 われ等天皇制の強化に反対する(草案) 尽都大学同学会 1951年 11月22日

京大天皇2-40 MP70083 [訴え文] 思都大学同学会 1951年 11月22日

尽大天皇 2-41 MP70083 『フラトーク.117 [鴨済局校新聞部]

京大天皇 2-42 MP70083 委員会に出席方依頼の件
衆議院法務委員長代理理事

1951年 11月24日 青木宏宛
押谷富三

京大天皇2-43 MP70083 「京大行幸事件」調査報告 日教組近畿地区協議会大学部

京大天皇2-44 MP70083 大学が選挙干渉 尽大細胞

京大天皇2・45 MP70083 京大“天皇事件"に関する戸明
尽都府会民統議員団・京都市会

1951年 11月25日
民統・共産党議員団

尽大天皇 2-46 MP70083 声明書忠大事件について 京都自由労働者組合中央委員会 1951年 11月25日
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資料番号 ファイル番号 資 事司 名 作成者 作成年月日(自) 作成年月日(歪) 備 考

嵐を呼ぶ政治衆議院法務委員会参考人とな
京大天皇2-47 MP70083 

って委員長青木宏
京大同学会 1951年 11月30日

京大天皇2・48 MP70083 有志学生のこえ 泉大学生有志責任者法E羽柴健一 1951年 12月1日

京大天皇2・49 MP70083 
“処分"はしないで“公安条例"でっかまえ

日本共産党京大細胞
ょうとする次の弾圧の手を打ち砕こう!

京大天皇2・50 MP70083 
全学確信を以て孤立せる検察ファッショに抗

日本共産党京大細胞 1951年 12月3日
議しよう

京大天皇2・51 MP70083 『協組ニュースJ 京大協同組合組織部 1951年 12月3日

京大天皇2・52 MP70083 “学民連"の諸君に対する公開質問状 大学を守る会

京大天皇2・53 MP70083 新潮会結成声明 尽大新潮会 12月3日

宮JII惇介・福島重雄・熊野和夫・

坂口昭夫・熊谷尚之・木村健・小

京大天皇2・54 MP70083 J自治会選挙に当つての共同声明 泉義雄・中村・-圃圃功・林哲男 1951年 12月4日

-光藤・・-浅野和男・粟津和之

-中村哲也

京大天皇2・55 MP70083 声明文 各学部自治会代表者会議 各学部自治会代表者会議 12月5日

京大天皇2・56 MP70083 
輔導機構改革と全学自治会再建について全学

各学部自治会代表者会議 1951年 12月7日
に訴える

京大天皇2-57 MP70083 天皇制の講演会ヘ行こう 民科歴史部会京都支部

京大天皇2・58 MP70083 天皇事件で三名の学生にタイホ状出した! 同学会中央執行委員会 12月8日

京大天皇2・59
十二・八総決を中心に年内に全学自治組織を

京大同学会中央執行委員会 1951年 12月28日MP70083 
再建しよう

京大天皇2-60 MP70083 全京都戦没学生追悼祭 全尽都自治会代表者会議 掲示用ピラ

講和批準后初の綜合部会に「公安条例と治安

京大天皇2・61 MP70083 関係諸法jのテーマを執り上げることについ [民主主義科学者協会京都支部]

て一書記局一

京大天皇2・62 MP70083 
確信をもって「改革案」を討議しよう

日本共産党京大細胞 1951年 12月14日
文部官僚を排し大学の自治を守るために

おねがい一天皇及天皇制に関する出版物発行 尽都大学・天皇及天皇制に関する
京大天皇2・63 MP70083 

計画についてー 出版物発行準備委員会

京大天皇2・64 MP70083 自治会代表者会議規約 カーボン被写

京大天皇2・65 MP70083 反戦平和詩集続天皇特集号 1951年 11月30日
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資料番号 ファイル番号 資 事ヰ 名 作成者 作成年月日(自) 作成年月日(至) 備 考

京大天皇2・66 MP70083 反戦平和詩集天皇特集号 11月10日

京大天皇2・67 MP70083 全京都戦没学生追ト祭中止 立命平和戦線

京大天皇2・68
CIC連行事件の経過と真相一大学の自由と自 法文学部自治委員会・岡大防衛学

12月6日MP70083 
治権の危機に際して一 生大会・教育学部学生協議会

京大天皇2・69 木村君からの手紙
法文学部自治委員会・岡山大学

MP70083 
新聞部

京大天皇2・70
全学生及全教職員に訴える-岡大新聞編集長

岡山大学法文自治会ほかMP70083 
木村君 CIC連行事件について一

京大天皇2・71 MP70083 同志社大報告 1951年 11月16日 手書き

京大天皇2・72
全国自治会代表者会議々事録報告及び討論

関西学連書記局 1951年 11月25日MP70083 
内容

京大天皇2・73 MP70083 京都大学同学会規則

京大天皇2・74 MP70083 [天皇来学時警備員配置図]

京大天皇2・75 MP70083 rWORDSj天皇問題批判特集 英文平和を守る会 1951年 11月15日

公開質問状・京大行幸事件の真相と同学会の 尽都大学同学会・尽都大学同学会
1951年 11月12日 1951年 11月14日 裏表印刷京大天皇2・76 MP70083 

態度 執行委員会

京大天皇2-77
“君が代"と“平和の歌"

MP70083 
いわゆる京大デモ事件の真相と責任

京大天皇2・78 MP70083 『学園新聞j号外 尽都大学新聞社 1951年 11月13日

尽大天皇2圃79 MP70083 申入書 京都大学同学会 1951年 11月9日

京大天皇2・80 MP70083 『大阪平和の友』第 2号 大阪平和友の会 1951年 12月30日

京大天皇2・81 MP70083 第 12回国会衆議院法務委員会記録第 17号 1951年 11月初日 議事録コピー

京大天皇3-1
『平和を希うがゆえに一京大天皇事件の真相一

京都大学同学会 1951年 12月8日MP70083 
(増補版)j

京大天皇3-2 MP70083 『この希いに結ぼれて一京大事件に想う -j 京都大学医学部学生有志 1951年 12月21日

京大天皇与3 『わだつみに誓う-京大天皇事件の記録-j
尽都大学同学会・全日本学生新聞

1951年 12月17日MP70083 
連盟共編、学園評論社

京大天皇4・1 京大天皇事件調査報告 京都大学職員組合特別調査委員会 1951年 12月20日
田中真人氏からの書簡添

MP70083 
付、封筒入

公開質問状・京大行幸事件の真相と同学会の 京都大学同学会・尽都大学同学会
1951年 11月12日 1951年 11月14日

コピー 2ページ、田中真
京大天皇5-1 MP70083 

態度 執行委員会 人氏からの書簡添付
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資料番号 ファイル番号 資 事ヰ 名 作成者 作成年月日(自) 作成年月日(至) 備 考

『益鳥と害鳥』
コピー 13ページ、田中

京大天皇ら1 MP70083 
[党建設者第 2巻第7号(通巻23号)J

[共産党所感派?] 1952年4月15日 真人氏からの書簡添付、

封筒入り

コピー 7ページ、田中真

京大天皇 7-1 MP70083 [平和と独立 コピー] [共産党臨時中央指導部?] 1951年 11月17日 1951年 12月17日 人氏からの書簡添付、封

筒入り

冊子 63ページ、小畑哲

雄氏から書簡添付、「天

皇事件・前日までの日録

r1951年-2001年「京大天皇事件」を語る会
(豊田善治氏作成、 21ペ

京大天皇8-1 MP70083 小畑哲雄 2002年 3月15日 ージ)、『平和を希うがゆ
記録集』

えに-京大天皇事件の真

相-(増補版Hコピー、

反戦詩集天皇特集号・続

天皇特集号翻刻

コピー 7ページ、田中真

京大天皇 9-1 MP70083 関西地方委員会の誤れる見解についての意見書 京大研究員職員細胞 1956年 5月24日 人氏からの書簡添付、封

筒入り

いままでの京大細胞のたたかいと今後解決し
コピー 6ページ、田中真

京大天皇9・2 MP70083 
ていかなければならない問題について

京都大学細胞指導部 1955年 11月6日 人氏からの書簡添付、封

筒入り (9・1と同封)
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