
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

『戦後学生運動関係資料』III解説
・目録

京都大学大学文書館

京都大学大学文書館. 『戦後学生運動関係資料』III解説・目録. 2011

2011-03-31

http://hdl.handle.net/2433/139425



京
都
大
学
大
学
文
書
館
編

二
O
一一

年
三
月

解
説
・
目
録



『
戦
後
学
生
運
動
関
係
資
料
」
皿

解
説
・
目
録





目

次
I 

解
説

『
戦
後
学
生
運
動
関
係
資
料
」

1 

由
来
と
概
要

2 

時
代
的
背
景

3 

本
資
料
の
研
究
上
の
意
義

E 

目
録凡

例
目
録

E
に
つ
い
て
(
西
山

伸

2 2 3 8 9 





解

説



説

『
戦
後
学
生
運
動
関
係
資
料
』

E
に
つ
い
て

解

西
山

イ申

1 

由
来
と
概
要

「
戦
後
学
生
運
動
関
係
資
料
』

E
(
以
下
「
本
資
料
」
と
表
記
)
は
、
二

O
一
O
年
五
月

に
西
山
勝
夫
滋
賀
医
科
大
学
名
誉
教
授
(
一
九
六
五
年
工
学
部
高
分
子
化
学
科
卒
)
よ
り
寄

贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

資
料
点
数
は
総
計
一
七
二
七
点
、
そ
の
大
部
分
は
学
生
お
よ
び
各
種
団
体
が
発
行
し
た
ピ

ラ
、
刊
行
物
で
あ
る
。
各
資
料
が
作
成
さ
れ
た
年
代
は
、

一
九
六
一
年
か
ら
六
五
年
と
い
う

西
山
氏
が
在
学
し
て
い
た
時
期
に
集
中
し
て
お
り
、
本
資
料
は
同
氏
が
在
学
中
に
収
集
し
、

保
存
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

本
資
料
は
、
西
山
氏
に
よ
っ
て
二
五
冊
の
フ
ァ
イ
ル
に
綴
じ
て
保
存
さ
れ
て
い
た
。
整
理

に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
フ
ァ
イ
ル
に
一
か
ら
二
五
ま
で
の
番
号
を
付
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

フ
ァ
イ
ル
内
部
の
資
料
に
は
上
か
ら
順
に
枝
番
号
を
付
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
所

在
番
号
」
と
し
て
目
録
に
表
記
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
所
在
番
号
順
を
た
ど
れ
ば
、
原

秩
序
を
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
形
態
お
よ
び
作
成
主
体
か
ら
次
の
八
種
類
に
分
類
し
た
。

1 

大
学
当
局
に
よ
る
通
知
・
掲
示
そ
の
他
の
文
書

2 

学
生
・
職
員
等
学
内
の
各
種
団
体
に
よ
る
機
関
紙
・
定
期
的
刊
行
物

3 

学
生
・
職
員
等
学
内
の
各
種
団
体
・
個
人
に
よ
る
ピ
ラ

4 

学
生
・
職
員
等
学
内
の
各
種
団
体
・
個
人
に
よ
る
そ
の
他
の
刊
行
物

5 

『
京
都
大
学
新
聞
』

6 

学
外
の
各
種
団
体
に
よ
る
機
関
紙
・
定
期
的
刊
行
物

7 

学
外
の
各
種
団
体
・
個
人
に
よ
る
ビ
ラ

8 

学
外
の
各
種
団
体
・
個
人
に
よ
る
そ
の
他
の
刊
行
物

右
の
よ
う
に
分
類
し
た
個
別
資
料
に
つ
い
て
、
ま
ず
八
つ
の
分
類
番
号
を
付
し
た
上
で
、
分

類
中
の
年
代
順
に
配
列
し
て
枝
番
号
を
付
し
、
本
資
料
全
体
の
資
料
名
と
合
わ
せ
て
、
そ
れ

を
「
識
別
番
号
」
と
し
た
(
例

戦
後
学
生
運
動
E
l
3
|
貯
)
。
資
料
の
引
用
、
閲
覧
等

に
は
主
と
し
て
こ
の
識
別
番
号
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

2 

時
代
的
背
景

個
別
資
料
を
分
類
別
、
作
成
年
月
別
に
点
数
を
表
示
し
た
の
が
表
ー
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

本
資
料
が
こ
の
年
代
の
京
大
学
生
運
動
関
係
の
資
料
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

-2-

ピ
ラ
や
刊
行
物
の
発
行
傾
向
を
知
る
一
つ
の
目
安
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
で
分
か
る
と
お
り
、
学
生
運
動
の
ビ
ラ
や
刊
行
物
は
年
間
を
通
じ
て
均
等
に
出
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
毎
年
自
治
会
の
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
た
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て

と
、
九
月
か
ら
一
一
月
く
ら
い
の
時
期
に
発
行
は
集
中
し
て
い
る
。
逆
に
夏
休
み
や
入
試
の

時
期
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
発
行
さ
れ
て
い
な
い
。

本
資
料
が
扱
っ
て
い
る
一
九
六

0
年
代
前
半
は
、
六

O
年
安
保
闘
争
が
終
息
し
、
学
生
運

動
が
沈
滞
と
分
裂
を
迎
え
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
安
保
闘
争
以
前

か
ら
共
産
党
系
の
学
生
運
動
と
い
わ
ゆ
る
新
左
翼
系
の
そ
れ
と
は
す
で
に
路
線
を
違
え
て
い

た
が
、
安
保
闘
争
の
総
括
を
め
ぐ
っ
て
前
二
者
の
対
立
に
加
え
て
新
左
翼
系
内
部
の
対
立
や

分
裂
も
起
こ
り
始
め
て
い
た
。

京
大
で
は
、
前
二
者
の
対
立
が
「
統
一
派
」
と
「
主
流
派
」
の
対
立
と
し
て
現
れ
て
お
り
、

両
派
は
自
治
会
の
代
議
員
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
選
挙
戦
を
繰
り
広
げ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、

学
内
で
は
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
工
学
部
へ
の
自
衛
官
入
学
な
ど
を
学
生
た



ち
は
争
点
と
し
て
取
り
上
げ
、
文
教
政
策
全
般
で
は
池
田
内
閣
の
国
立
大
学
運
営
管
理
法
案

提
出
の
動
き
(
結
局
閣
議
決
定
で
国
会
提
出
取
り
や
め
)
が
あ
り
、
ま
た
社
会
に
お
い
て
は

政
治
的
暴
力
行
為
防
止
法
案
の
衆
議
院
で
の
強
行
採
決
(
最
終
的
に
は
継
続
審
議
)
、

ソ
連

核
実
験
に
伴
う
原
水
爆
禁
止
を
求
め
る
運
動
の
亀
裂
、
日
韓
条
約
締
結
反
対
な
ど
、
様
々
な

論
点
を
め
ぐ
っ
て
学
生
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
学
生
の
動
き
は
本
資
料
か
ら
も
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、

一
九
六
二
年
一
二
月
に
は
大
学
管
理
法
国
会
上
程
阻
止
を

目
指
し
て
全
学
閉
鎖
を
提
起
し
た
同
学
会
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
統
一
派
の
間
で
は
厳
し
い

対
立
が
見
ら
れ
た
。
と
は
い
え
、
前
後
の
時
期
に
比
べ
る
と
、

一
九
六

0
年
代
前
半
は
学
生

の
ノ
ン
ポ
リ
化
が
進
み
、
学
生
運
動
は
全
般
と
し
て
低
調
で
あ
っ
た
感
は
否
め
な
い
。

3 

本
資
料
の
研
究
上
の
意
義

近
年
、
六

O
年
安
保
闘
争
や
大
学
紛
争
に
関
す
る
資
料
や
研
究
書
は
少
し
ず
つ
公
に
さ
れ

つ
つ
あ
る
が
、

一
九
六

0
年
代
前
半
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な

い
と
言
っ
て
も
よ
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
学
生
運
動
の
分
裂
が
深
ま
っ
て
い
っ

た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
一
九
六

0
年
代
末
の
大
学
紛
争
に
お
け
る
学
生
聞
の
対
立
構
図
が
出

来
上
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

つ
ま
り
、
大
学
紛
争
に
お
け
る
学
生
の
動
き
(
特

『戦後学生運動関係資料jmについて

に
特
定
の
団
体
に
属
し
て
い
る
よ
う
な
)
を
理
解
す
る
に
は
、
こ
の
時
期
の
資
料
を
跡
づ
け

て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
大
学
全
体
に
目
を
移
す
と
、
高
度
経
済
成
長
が
本
格
化
し
た
こ
の
時
期
に
は
、
産

業
界
か
ら
の
要
請
も
あ
っ
て
国
立
大
学
を
中
心
に
理
工
系
が
大
幅
に
拡
充
さ
れ
て
い
た
。
「
機

会
均
等
」
を
謡
、
っ
戦
後
改
革
に
よ
っ
て
大
学
の
数
は
す
で
に
増
加
し
て
い
た
が
、
個
々
の
大

学
の
規
模
が
巨
大
化
し
、
同
時
に
大
学
と
産
業
界
と
の
結
び
つ
き
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
の
も

こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
現
在
の
大
学
の
姿
に
直
接
つ
な
が
る
動
き
で
あ
り
、
こ
う
し

た
動
向
を
当
時
の
学
生
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、
い
か
に
問
題
提
起
し
て
い
っ
た
の
か
、

を
考
え
る
こ
と
は
今
日
的
意
味
を
も
っ
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
研
究
を
行
う
素
材
が
本
資

料
に
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

本
資
料
の
整
理
・
公
開
に
よ
っ
て
、

一
九
五

0
年
代
前
半
か
ら
七

0
年
代
初
頭
ま
で
の
京

大
に
お
け
る
学
生
運
動
関
係
資
料
は
、
六

O
年
安
保
闘
争
時
を
除
き
、

一
つ
の
流
れ
と
し
て

つ
な
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。
今
後
は
、
こ
の
流
れ
を
さ
ら
に
深
め
、
広
げ
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

、工・・-z=ロ(1)
全
学
閉
鎖
へ
の
動
き
は
結
局
挫
折
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
の
新
左
翼
系
学
生
運
動
が
、

の
ち
の
大
学
紛
争
時
の
京
大
で
の
運
動
に
つ
な
が
っ
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
例
え
ば
、
せ
き
も

と
・
か
ず
み
は
「
い
わ
ゆ
る
大
管
法
闘
争
の
中
で
提
起
さ
れ
た
、
京
大
全
構
成
員
の
投
票
に
よ
る

二
了
八
、
全
学
閉
鎖
は
、
六
八
年
、
六
九
年
の
闘
争
に
お
け
る
封
鎖
バ
リ
ケ
ー
ド
構
築
に
関
連

-3-

さ
せ
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
せ
き
も
と
・
か
ず
み
「
学
問
的
類
廃
を
告
発
す

る

ー
京
都
大
学
闘
争
の
経
過
と
そ
の
意
味
l

」
『
中
央
公
論
』
一
九
六
九
年
四
月
号
、
一
一
一
一
一
頁
)
。



表 1 年月・分類別点数
福

山

町

睦

年月¥分類 2 3 4 5 6 7 8 計 主な出来事

1957 。l 1 。。。。2 4 

1958 1 。。。。。。。1 

1960 。。。2 。。。 3 。。。1 。。。。1 

4 。2 19 6 。 2 31 

5 。3 20 15 。13 7 2 60 教養部宇治分校廃止、吉田分校へ統合(1日)。工業教員養成所設置 (19日)。

6 。2 28 12 。8 18 2 70 政治的暴力行為防止法案、国会で継続審議となる (8日)。

7 。2 。3 。。。2 7 

1961 8 。 。。。。。。1 

9 。2 7 3 。5 4 4 25 文部省、理工系学生を1964年度までに 2万人増募する計画決定(1日)0ソ連、核実験再開(1日)。

10 。。9 6 。13 1 l 30 

11 。1 11 8 。6 l 2 29 

12 。。15 7 。2 。。24 

不明 。。5 11 。2 1 2 21 。1 3 3 。5 2 l 15 

2 。。。。。。1 。
3 。。。。。。。2 2 

4 。。2 6 。3 。5 16 

5 。。17 5 。8 3 5 38 ガガーリン来学 (25日)。

6 。 50 14 。3 4 73 中教審特別委員会「大学の管理運営について」答申原案作成、文相の監督権明確化など (20日)。

1962 7 。3 9 。。。3 16 

8 。2 1 。。2 15 21 第8回原水禁世界大会開催、社会党・総評のソ連の核実験抗議の動議で紛糾 (8日)。

9 。8 18 5 。7 6 8 52 

10 。5 40 12 。10 9 4 80 キューパ危機 (22日)。

11 2 9 59 24 。11 8 7 120 同学会、「大管法粉砕時計台前集会Jを無許可で強行(1日)。

12 1 5 28 11 。13 8 6 72 

不明 。2 8 17 。。2 4 33 

ド『

寸4



い
エ
わ
け
-
園
『
誌
鄭
睡
眠
極
刑
川
町
糾
謝
料
鑑
』

。1 24 21 1 17 1 66 
東南アジア研究センター発足 (8日)。閣議、「大学運営法案」国会提出取りやめを決定 (25日)。中教審、「大学

の管理運営について」答申を文相に提出 (28日)。

2 。。2 2 。1 。 6 

3 。。 2 。2 。2 7 

4 。。12 4 。4 。2 22 

5 1 1 38 16 。7 。 64 

1963 
6 。。74 18 。15 4 3 114 

7 。5 2 。l 。4 13 

8 。。。。。1 2 3 6 

9 。。41 14 。11 。9 75 

10 。l 27 13 。4 l 3 49 

11 1 l 20 10 。2 2 4 40 

12 。l 11 7 。l 3 2 25 

不明 。。7 6 。2 1 5 21 。I 7 10 。2 l 3 24 

2 。2 l 。7 l 。12 文部省、国立学校学寮経費の負担区分につき通達 (18日)。

3 。。。。。2 。6 8 

4 。l 6 5 。8 1 8 29 

5 。3 7 6 。6 。 23 

6 。8 8 6 。3 3 29 

1964 7 。。6 2 。3 4 6 21 

8 。1 。 。。。4 6トンキン湾事件 (2日)。

9 。5 6 3 。5 3 5 27 工学部自治会、自衛官入学問題に関する公開質問状を工学部教授会に提出 (9日)。

10 。5 5 3 。8 9 3 33 

11 。3 8 4 。3 l 1 20 

12 。3 13 5 。6 2 3 32 

不明 。3 2 13 。。2 4 24 。。。。。19 5 2 26 慶大生、学費値上げ反対で全学スト (28日)。

1965 2 。。4 l 。12 。1 18 米軍、北爆開始 (7日)。

不明 。。1 2 。。。。3 

不明 I 。3 7 。 4 22 38 

計 7 95 686 355 263 128 192 1727 
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1 本目録は、京都大学大学文書館所蔵の『戦後学生運動関係資料Jrn目録である。

2 r識別番号」とは、各資料の内容に即した分類に基づいて付した番号である。具体的な分類については、本書解説を参照のこと O

3 rファイル番号」とは、今回の整理作業の際作成したコピーを綴じたファイルに付した番号である。なお、コピーを作成していない場合は空欄とした0

4 r所在番号」とは、大学文書館に寄贈された際の各資料の原秩序を反映させて付した番号である。

5 r作成年月日」とは、資料が作成された年月日のことである O なお、目録作成者による推定については、で表記した。不明の場合は空欄とした。

6 r作成者」とは、資料中に明示された各資料の作成主体のことである。目録作成者による推定についてはで表記した。不明の場合は空欄とした。

7 r資料名」とは、刊行物・文書等で表題が明示されている場合はその表題を記したものである。また、ピラ等で表題が明示されていない場合は、主な見出しを

採録した。メモ等で表題が明示されていない場合は、内容に応じて目録作成者が付した。その際はで表記した。

8 r備考」には、各資料についての理解を深めると考えられる事項を適宜記載した。

9 判読不明の文字は口口で表記した。



識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

戦後学生運動ill-1-1 MP70l07 18-2 1958年6月30日 京都大学学生部長 全学学生自治会再建運動の経過について 6頁

戦後学生運動ill-1-2 MP70l07 7 -117 1962年11月13日 京都大学学生部長芦田譲治 大学管理問題に関する総長談話の要旨 l枚

戦後学生運動ill-1-3 MP70l07 7 -83 1962年11月28日 京都大学総長平津興 学生諸君に訴える 1枚、「大学閉鎖」は「不法な暴挙」

戦後学生運動ill-1-4 MP70107 7 -104 1962年12月3日 京都大学学生部長芦田譲治 学生諸君への注意
l枚、「全学閉鎖」とそれを目的とする投票

禁止

1枚、「授業中の監督を強化し、訓練を厳し

戦後学生運動ill-1-5 MP70l07 15-78 1963年5月 高分子化学教室 分析化学実験指導要項 くする必要」から具体策を示したもの、書

き込みあり

戦後学生運動ill-1-6 MP70l07 16-41 1963年11月13日 工学部 自衛隊技術貸費生説明会 掲不物、 l枚、書き込みあり、 11月19日開催

戦後学生運動ill-1-7 MP70107 12-70 工学部長 工学部学生自治会ボックス使用注意事項 1枚

『樹々のみどり 帰郷活動ニュース』第8
16頁、「第二回原水爆禁止世界大会の総括」

戦後学生運動ill-2-1 MP70107 22-1 1957年9月11日 京都大学帰郷活動センター 「帰郷活動の位置づけと京大の果した役割」
号

など

1枚、「総長及評議員代表との団交の結果J
戦後学生運動ill-2-2 MP70l07 19-82 (1961年4月26日〕 同学会中執委・教養部常任委員会 『斗争ニュース』 「評議員会に全学生の意志を集中せよ!ク

ラス決議・署名を提出せよ !J
l枚、「総長及評議員代表との団父の結果」

戦後学生運動ill-2-3 MP70l07 19-93 (1961年4月26日〕 同学会中執委、教養部常任委員会 『斗争ニュースJ 「評議員会に全学生の意志を集中せよ!ク

ラス決議・署名を提出せよ!J

戦後学生運動ill-2-4 MP70l07 19-80 1961年5月25日
教養部自治会常任委、同学会中央執

『斗争ニュース.1NO.3 
l枚、「社会党「政暴法J阻止めざして断固、

行委員会 院内斗争を展開!!J

1枚、「政暴法粉砕!臨教粉砕J15.30午后

戦後学生運動ill-2-5 MP70107 19-78 1961年5月26日 同学会情宣部書記局 『同学会書記局通達.1No.l2 
授業放棄・時計台前集会を成功させよう。」

16・3統一行動を成功させ、 6日全学ストをか

ちとろう」

戦後学生運動ill-2-6 MP70l07 19-74 (1961年J5月31日 同学会書記局 『緊急同学会書記局通達.1No.l4 
l枚、「情勢にヴイヴイドに対応せよ! 6.3. 

6・6に向けて戦いを強化せよ!J

l枚、「自民、民社の暴挙(強行採決)を許
戦後学生運動ill-2-7 MP70l07 19-66 1961年6月4日 同学会情宣部内書記局 『同学会書記局通達』 すな! 政暴法粉砕、臨教阻止時計台前大

集会を成功させよ。」

同学会中央執行委員会、教養部自治
1枚、「きょう愈々会期切れ政暴法の廃案

戦後学生運動ill-2-8 MP70l07 19-55 1961年6月7日
会常任委員会

『政暴法粉砕斗争ニュース』 (審議未了)めざし、今日(全学連第七波)

一日をたたかいぬけ!Jなど

1枚、「ふるさとにおける帰郷活動にとりく

戦後学生運動E“2-9 MP70107 19同 52 1961年7月1日 同学会書記局 『同学会書記局通達.1No.l 
み、来るべき秋の全面的反動攻勢に備えよ!

反動的告示第7号、教養部長告断固粉砕!J
など、書き込みあり

同学会中央執行委員会、帰郷活動セ
34頁、ホッチキスとめ、「同学会ニュース

戦後学生運動ill-2-1O MP70l07 19-22 (1961年7月〕
ンター会議

『樹々 のみどり.1No.l 夏休み号J1情勢J11全学連第17固定期全

国大会」報告」など

同学会中央執行委員会、帰郷活動セ
11頁、ホッチキスとめ、「同学会ニュース

戦後学生運動ill-2-11 MP70l07 19-21 (1961年8月〕 『樹々 の緑.1No.2 夏休み帰活号J1池田の新政策と秋の学生
ンター会議

運動」など一
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蟻
識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

戦後学生運動ill-2四12 MP70l07 19-20 1961年9月2日 同学会書記局 『同学会書記局通達JNo.3 
1枚、両面、「池田の新政策と秋の学生運動

政暴法を粉砕せよ!!Jなど

戦後学生運動ill-2-13 MP70l07 19-19 1961年9月10日 同学会書記局 『向学会書記局通達JNo.4 
l枚、両面、 19・20、秋の第一波斗争を政暴

法粉砕の突破口とせよ!!Jなど

1枚、「米ソ核実験反対!帝国主義者の戦争

政策粉砕! 日本帝国主義の海外侵出・

戦後学生運動ill-2-14 MP70l07 20-30 1961年11月24日 同学会書記局 『同学会書記局通達JNo.12 NEATO結成をめざす「日韓会談j反対!

池田の治安労働攻勢と対決し刑法・憲法

改悪の道を阻止せよ!J 
2枚、両面、ホッチキスとめ、「世界情勢分

戦後学生運動ill-2-15 MP70l07 20-14 (1962年)1月19日 学友会本部 『学友会通達』 析 ヨーロッパ労働運動の前進と後進国の

政治的動乱」など

戦後学生運動ill-2-16 MP70l07 13-49 1962年6月13日 京都大学学生会館設立準備委員会 『京大ユニオン』創刊号
4頁、「疎外を克服する場要求する我々の

視点」など

6頁、 11大学管理制問題の急展開JIII原

戦後学生運動ill-2-17 MP70l07 6幽 72 1962年7月20日 京大職員組合情宣部 『週刊職組JNo.47 
水禁大会の京大での準備Jlill夏季臨海学

校JI町職組書記交代の件JIV小・中学校

学力テストの職務命令」

戦後学生運動ill-2-18 MP70l07 21-57 (1962年7月〕 京大同学会 『樹々のみどり』号外
2枚、両面1枚、ホッチキスとめ、「名古屋

公聴会阻止斗争の事実報告」

戦後学生運動ill-2-19 MP70l07 21-60 (1962年7月〕
同学会中央執行委員会、帰郷活動セ

『樹々のみどり 帰郷活動ニュースJ1 
37頁、ホッチキスとめ、「我々をめぐる情勢」

ンター会議 など

戦後学生運動ill-2-20 MP70l07 21-59 1962年8月16日 同学会帰活センター 『帰活ニュース 樹々のみどり NO.3
23頁、ホッチキスとめ、「池田内閣の成立と

その性格」など

戦後学生運動ill-2-21 MP70l07 6-18 (1962年8月〕 平和を守る会、統一派帰活センター 『第8回原水禁大会ニュース』第3号 2枚、ホッチキスとめ、「基調報告批判」

戦後学生運動ill-2-22 MP70l07 24-11 1962年9月11日 反戦斗争実行委員会 『斗う全学連JNo.2 
1枚、両面、「くさりきった自治会執行部(社

学問)を弾劾せよ !J

戦後学生運動ill-2-23 MP70l07 24-12 1962年9月12日 全学連反戦斗争実行委員会 『斗う全学連JNO.3 
l枚、「クラス討議を更に深め直ちにソ連核

実験反対9.14斗争参加決議を!J 
3枚、両面、「重大な局面を迎えた東南ア研

戦後学生運動ill-2-24 MP70l07 6-.6 1962年9月13日
東南アジア研究センター問題対策協

『東南ア研対策ニュース』第l号
問題」、 2枚目 11東南アジア研究センター

議会 問題」に関する声明」、3枚目「討議資料「東

南アジヤ研究計画草案J抜粋」

戦後学生運動ill-2-25 MP70l07 6-10 1962年9月13日
東南アジア研究センター問題対策協

『東南ア研対策ニュース』第l号
l枚、両面、「重大な局面を迎えた東南ア研

議会 問題」

1枚、「米ソ核実験に反対の学友はすべて集

戦後学生運動ill-2-26 MP70l07 24町 13 1962年9月14日 全学連反戦斗争実行委員会 『斗う全学連JNO.5 まろう! 学友諸君三時! 40パンへ」、

書き込みあり

戦後学生運動ill-2-27 MP70l07 21開 22 1962年9月17日 同学会書記局 『同学会書記局通達』 2枚、両面、ホッチキスとめ

l枚、両面、 119.21斗争もり上る!J I II統

戦後学生運動ill-2-28 MP70107 6-45 1962年9月19日 全学統一派活動者会議事務局 『統一派活動者会議ニュースJNo.1 
一派破竹の勢いで進撃する!J lill当面の

方針J、統一派事務局財責「統一派財政を

皆様の手で成功させよう。」

国
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戦後学生運動E開2四29 MP70107 24-14 1962年9月19日 全学連反戦斗争実行委員会 『斗う全学連jNo.7 l枚、両面、「自治会執行部不信任!J 

戦後学生運動ill-2-30 MP70l07 24-15 1962年10月12日 全学連10月ゼネスト実行委員会 『斗う全学連jNo.11 
1枚、両面、「大管法粉砕10・31全国ゼネス

トで斗おう !J

戦後学生運動ill-2-31 MP70l07 21-13 1962年10月23日 2回生S 『追求』創刊号
l枚、両面、古川二郎「創刊の辞」、榊原冗

「大管法粉砕のために大管法の考察」など

l枚、両面、 110・30斗争に決起せよ! 11・1
戦後学生運動ill-2-32 MP70107 7 -118 (1962年10月〕 経済同好会 『斗争ニュース』 ストライキのためにJ1教育の軍国主義化を

打ち破ろう !J
l枚、「泉大の統ーがなぜ、全学連の分裂で、な

戦後学生運動ill-2聞33 MP70107 24-16 (1962年10月〕 全学連十月ゼネスト実行委員会 『斗う全学連jNo.l8 ければならないか ー0・三一全国統一行

動を実現しよう」

6頁、「疑惑・反対の声教官層にひろがるJ1八
月フォード財団に送った申請書および予算

書について一予算書を「公表」する-J
戦後学生運動ill-2-34 MP70107 6-11 (1962年10月〕 東南ア研問題対策協議会 『東南ア研対策ニュース』第3号 「フォード財団は慈善団体か?-注目すべき

茅発言-J、東南ア研問題対策協議会「要

望書J(東南アジア研究センター設立計画

準備委員会宛て、 1962年10月8日付)

戦後学生運動ill-2-35 MP70107 24-17 1962年11月1日 全学連十月ゼネスト実行委員会 『斗う全学連jNo.20 
1枚、「斗いの中で戦線を統一し大管法を粉

砕しよう」

戦後学生運動ill-2-36 MP70l07 7 -21 1962年11月l日 文学部学友会常任委員会 『学友会ニュース』第1号
l枚、「学生集会に-00名結集し“授業放

棄"決まるJ111.1を“授業放棄"で斗おう」

l枚、「日韓会談・大管法粉砕のため11.16スト
戦後学生運動ill-2-37 MP70107 7 -46 1962年11月12日 学友会常任委員会 rL・学友会ニュースj2号 ライキ.11.l7全国統一行動を成功させよう

第4回拡大自治委員会での討議から」など

1枚、 11青田府学連委員長の学生部との団父
戦後学生運動ill-2-38 MP70107 24-18 1962年11月12日 全学連大管法阻止斗争委員会 『斗う全学連jNo.22 における発言は何を意味するか?J 1ストを

やめてまで教授と一緒にやるべきかけなど

1枚、「大学当局は大管法を推進している!

戦後学生運動ill-2-39 MP70l07 24-19 1962年11月15日 全学連大管法阻止斗争委員会 『斗う全学連jNo.24 
『告』の撤回を要求しよう!J 1学校当局

は警察権力の下部組織だ! 警察の不当弾

圧を弾劾するリなど

戦後学生運動ill-2-40 MP70l07 24-20 1962年11月16日 大管法阻止ゼネスト実行委員会 『斗う全学連jNo.25 
1枚、「無方針の執行部・分裂を策す民青JI不
当弾圧粉砕・府警へ抗議デモを!Jなど

戦後学生運動ill-2-41 MP70l07 24-21 1962年11月19日 大管法阻止ゼネスト実行委員会 『斗う全学連jNo.26 
l枚、「執行部をのりこえ11.30全国ゼネスト

に起て !J
戦後学生運動E開2-42 MP70107 24-22 1962年11月27日 大管法阻止ゼネスト実行委員会 『斗う全学連jNo.27 

1枚、両面、 111.30ゼネストこそ斗いのカギ

だ!J
戦後学生運動ill-2-43 MP70l07 24同 23 1962年11月29日 大管法阻止ゼネスト実行委員会 『斗う全学連jNo.28 

1枚、「明日の全国ゼネストに起て!! 執行

部の斗争放棄を許すな !J
1枚、「執行部と民青の偏向を打破し我々の

戦後学生運動ill-2-44 MP70l07 24-24 1962年12月1日 大管法阻止ゼネスト実行委員会 『斗う全学連jNo.31 斗いを更に推し進めよ! 1.30にふまえ、

12.8大学閉鎖を勝取れJ

同
誌
駆
睡
眠
諭
刑
判
州
都
総
鋸



同協
叫骨t

血

同

識別番号

戦後学生運動ill-2-45

戦後学生運動ill-2-46

戦後学生運動ill-2-47

戦後学生運動ill-2-48
戦後学生運動E司2-49

戦後学生運動ill-2-50

戦後学生運動ill-2-51

戦後学生運動ill-2・52

戦後学生運動ill-2-53

戦後学生運動ill-2-54

戦後学生運動ill-2-55

戦後学生運動ill-2-56

戦後学生運動ill-2-57

戦後学生運動ill-2-58

戦後学生運動ill-2-59

戦後学生運動ill-2司60

戦後学生運動ill-2-61

ファイル番号

MP70l07 

MP70107 

MP70l07 

MP70l07 
MP70107 

MP70l07 

MP70l07 

MP70107 

MP70l07 

MP70l07 

MP70l07 

MP70l07 

MP70l07 

MP70l07 

MP70107 

MP70l07 

MP70l07 

所在番号 作成年月日

24-25 1962年12月6日

24-26 1962年12月8日

24-27 1962年12月13日

9-30 1962年12月18日
13-35 (1962年〕

13-30 (1962年〕

24-45 1963年l月14日

15-87 1963年5月28日

13-3 1963年7月6日

13 -5 (1963年J7月18日

13-4 1963年7月27日

13-9 1963年7月27日

15 -2 (1963年7月〕

16-8 1963年10月25日

16司 25 1963年11月20日

16-6 1963年12月20日

5-2 1964年1月17日

作成者 資料名

大管法粉砕ゼネスト実行委員会 『斗う全学連jNO.35 

大管法粉砕ゼネスト実行委員会 『斗う全学連jNO.37 

大管法粉砕ゼネスト実行委員会 『斗う全学連jNO.40 

京都大学「思想、と文化」編集部 『思想、と文化』創刊号

平和を守る会 『第8回原水禁大会ニュース』第1号

平和を守る会 『第8回原水禁大会ニュース』第2号

全学連主流派活動者会議 『斗う全学連jNO.42 

学部統一派情宣部 『学部統一派通達jNo.l 

第9回原水爆禁止世界大会京大実行
『原水禁ニュース』第1号

委員会

第9回原水禁大会京大学生実行委員
『原水禁ニュースJ第二号ぷf5;、

〔第9回原水爆禁止世界大会京大実行
『事務局ニュースjNo.l 

委員会事務局〕

〔第9回原水爆禁止世界大会忠大実行
『事務局ニュースjNo.l 

委員会事務局〕

京大実行委員会 『原水禁ニュース』号外

東南ア研問題全学対策協議会 『東南ア研対策ニュース』第四号

〔経済学部同好会〕 『同好会ニュース』創刊号

〔工学部自治会常任委員会〕 『工学部自治会NEWSj第1号

〔工学部自治会常任委員会〕 『工学部自治会NEWSj第2号

備考

l枚、「国会デモ 資金カンパを集中し代表

を派遣しよう! 国会デモをめざす学友は

昼休みにマル研BOXへ結集せよ !J
1枚、「反動の嵐に抗して斗いの炎を燃え上

がらせろ! 自民党京都府連へ戦斗的デモ

を」

l枚、 r14ストを勝ちとり、試験ボイコット

斗争を準備せよ !J
54頁
l枚、両面、「第八回大会を迎える情勢」

l枚、「原水禁運動の総括と今後の方向jな

ど

1枚、 r2124波状ストで国会上呈を阻止せ

よ! 各クラスはただちに試験ボイコット

斗争へ!J

l枚、両面、「安保斗争と学生戦線の分裂

ーオルグ用レジメー」

2枚、両面l枚、ホッチキスとめ、「日本の核

基地化と核武装阻止をめざし第九回原水禁

世界大会の成功をかちとろう」など

2枚、両面l枚、ホッチキスとめ、「日本の核

武装化の実態 第9回大会を我々の大会

に!Jなど、表記は1962年だが第9回大会

は1963年開催

l枚、「現在の状況についてJrこれからの

活動方針Jr学習についてJrスケジュール」

l枚、「現在の状況についてJrこれからの

活動方針Jr学習についてJrスケジュール」

l枚、「第9回原水禁世界大会を成功させ米
原子力潜水艦寄港.F105水爆機日本持込を

阻止しよう!J

8頁、「東南アジア研究センターの現状とわ

れわれの課題Jなど

4枚、両面3枚、ホッチキスとめ、「今秋の

闘争を顧みてJr三井三池炭鉱爆発事故及

ぴ国鉄鶴見二重衝突事件の原因について」

など

l枚、両面、「後期新執行部決る 委員長

西山君(高分子)の抱負Jなど

1枚、両面、「科学者・技術者としていかに
生きるか」、常任委員会「年頭にあたって」

小3
F→ 



3.1ビキニデー京大学生実行委員会
2枚、両面、ホッチキスとめ、「当面する平内|

戦後学生運動ill-2-62 MP70107 5-67 1964年2月28日
事務局

r3・1ビキニニュースjNo.1 外の諸情勢一3・1ビキニデ一、アジアの

和のための日本大会に向けて-J
4頁、「一・一八京大平和集会の総括Jr日韓

戦後学生運動ill-2-63 MP70107 5-60 (1964年2月〕 京大平和委員会 『京大平和ニュースjNo.7 会談の本質と現段階〈第八回学習会報告)J
など

戦後学生運動ill-2-64 MP70107 1-23 1964年4月21日 京都大学生活協同組合 『協同jVOL.8 NO.l 14頁、新入生歓迎号

l枚、両面、「第一回前期自治委員会聞かれ

る一新役員きまる-J、常任委員会副委員

戦後学生運動ill-2-65 MP70l07 5-24 (1964年)5月4日 工学部自治会常任委員会 『工学部自治会ニュースjNo.5 長「調査活動について」、文化部「科学技

術者の未来像を考えよう一星野氏講演会ア

ンケートより-Jなど

1枚、両面、「第一回前期自治委員会聞かれ

る一新役員きまる-J、常任委員会副委員

戦後学生運動ill-2-66 MP70l07 5-37 (1964年)5月4日 工学部自治会常任委員会 『工学部自治会ニュースjNo.5 長「調査活動について」、文化部「科学技

術者の未来像を考えよう一星野氏講演会ア

ンケートより-Jなど

12頁、「米・ミルク値上るJr同志社大で学

戦後学生運動ill-2幽67 MP70l07 1-22 1964年5月18日 京都大学生活協同組合 『協同jVOL.8 NO.2 
生部長生協の斗争を支持Jr特販部を設

置して地域生協への足がかりJr下宿代値

上るJr6月の憲法斗争をめざして」など

戦後学生運動ill-2-68 MP70l07 5-44 1964年6月1日 〔工学部自治会常任委員会〕 『工学部自治会ニュースjNo.6 
l枚、両面、「第二回自治委員会聞かる」な

ど

戦後学生運動ill-2-69 MP70l07 5司 92 1964年6月1日 〔工学部自治会常任委員会〕 『工学部自治会ニュースjNo.6 
l枚、両面、「第一回自治委員会聞かる」な

ど

戦後学生運動ill-2-70 MP70107 1-20 1964年6月6日 京都大学生活協同組合 『協同jVOL.8 NO.3 16頁、総代会 (6月13日)特集号

2枚、両面、「輝く第十回原水爆禁大会の成

第十回原水爆禁止世界大会京大学生
功に向けて クラスゼミサークルに支持委

戦後学生運動ill-2-71 MP70l07 5幽 91 1964年6月12日
支持委員会

『支持委員会ニュースjNo.2 員会を結成しようJr第十回原水禁大会を

めぐる情勢Jr被爆者の現状と要求一原水

禁援護法制定をめざし」など

l枚、両面、「輝く第十回原水爆禁大会の成

功に向けて クラスゼミサークルに支持委

戦後学生運動ill-2-72 MP70107 5幽 93 1964年6月12日
第十回原水爆禁止世界大会京大学生

『支持委員会ニュースjNo.2 
員会を結成しようJr第十回原水禁大会を

支持委員会 めぐる情勢Jr被爆者の現状と要求一原水

禁援護法制定をめざし」など、 2・71の1枚目

のみ

l枚、両面、「輝く第十回原水爆禁大会の成

功に向けて クラスゼミサークルに支持委

戦後学生運動ill-2困73 MP70107 5司 94 1964年6月12日
第十回原水爆禁止世界大会京大学生

『支持委員会ニュースjNo.2 
員会を結成しようJr第十回原水禁大会を

支持委員会 めぐる情勢Jr被爆者の現状と要求-原水

禁援護法制定をめざし」など、 2-71の1枚目

のみ
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同品
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国
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識別番号

戦後学生運動lli-2-74

戦後学生運動lli-2-75

戦後学生運動lli-2-76

戦後学生運動lli-2-77

戦後学生運動lli-2-78

戦後学生運動lli-2-79

戦後学生運動lli-2-80

戦後学生運動lli-2-81

戦後学生運動lli-2-82

戦後学生運動lli-2-83

戦後学生運動lli-2-84

戦後学生運動lli-2・85

戦後学生運動lli-2-86

戦後学生運動lli-2-87

ファイル番号

MP70107 

MP70107 

MP70107 

MP70l07 

MP70l07 

MP70l07 

MP70l07 

MP70l07 

MP70l07 

MP70l07 

MP70107 

MP70107 

MP70l07 

MP70l07 

所在番号 作成年月日

5-108 1964年6月29日

12-89 0964年6月〕

5-130 0964年8月〕

12 -101 1964年9月18日

12ω77 1964年9月21日

12-78 1964年9月21日

l司 41 1964年9月21日

12-93 0964年9月〕

1-17 1964年10月10日

1-15 1964年10月24日

1-14 1964年10月30日

12-36 (1964年10月〕

12-76 0964年10月〕

1-3 1964年11月6日

作成者 資料名

第10回原水禁世界大会京大学生支持
『支持委員会ニュースJNo.4 

委員会

京大全学支持委員会 『京大原水禁ニュースJNo.1 

第十回原水爆禁止世界大会京都大学 『第十回原水爆禁止世界大会を成功させ

学生支持委員会事務局 ょう 1-支持委員会ニュースj第五号一

工学部自治会常任委員会 『工学部自治会ニュース』

京都大学工学部自治会常任委員会 『工学部自治会ニューズ』第7号第2版

京都大学工学部自治会常任委員会 『工学部自治会ニューズ』第7号第2版

京都大学生活協同組合 『協同JVOL.8 NO.5 

両物価と重税に反対し生活を守る尽
『斗争ニュースJNo.1 

大連絡会議

京都大学生活協同組合組織部 『総代通信JNo.1 

京都大学生活協同組合 『協同JVOL.8 NO.6 

京都大学生活協同組合組織部 『総代通信JNo.2 

『自衛官問題対策会議ニュースJNo.1 

『自衛官問題対策会議ニュースJNo.1 

京都大学生活協同組合 『協同JVOL.8 NO.7 

備考

6枚、両面、ホッチキスとめ、「原水禁支持

委員会No.4を発行するについてJ、日本社

会党川なる国j村山ム上町
一郎(日本共産党)rrいかなる国j問題と

原水禁運動の統一」、「部分停核とアメリカ

帝国主義上田耕一郎論文要約」など

4頁、「第十回原水禁世界大会の成功めざし

全学支持委員会結成される」など

17頁、ホッチキスとめ、書き込みあり

l枚、「“工学部大学院に自衛艦14名"考え

ょう、討議しよう、態度で示そう」

I枚、両面、「工学部大学院に14名の自衛官

が在学 考えよう!討議しよう!態度で示

そう IJなど

l枚、両面、「工学部大学院に14名の自衛官

が在学 考えよう!討議しよう!態度で示

そう 1Jなど

8頁、「特集施設改善斗争の成果 1J r総
代懇談会 9月12日北部食堂をめぐってj

「新事業始む書籍部外売再開対象は職

員 10月より新期事業開拓」など

6頁、「米日独占の大衆収奪に反対し、戦斗

的な旗をかかげて前進しよう

6頁、「創刊によせてJr水道光熱費問題Jr創
立15周年記念行事のお知らせJr京大生協

15年のあゆみJr図書委員を各クラスにおこ

う」など

10頁、「特集単一化をいかにすすめる

か [Jr統一献立Jr牛乳値上げ撤回斗争

その経過と報告Jr全学協大会報告」など

8頁、「今総代会の役割と意義Jrr単一化・

同盟化」問題をめぐってーその1-Jr消費

者米価値上げのカラクリJr教科書は一割

引で IJなど

l枚、両面、「“藤本工学部長"一存で公開

質問状を握りつぶす[[Jなど

l枚、両面、「“勝本工学部長"一存で公開

質問状を握りつぶす!リなど

8頁、生協創立15周年記念号、「写真でつ

づる15年史Jr祝詞」など

寸4
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12頁、「出資金増強運動についての訴え」

戦後学生運動ill-2-88 MP70107 1-2 1964年11月7日 京都大学生活協同組合組織部 f総代通信JNo.3 
11単一化・同盟化J問題をめぐって その2
-J 1教科書一元化斗争に取りくもうjな

ど

戦後学生運動ill-2-89 MP70l07 12-26 1964年11月22日 工学部自治会暫定常任委員会 『自治会ニューズ』第8号第l版後期第1号
1枚、両面、「後期工学部自治会活動基本

方針案Jなど

戦後学生運動ill-2-90 MP70l07 12-35 1964年12月10日 京都大学工学部自治会常任委員会 『工学部自治会ニュース』第9号
1枚、両面、「全学連再建を支持しよう」な

ど

戦後学生運動ill-2-91 MP70l07 12-69 1964年12月10日 京都大学工学部自治会常任委員会 『工学部自治会ニュース』第9号
l枚、両面、「全学連再建を支持しよう」など、

書き込みあり

1枚、「あらゆる要求をとりあげる学生運動

戦後学生運動ill-2-92 MP70l07 12-41 1964年12月 〔統一派〕 『新しい学生運動』 とは何か=3つの課題の下に、全学生の参

加できる自治会=J

l枚、両面、 1'63年度工学部自治会活動の

戦後学生運動ill-2-93 MP70107 5-36 [1964年〕 〔工学部自治会常任委員会〕 『工学部自治会ニュースJNo.4 総活J1今年度活動の基本方針J1京都大

学工学部学生自治会規約抜粋」

l枚、両面、 1'63年度工学部自治会活動の

戦後学生運動ill-2幽94 MP70l07 5-81 [1964年〕 〔工学部自治会常任委員会〕 『工学部自治会ニュースJNo.4 
総括J1今年度活動の基本方針J1京都大

学工学部学生自治会規約抜粋J、書き込み

あり

1枚両面開叩台明

戦後学生運動ill-2-95 MP70l07 5司 82 [1964年〕 〔工学部自治会常任委員会〕 『工学部自治会ニュースJNO.4 総括J1今年度活動の基本方針J1京都大

学工学部学生自治会規約抜粋」

原子戦争準備反対、原水爆実験即時無条 ピラ、 16頁、経済学部自治会「国際情勢の

戦後学生運動ill-3-1 MP70108 22-2 1957年10月15日 京都大学自治会代表者会議
件禁止要求 11月1日(金)の国際統一 推移J、文学部自治会「国内情勢の推移」、

行動の功成のために-全学生が納得して 吉田分校自治会「国際統一行動で私達は

参加するための資料- 何を目指すか」など

戦後学生運動ill-3-2 MP70l08 19-92 (1961年4月5日〕 京大同学会 本日2時P.M.より学生部委員会との団父 ピラ、 l枚

4.20統一行動に参加しよう!! インスタン

戦後学生運動ill-3-3 MP70l08 19-94 [1961年4月18日〕 教養部自治会常任委員会 ト教員養成・教育制度の複線化(反動化) ピラ、 l枚
の突破口・臨教を粉砕しよう!

4.20全学連統一行動に参加しよう! 臨

戦後学生運動ill-3-4 MP70l08 19-81 [1961年4月19日〕 教養自治会常任委員会 教制度を粉砕し教育の民主制度を守ろ ピラ、 1枚

う!

戦後学生運動ill-3-5 MP70l08 19-89 [1961年4月19日〕 教養部自治会常任委員会 本日の講演会、学生集会に参加しよう! ピラ、 1枚、書き込みあり

同学会中央執行委員会、教養部常任
4.20ILO、臨教統一斗争第一波を斗おう!

戦後学生運動ill-3-6 MP70l08 19-90 [1961年4月19日〕
委

大衆行動で京大当局を追求せよ!今日3時 ピラ、 l枚

西部へ結集し、抗議行動に参加しよう!

京都大学同学会、教養部自治会、文

学部自治会、理学部自治会、経済学
京都大学臨時工業教員養成所設置に対す

戦後学生運動ill-3-7 MP70108 19-95 1961年4月20日 部自治会、教育学部自治会、薬学部 ピラ、 l枚
自治会、農学部自治会、医学部自治

る抗議声明

会、法学部工学部自治会結成準備会

戦後学生運動Eふ8 MP70108 11-23 I (笠包年4月20日〕 忠大四・五月行動委員会 今日の統一行動に全員参加しよう ピフ、 l枚
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同守4
q骨も

江口

同

識別番号

戦後学生運動ill-3-9

戦後学生運動ill-3司10

戦後学生運動ill-3-11

戦後学生運動ill-3-12

戦後学生運動Eふ13

戦後学生運動ill-3-14

戦後学生運動ill-3-15

戦後学生運動ill-3-16

戦後学生運動E司3-17

戦後学生運動ill-3-18

戦後学生運動ill-3-19

戦後学生運動E・3・20

戦後学生運動ill-3-21

戦後学生運動ill-3-22

戦後学生運動ill-3-23

戦後学生運動ill-3-24

戦後学生運動ill-3-25

戦後学生運動ill-3司26

戦後学生運動ill-3-27

戦後学生運動ill-3・28

戦後学生運動Eふ29

ファイル番号

MP70l08 

MP70l08 

MP70l08 

MP70l08 

MP70108 

MP70108 

MP70l08 

MP70108 

MP70l08 

MP70l08 
MP70l08 

MP70l08 

MP70l08 

MP70108 

MP70108 

MP70l08 

MP70l08 

MP70108 

MP70l08 

MP70108 

MP70108 

所在番号 作成年月日

11-21 1961年4月22日

19-97 (1961年4月25日〕

11明 29 (1961年4月26日〕

11-28 (1961年4月28日〕

11-24 (1961年4月〕

11-27 (1961年4月〕

11-25 (1961年4月〕

11-30 (1961年4月〕

19-91 (1961年4月〕

19醐 96 (1961年4月〕

19-88 (1961年4月〕

11-31 (1961年4月〕

11-38 (1961年5月10日〕

11-35 (1961年5月12日〕

11岨 36 (1961年J5月15日

19-87 (1961年5月17日〕

11-39 (1961年5月18日〕

19-72 (1961年5月18日〕

11-43 1961年5月23日

11-44 1961年5月24日

19“70 (1961年5月30日〕

作成者

〔四・五月行動委員会〕

教養自治会常任委員会

四・五月行動委員会

四・五月行動委員会

四・五月行動委員会

四・五月行動委員会

四五月行動委員会

京大四・五月行動委員会

京都大学向学会・教養部自治会常任

委員会

教養部自治会

同学会中央執行委員会

日本共産党忠大学生細胞、日本民主

青年同盟京大学生班、京大四・五月

行動委員会

四五月行動委員会

四五月行動委員会

尽大四・五月行動委員会

同学会中央執行委員会、教養自治会

常任委員会

京大四・五月行動委員会

教養部自治会・同学会

京大四・五月行動委員会

尽大文学部学友会

同学会中央執行委員会

資料名

四.=0統一行動の成果は何か! 四-五

月行動委員会は学生諸君に訴える

インスタント教員養成所教育制度の改悪

臨教を粉砕せよ! 本日2時からの総長評

議員会見に結集せよ!

四・二八統一行動に向って前進しよう!

四・一八統一行動に結集しよう!

四.=0統一行動に結集しよう!

四・五月行動委員会に結集しよう 11

25日の統一行動を成功させよう

四・五月行動委員会に対する現同学会中

執派の暴力的弾圧に強く抗議する

28日の学生集会 (40番教室)に結集せよ

11評議委員会は学生の代表と会え 11

4/25に向けて更に前進を!

第32回統一メーデーに参加しよう!

学習会に参加しよう

臨教粉砕、学生部次長制白紙還アEに向

かつて更に前進しよう!

臨教粉砕! 新島支援! 反動立法粉

砕!

今後どう斗うべきか?

5・18安保強行採決一周年講演会/臨教設

置反対京大集会に結集しよう!

今日の全京大集会及び、安保反対の五・

一九全国第一次統一行動を成功させよ

う!

安保強行採決一週年・政治的暴力活動禁

止法反対 講演会[岡本清一・三時・法経

四] 臨教粉砕の学内集会に結集せよ!

政治暴力防止法粉砕! 臨教反対、学生

部次長制白紙撤回! 全京大の学友諸

君、ゼネストを含む断固たる行動で起ち

上ろう!

講演会「政治的暴力行為防止法の問題点」

政暴法粉砕・臨教設置阻止 明日の時計

台前集会を成功させよう!

備考

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピフ、 1枚、書き込みあり

ピフ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚、 4月30日開催、書き込みあり

ピラ、 l枚、書き込みあり

ピラ、 l枚、両面

ピフ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚、両面、裏面は「最近の反動立

法の関係図」

ピフ、 l枚、 5月25日開催

ピラ、 l枚

(，D 
F→ 



ー
口

l

政暴法を粉砕せよ 11 昨日一一00名の

戦後学生運動ill-3-30 MP70l08 19-73 (1961年5月31日〕 教養部自治会・斗争委員会
学友が時計台前に結集し果敢なデモを

ピラ、 l枚
行った。我々の大衆行で、政暴法をぶつつ

ぶせ!

政暴法を断固粉砕せよ 11 全学連第四波

戦後学生運動ill-3-31 MP70l08 19-75 (1961年5月〕 教養部自治会
統一行動を成功させよう II 5.30京大時

ピラ、 l枚、両面
計台前大決起集会に午后授業辞退で全員

参加せよ 11

戦後学生運動E司3-32 MP70108 11司 47 (1961年5月〕 統一派総代、四五月行動委員会
5月27日の生協総代会におけるトロツキス ピフ、 1枚、両面、裏面は ir政暴法』粉砕

トの暴挙 の大衆行動を lJ
政治暴力防止法案・臨教粉砕めざし5・30

戦後学生運動ill-3-33 MP70l08 19-76 (1961年5月〕
同学会中央執行委員会、教養部自治 (全学連第四波統一行動日)く午后授業

ピラ、 1枚
会常任委員会 辞退、時計台前集会>へむけて直ちに準

備にとりかかろう!

戦後学生運動ill-3-34 MP70l08 19-86 (1961年5月〕
同学会中央執行委員会、教養部自治

18日を斗いの突破口とせよ! 昨年の安

会常任委員会
保強行採決を忘れるな 126日の午後授業 ピラ、 l枚

辞退にむけ斗いを拡大しよう!

戦後学生運動ill-3-35 MP70l08 19-83 (1961年5月〕 同学会新島斗争委員会
学生諸君に訴える!新島斗争20日動員は

ピラ、 l枚、両面
延期を余儀なくされた!

戦後学生運動ill-3-36 MP70108 11-26 (1961年5月〕 新島のミサイル基地化反対 ピ、フ、 l枚、両面

戦後学生運動ill-3-37 MP70l08 19-24 (1961年5月〕
研究会“共産主義"の次回からソ連論を ピフ、 1枚、両面、 5月27日開催、裏面は「問

始めます 題点 気のついたことなど J

戦後学生運動ill-3-38 MP70108 19-77 (1961年5月〕
5却全学連第四波統一行動日全日授業放

ピラ、 l枚
棄決定11

戦後学生運動ill-3-39 MP70l08 19-84 (1961年5月〕
新島に於ける現在の情況と我々の斗いの

ピラ、 l枚、両面、両面に同一ピラ印刷
方向
新島ミサイル基地化阻止 自衛隊、今月

戦後学生運動ill-3-40 MP70108 19開 85 (1961年5月〕
20日にもハバタのミサイル試射場建設に

ピラ、 l枚
着工か! 教養より-00名のオルグ団

‘を派遣し、斗いに備えよ!

戦後学生運動ill-3-41 MP70l08 11-56 (1961年6月2日〕 京大青年問題研究会
政暴法を正しくとらえるために 宮内教

ピラ、 1枚
授の『政暴法講演と討論集会』に!

戦後学生運動ill-3-42 MP70108 11-75 (1961年6月2日〕 統一派活動者会議
政暴法粉砕 6.3統一行動にむけ組織的

ピラ、 l枚
活動にとりくもう

戦後学生運動ill-3-43 MP70l08 19-71 (1961年6月3日〕
自民党、政暴法を、昨夜衆院法務委で強

行採決非常事態に、ただちに、朝から ピラ、 l枚

の行動に起ちあがれ11

戦後学生運動ill-3-44 MP70108 19-69 (1961年6月5日〕 教養部自治会・常任委員会
衆院強行採決は無効だ!政暴法粉砕まで

ピラ、 1枚
斗かおう

戦後学生運動ill-3-45 MP70108 11-57 1961年6月6日 統一派行動委員会
政暴法粉砕l 池田渡米反対・池田内閣

ピラ、 l枚
打倒の斗争に更にたち上ろう!

戦後学生運動Eふ46 MP70l08 19-65 (1961年6月6日〕 京大教養自治会
労働者の実力行使で政治的暴力行為防止

ピラ、 1枚、両面
法を粉砕せよ
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識別番号

戦後学生運動ill-3-47

戦後学生運動ill-3-48

戦後学生運動ill-3-49

戦後学生運動ill-3-50

戦後学生運動ill-3-51

戦後学生運動ill-3-52

戦後学生運動ill-3-53

戦後学生運動ill-3四54

戦後学生運動ill-3-55

戦後学生運動ill-3-56

戦後学生運動ill-3-57

戦後学生運動ill-3醐58

戦後学生運動ill-3-59

戦後学生運動E・3-60

戦後学生運動ill-3ω61

戦後学生運動ill-3幽62
戦後学生運動ill-3-63

戦後学生運動ill-3-64

戦後学生運動ill-3-65

戦後学生運動ill-3-66

ファイル番号 所在番号

MP70l08 19四 67

MP70108 11-76 

MP70108 11-53 

MP70108 19-53 

MP70l08 19-64 

MP70l08 11-60 

MP70l08 11-65 

MP70l08 19-57 

MP70108 19-60 

MP70l08 19-59 

MP70l08 11-73 

MP70l08 11司 63

MP70108 11-69 

MP70l08 11-71 

MP70l08 11-72 

MP70l08 11司 74

MP70l08 19-61 

MP70108 11-55 

MP70108 19-79 

MP70108 19司 62

作成年月日 作成者

(1961年6月6日〕 京都大学教養自治会

(1961年6月8日〕 統一派活動者会議

(1961年J6月9日 京大全学連統一派

(1961年6月9日〕 同学会中執・教養常任委

(1961年6月12日〕
同学会中央執行委員会、教養部自治

会常任委員会

1961年6月15日 京大統一派活動者会議

1961年6月15日 京大統一派活動者会議

(1961年6月18日〕 教養部自治会選挙管理人

(1961年6月19日〕 教養部選挙管理委員会

(1961年6月19日〕 同学会代議員選挙管理委員会

(1961年6月〕 京大学生運動研究会

(1961年6月〕 京大全学連民主的統一派

(1961年6月〕 京大全学連民主的統一派

(1961年6月〕 京大全学連民主的統一派

(1961年6月〕 京大統一派活動者会議

(1961年6月〕 〔尽大統一派活動者会議〕

(1961年6月〕 教養部自治会常任委員会

(1961年6月〕 統一派活動者会議

(1961年6月〕
同学会、教養部自治会、一回生法学

部四組一同

同学会・大学院会・職員組合・生活協
(1961年6月〕

同組合・教官有志

資料名

政暴法を粉砕せよ! 鍵は労働者諸君の

手中にある!

政暴法を審議未了に! 六・八全学集会

を成功させよう

不当逮捕に断固抗議しよう

渥美委員長・浦野中執逮捕! たダちに抗

議斗争を展開せよ!

6.15記念日を政暴法完全粉砕!不当弾圧

粉砕!池田渡米反対!の斗いの日とせよ!

統一派活動者会議は分裂組織か?ーその

任務と意義一

池田渡米反対・政暴法完全粉砕・不当弾圧

抗議、決起集会に結集せよ!

教養部の学友諸君早く投票しよう!

教養部正副委員長立会演説会に参加しょ

う!

同学会代議員選挙に必ず投票しよう!選

挙期間22日木曜まで

主流派(中執派)と自民党の政策の奇妙

な類似正副委員長候補方針比較一覧

学生戦線の大同団結は何をもたらすか?

政暴法案・日韓会談・新島基地・臨教実施

臨時国会秋の反動攻勢への斗いの為に

学生戦線の民主的統一を!! 

選挙の結果について 全教養の学友への

挨拶

学友諸君に最後に訴える 統一派の勝利

で学生運動の統一と斗いの前進を!

統一派選挙スローガン

再び官僚的告示!-直ちに抗議しよう-

政暴法粉砕!! 六・六安保反対国民会議の

第三次大統一行動を大きく発展させよう!

三陸大火の被災者に救援の手を!

安保斗争六・一五記念日を政暴法完全粉

砕!不当弾圧粉砕!池田渡米反対!の斗

いの日としよう

備考

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚、両面、墨面は全京都学生文化

会議常任委員会 rr政治的暴力行為防止法

案」に反対する声明J(1961年6月1日)、立

命館大学一部学友会 11政暴法断固粉砕j

「全京都学生文化会議結成大会の成功Jに

関する声明J(1961年6月1日)

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 1枚

ピフ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚
ピフ、 1枚、告示は6月27日付

ピラ、 1枚、裏紙使用

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

αコ
，....-i 



戦後学生運動ill-3-67 MP70l08 19-63 (1961年6月〕
同学会中央執行委員会、教養部常任

6・15一周年記念 6・15を戦いの日とせよ! ピラ、 l枚
委員会

戦後学生運動ill-3司68 MP70l08 11-54 (1961年6月〕
政暴法粉砕! 六・六全学ストに総力を結

ピラ、 1枚
集し斗いを前進させよう!

戦後学生運動ill-3-69 MP70l08 11-87 (1961年9月1日〕 示大平和を守る会 新島斗争を戦い抜こう 11 ピフ、 l枚、両面

政暴法を完全粉砕せよ! 9.20府学連統
戦後学生運動ill-3司70 MP70108 19-10 (1961年9月18日〕 教養部自治会書記局

一行動に結集せよ!
ピラ、 l枚

戦後学生運動ill-3司71 MP70l08 11-83 (1961年9月〕 京大平和を守る会 日本平和大会へのよびかけ ピフ、 l枚、両面

戦後学生運動ill-3-72 MP70108 19 -16 (1961年9月〕 教養部自治会常任委員会 政暴法を完全粉砕せよ 11 ピフ、 l枚

戦後学生運動ill-3-73 MP70l08 10-16 (1961年9月〕 統一派活動者会議
全般的かっ完全な軍縮の実現を 11 一切

ピラ、 1枚
の核兵器禁止! 基地撤去!

戦後学生運動ill-3-74 MP70l08 19 -14 (1961年9月〕
同学会中央執行委員会、教養部自治

政暴法を完全粉砕せよ! ピラ、 l枚
会常任委員会

戦後学生運動ill-3-75 MP70108 19-17 (1961年9月〕
ベルリン問題・ソ連核実験再開に関する討

ピラ、 l枚、 9月14日開催
論集会

戦後学生運動ill-3-76 MP70l08 20-33 (1961年10月四日〕 同学会書記局、教養部自治会書記局
本日6・2デモ公判を斗かおう!公安条例の

ピラ、 l枚
撤廃を勝取れ!

戦後学生運動ill-3-77 MP70l08 19 -8 (1961年10月20日〕 医学部自治委員会
われわれの任務直ちに反撃を きょう

ピラ、 l枚
第一波政暴法再提出を許すな

戦後学生運動ill-3-78 MP70l08 19-9 (1961年10月初日〕
京都府学生自治会連合、京都大学同

政治的暴力行為防止法案を粉砕しよう ピラ、 l枚
学会(全学自治会)

教養部茂田君・某君逮捕さる 政暴法を

戦後学生運動ill-3-79 MP70l08 20-34 (1961年10月20日〕
同学会中央執行委員会、教養部常任 地でゆく弾圧をはねのけ政暴法粉砕・渥美

ピラ、 1枚
委員会 公判・茂田君等の釈放・公安条例撤廃を勝

ちとれ!

戦後学生運動ill-3-80 MP70l08 20-35 (1961年10月21日〕 同学会中執、教養部常任委
政暴法粉砕、公安条例撤廃 10・26全国

ピラ、 l枚
統一行動を目指して前進せよ 11

教養部の学友諸君に訴える 11 全ての楽

戦後学生運動ill-3-81 MP70l08 10-6 (1961年10月30日〕
C自治会統一派常任委員、京大統一 観主義・待機主義を直ちに克服し、会期

ピラ、 1枚、両面
派活動者会議 延長・継続審議を断固阻止し、政暴法完

全粉砕のため、今日の統一行動に起上れ

戦後学生運動ill-3-82 MP70108 10-7 (1961年10月31日〕
教養自治会常任委員統一派グルー 非常事態宣言政暴法粉砕! 継続審

ピラ、 l枚
プ、同学会執行委員統一派グループ 議・会期延長を許すな

政暴法完全粉砕目指し直ちにクフス討議

戦後学生運動ill-3-83 MP70l08 19-6 (1961年10月〕 同学会書記局、教養部自治会書記局 を開始せよ 11 10・19アツミ公判に全員結 ピラ、裏面に書き込みあり

集しよう 11

同学会中央執行委員会、教養部自治
政暴法を審議未了に追込め 権力の不当

戦後学生運動ill-3-84 MP70l08 20-36 (1961年10月〕 弾圧とマスコミの中傷をはねのけ公安条 ピラ、 l枚
会常任委員会

例撤廃を先制的に戦い取れ!

戦後学生運動Eふ85 MP70l08 10-10 1961年11月16日
反戦自由の伝統にかがやく統一派常任

常任委員会多数派を弾固糾弾する ピラ、 l枚、裏面に書き込みあり
グループ西村光雄、牧陽二など7名

戦後学生運動ill-3-86 MP70108 20-28 (1961年11月29日〕
同学会中央執行委員会、教養部常任 浅田・渥美・新開ニ君タイホさる!直ちに抗

ピラ、 l枚
委員会、京都府学連 議に起て!
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識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

戦後学生運動ill-3-87 MP70108 10 -11 (1961年11月30日〕 京大統一派
二学友逮捕! 公安条例撤廃斗争の展望

ピラ、 1枚、書き込みあり
について 11

宇宙展ニュース 宇宙展を成功させるた
戦後学生運動ill-3-88 MP70l08 10-35 (1961年11月〕 〔宇宙展実行委員会〕 めに 宇宙展実行委員会のよびかけとお ピラ、 l枚

願い

戦後学生運動E・3-89 MP70l08 10-39 (1961年11月〕 宇宙展実行委員会
講演会とシンポジウム「現代における平

ピラ、 l枚
和と科学J
楽しいフォークダンスへの誘い とにか

ピラ、 l枚、 11月祭フォークダンス大会への
戦後学生運動ill-3-90 MP70l08 10-38 (1961年11月〕 青年問題研究会 く理屈ぬきに楽しいフォークダンスを踊ろ

う!
勧誘

戦後学生運動ill-3-91 MP70l08 10-8 (1961年11月〕
統一派常任委員グループ西村光 右翼来学反対! 日韓会談粉砕! 完全

ピラ、 1枚
雄、重森暁 軍縮要求! 11・16京大集会に結集せよ

戦後学生運動ill-3-92 MP70108 10-3 (1961年11月〕 統一派常任委グループ
政暴法斗争の総括の上に=平和擁護斗争

ピラ、 l枚
を発展させよう!!

同学会中央執行委員会、教養自治会
12.7(米ソ核実験反対、日韓会談即時中止、

戦後学生運動ill-3-93 MP70l08 20-31 (1961年11月〕
常任委員会

政暴法・公安条例粉砕)午后授業辞退で ピラ、 1枚
決起せよ!通常国会前先制的攻勢を!

右翼来学反対 日韓会談反対全面完全
ピフ、 1枚、 11月16日開催、 C自治会統一派

戦後学生運動ill-3-94 MP70l08 10-9 (1961年11月〕 常任委グループ・日本民主青年同盟京大学
軍縮京大決起集会

生班後援

戦後学生運動ill-3-95 MP70l08 10明 36 (1961年11月〕
11月祭を右翼から守ろう! 影山正治の

ピラ、 l枚
来学を許した同学会に抗議せよ!

戦後学生運動ill-3-96 MP70l08 20-21 (1961年12月7日〕 京大主流派活動者会議
12・8斗争を成功させ、斗いの先頭に立つ

ピラ、 l枚、両面
唯一の候補、京大主流派に投票せよ!

戦後学生運動ill-3-97 MP70108 20-23 (1961年12月7日〕 尽大主流派活動者会議 12.8斗争に結集せよ! ピフ、 1枚

戦後学生運動ill-3司98 MP70108 10-14 (1961年12月7日〕 統一派
完全軍縮を勝ちとる為に 平和問題シ

ピラ、 l枚
リーズNo.l

戦後学生運動ill-3-99 MP70l08 10-13 (1961年12月7日〕 京大講演会本日3時40番教室
ピフ、 l枚、講演者は山手治之、吉村達次、

田畑忍

12・8斗争を我々は、かく斗う 全面完全
戦後学生運動ill-3-100 MP70108 10-26 1961年12月8日 京大統一派 軍縮協定実現! 日韓会談粉砕! ノ山丈，女A 噌 ピラ、 l枚

条例撤廃、政暴法完全粉砕!

戦後学生運動ill-3-10l MP70l08 20-20 (1961年12月8日〕 教養部自治会12・8斗争委員会
米ソ核実験反対!公安条例粉砕!本日の

ピラ、 1枚
行動に決起せよ

教養部自治会斗争委員会、同学会中
12・8(核実験反対!公安条例日韓会談反

ピラ、 1枚、両面、裏面は「討議資料激
戦後学生運動ill-3-102 MP70l08 20-27 (1961年12月〕

央執行委員会
対!粉砕!)斗争を、不当弾圧への回答

動の序曲、反動化の強化」
とせよ!

公安条例撤廃12・8統一行動に参加せよ!!
戦後学生運動ill-3-103 MP70108 20-24 (1961年12月〕 12.8を斗う斗争委員会 全ての先進的学友は斗争委員会に結集せ ピラ、 l枚

よ!!

戦後学生運動ill-3-104 MP70108 10-25 (1961年12月〕 統一派 12.8斗争に結集せよ! ピラ、 l枚

戦後学生運動ill-3・105 MP70l08 10 -31 (1961年12月〕 〔統一派〕
統一派についての一問一答各派選択に

ピラ、 l枚、両面
迷っている諸君へ

血

同
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N
 



戦後学生運動ill-3-106 MP70108 10-24 (1961年12月〕 統一派活動者会議 12・7講演会を行なうにあたって ピフ、 1枚、両面

生協を発展させよう! 九日の生協総代

戦後学生運動ill-3-107 MP70l08 10-27 (1961年12月〕 統一派生協総代 会流会の責任は主流派活動者会議にあ ピラ、 1枚
る!

同学会中央執行委員会の声明 無条件統

戦後学生運動Eふ108 MP70l08 20-22 (1961年12月〕 〔同学会中央執行委員会〕 一大会の開催と全自連・再建協の解散を ピラ、 1枚
全学連統一に関する提案

戦後学生運動Eふ109 MP70l08 20-25 (1961年12月〕 理学部自治会執行委員会
デモの既得権を守れ! 教養部学友諸君

ピラ、 1枚
に訴える=12・8を最大限ともに斗おう

戦後学生運動ill-3-110 MP70l08 10-32 (1961年12月〕
全面完全軍縮協定締結のために斗う自治

ピラ、 l枚
会を 11

戦後学生運動ill-3-111 MP70108 10-15 (1961年〕 京大C自治会常任委統一派グループ
全面完全軍縮と核実験禁止協定の同時締

ピラ、 l枚
結を勝ちとれ!

戦後学生運動ill-3-112 MP70108 11-80 (1961年〕 京大統一派活動者会議
全学連の再建統一 政暴法・臨教粉砕の

ピラ、 1枚、両面、署名あり
ため 統一派にカンパを!

戦後学生運動ill-3-113 MP70108 19 -18 (1961年〕 教養部自治会
政治的暴力行為防止法の完全粉砕のため

ピラ、 l枚

戦後学生運動ill-3-114 MP70l08 10-28 (1961年〕 統一派 新しい型の学生運動と自治会のために ピラ、 2枚、両面l枚

戦後学生運動ill-3-115 MP70l08 10-33 (1961年〕 統一派
完全軍縮と各派完全軍縮の斗いを追求

ピラ、 l枚、両面
するのは誰か

戦後学生運動ill-3-116 MP70108 20-13 (1962年1月16日〕
同学会中央執行委員会、教養部常任 1.19第一派斗争に結集せよ 11 1・26京都

ピラ、 1枚
委員会 市民集会を勝ち取れ!

戦後学生運動ill-3-117 MP70l08 20-15 (1962年J1月17日
教養部自治会常任委員会、同学会書

1.19を大動員で斗い抜こう! ピラ、 l枚
記局

諸君! 対立はこうだ全学連か反全学

戦後学生運動ill-3-118 MP70l08 24-3 (1962年1月〕 全学連派選挙斗争委 連か 全学連派。京大主流派・再建派・統 ピラ、 l枚
一派

日韓会談反対帝国主義的陰謀粉砕! 帝

戦後学生運動ill-3-119 MP70l08 20-10 (1962年4月〕
同学会中央執行委員会、教養部自治 国主義的憲法改悪断固阻止せよ! 核実

ピラ、 l枚
会常任委員会 験反対! 直ちに自治委員を選出し戦う

体制を作れ!

戦後学生運動ill-3-120 MP70l08 20四 11 (1962年4月〕 教養部自治会常任委員会 自治委員を選ぼう! ピラ、 1枚

戦後学生運動ill-3-121 MP70l08 10-42 (1962年5月15日〕 京大統一派活動者会議
本日の憲法公聴会抗議斗争を成功させ明

ピラ、 1枚、両面、書き込みあり
日の平民共斗統一行動に結集しよう!

戦後学生運動ill-3司122 MP70l08 10帽 43 (1962年5月16日〕 〔平和を守る会〕 本日16日平和講座聞かる! ピラ、 l枚、書き込みあり

ピ、フ、 l枚、「科学の発達が核兵器競争とい

戦後学生運動ill-3-123 MP70l08 21-52 1962年5月23日 ガガーリン京大訪問についての声明
う形で現象していることについての人類悲

劇に対するはげしい怒を込めて、科学の成

果宇宙飛行士を迎えるJ

戦後学生運動ill-3-124 MP70l08 10嗣 51 (1962年5月25日〕
ガ歓迎学生委員長西村光雄、ガ歓

ガガーリン歓迎京大集会一プログラムー ピラ、 l枚
迎学生副委員長角田惇

戦後学生運動E・3-125 MP70108 10-49 1962年5月25日 ガガーリン歓迎学生委員会 歓迎! ガガーリン夫妻11 歓迎声明 ピ、フ、 l枚
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識別番号

戦後学生運動ill-3-126

戦後学生運動ill-3-127

戦後学生運動ill-3-128

戦後学生運動ill-3-129

戦後学生運動ill-3-130

戦後学生運動ill-3-131

戦後学生運動ill-3-132
戦後学生運動ill-3-133

戦後学生運動ill-3-134

戦後学生運動ill-3-135

戦後学生運動ill-3-136

戦後学生運動ill-3-137
戦後学生運動ill~3-138

戦後学生運動ill-3-139

戦後学生運動ill-3-140

戦後学生運動ill-3-141

戦後学生運動ill-3司142

戦後学生運動ill-3-143

戦後学生運動ill-3-144

戦後学生運動ill-3-145

戦後学生運動ill-3-146

ファイル番号

MP70l08 

MP70l08 

MP70l08 

MP70l08 

MP70l08 

MP70l08 

MP70l08 
MP70l08 

MP70108 

MP70108 

MP70l08 

MP70108 
MP70l08 

MP70l08 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70l08 

MP70l08 

MP70108 

所在番号

10-50 

10-52 

20田 l

20-2 

10目 61

10-47 

10-44 
10-53 

10-54 

10-48 

24-7 

10-46 
10-63 

10-77 

21-46 

6-3 

10四 73

21-33 

21-30 

10-70 

13-60 

作成年月日 作成者

(1962年5月25日〕
ガガーリン歓迎学生委員会・京大統

一派

思大ガガーリン歓迎学生委員会、尽

1962年5月28日 大統一派活動者会議代表者西村光

雄、角田惇

(1962年5月30日〕
尽大同学会中央執行委員会、教養部

自治会斗争委員会

(1962年5月30日〕 京大教養自治会常任委・斗争委員会

(1962年5月〕
ヴェトナム民主共和国教育技術代表

団歓迎実行委員会

(1962年5月〕 〔ガガーリン歓迎学生委員会〕

(1962年5月〕 尽大統一派活動者会議

(1962年5月〕 泉大統一派活動者会議

(1962年5月〕 京大統一派活動者会議

(1962年5月〕
経済学部同好会、大学院会、平和を

守る会

全学連主流派活動者会議、マルクス
(1962年5月〕

主義学生同盟京大支部

(1962年5月〕 ソヴイエト研究会

1962年6月6日 統一派活動者会議

(1962年J6月6日 統一派活動者会議

(1962年6月7日〕 京大主流派活動者会議

1962年6月8日
京都大学文学部国史大学院会、同研

修員会

(1962年J6月11日 統一派活動者会議情宣部

(1962年J6月13日 京大主流派

(1962年6月13日〕 京大主流派

(1962年6月14日〕 京大統一派活動者会議

1962年6月15日 京都大学文学部考古学教室学生一同

資料名

全ての妨害を排し全学あげてガガーリン

を迎えよう!

平和共存・日ソ友好の旗を更に高くーガ

ガーリン歓迎集会の成功によせて一

5.30今日一日を憲法改悪反対の斗争へ

全員授業放棄し、行動へ参加しよう!

5.30圧倒的デモで首、文相発言に応えよ!

ヴェトナム民主共和国教育技術代表団を

歓迎しよう。

ガガーリン歓迎委員会総会に結集せよ!

歓迎! 人類進歩のシンボル・ガガーリン!

“憲法問題"学習会への招請状

5.30斗争をいかに斗うか!

何故“授業放棄"をするのか? 他にや

り方はないのか?

米軍のラオス侵略に反対する! 23日正

午の抗議集会に参加せよ

米ソ核実験反対! 憲法改悪反対! 斗

いを圧殺する代々木共産・統一派を粉砕

せよ!!

ガガーリン歓迎実行委員会について

大学を戦争に追いこむのは誰か!

憲法斗争を前に真に学生の利益を守って

斗う一新執行部を樹立しよう!

明らかになった選挙の論点! 無内容な

お祭り騒ぎ=統一派か憲研を強化し、

斗いの先頭に立つ京大主流派か?

東南アジア研究センター設立に反対する

声明

統一派の政策は『理想、』にすぎないか?

- r新しい型Jと憲法の平和民主条項一

ソ連核実験支持で平和運動をぶちこわし

た統一派=共産党を拒否せよ

選挙のまとめ 投票は今日まで、論争点

はこうだ!

古い型の学生運動の亡霊=ひきまわし主

義とは何か?-相手の非難と中傷に酔う

人々一

平城京を守ろう

備考

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚、書き込みあり

ピラ、 lキ文

ピラ、 1枚、両面、長面は r5.30に向けての

クラス討論の為にJなど

ピラ、 l枚、裏面は「二回生時間割」

ピラ、 l枚

ピ、フ、 l枚、 5月19日開催

ピラ、 lキ文

ピラ、 1枚

ピラ、 1キ文

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 1枚
ピラ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚、両面

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 1枚

小3
小司
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6.15をいかに斗うか スローガン 憲法

戦後学生運動ill-3-147 MP70l08 13-58 (1962年6月15日〕 統一派 改悪反対、憲法の平和的・民主的条項を ピラ、 1枚

守れ、大学管理制度改悪反対

戦後学生運動ill-3-148 MP70108 13 -55 1962年6月20日 統一派グループ
大学管理制度改悪反対斗争のための資料 ピフ、 1枚、両面、「京大教養自治会常任委

「中教審J答申案(予定)の内容 員会発行」とあり

戦後学生運動ill-3-149 MP70108 13 -51 (1962年J6月25日 京都大学文学部中国語学文学研究室
呼びかけ 現代中国研究に対するフォー

ピラ、 1枚
ド・アジア両財団の資金援助について

戦後学生運動ill-3句150 MP70l08 13-48 (1962年6月26日〕
同学会中央執行委員会、教養部自治 6.29大学管理制度改悪反対帝国主義的

ピラ、 1枚
会常任委員会 憲法改悪阻止ソ連米国核実験反対

戦後学生運動ill-3-151 MP70108 13 -21 1962年6月27日 I回生A2一同
1.A2は訴える! 教養部学友諸君 16.29 ピラ、 l枚、「大学管理制度改悪」に抗議す

統一行動にあたって! る行動をよびかけ

戦後学生運動ill-3-152 MP70108 13-45 (1962年6月27日〕
教養部常任委員会、同学会中央執行 学友諸君 6・29で反対意志を集現しょ

ピラ、 l枚
委員会 う!

戦後学生運動ill-3-153 MP70l08 13-43 (1962年J6月27日 統一派活動者会議
6.29斗争に全クフスと全ての人々が参加

ピラ、 l枚、両面
しよう

戦後学生運動ill-3-154 MP70l08 13 -18 1962年6月28日 〔経済学部共斗会議〕
大学管理制度改悪阻止憲法改悪阻止

ピラ、 l枚、書き込みあり
経済学部共斗会議結成宣言

戦後学生運動ill-3司155 MP70l08 13幽 16 (1962年6月29日〕 同学会、教養部自治会
6・29統一行動に参加しよう 大学管理制

ピラ、 l枚
改悪反対憲法改悪阻止米ソ核実験反対

戦後学生運動ill-3-156 MP70108 13-23 (1962年6月29日〕 帰活講座への招待 ピラ、 l枚、 6月30日開催

1回生農学部2組、 l回生法学部4組、

戦後学生運動ill-3-157 MP70108 13嗣 19 (1962年6月〕
l回生法学部5組、 1回生理学部l組、

大学管理制度改悪反対に立ち上ろう! ピラ、 1枚、他大学学生向け
2回生経済学部4組、 2回生文学部3組
(有志)

斗う学生運動の基本任務は何か…?一統

戦後学生運動ill-3-158 MP70l08 21-36 (1962年6月〕 京大主流派 一派の“お祭り騒ぎ"でなく、京大主流 ピラ、 l枚、両面

派の科学的、大衆的斗争だ…

戦後学生運動ill-3-159 MP70l08 21-37 (1962年6月〕 泉大主流派 今朝の統一派の混乱したピフに反論する ピフ、 l枚

尽大反戦自由の伝統を守り全国学生運動

戦後学生運動ill-3-160 MP70l08 21-31 (1962年6月〕 〔京大主流派〕 の再建をになう京大主流派へ! われわ ピラ、 1枚、両面

れの運動の方向

思大反戦自由の伝統を守り全国学生運動

戦後学生運動ill-3嗣161 MP70l08 21-32 (1962年6月〕 〔京大主流派〕 の再建をになう京大主流派へ! われわ ピラ、 1枚、両面

れの運動の方向

問題の中心はここだ! 諸反動攻勢と真

戦後学生運動ill-3-162 MP70l08 21-35 (1962年6月〕 京大主流派活動者会議
正面から斗う京大主流派か、無内容なキ

ピラ、 l枚、両面
レイゴトでソ連核実験支持をかくす統一

派=民青か?

戦後学生運動ill-3-163 MP70l08 21-41 (1962年6月〕 京大主流派活動者会議
デマでは事実を被いかくせない…頭の悪

ピラ、 l枚、両面
い自称“全学連派"

戦後学生運動ill-3-164 MP70l08 21-56 (1962年6月〕 京大主流派活動者会議
新しい情勢、新しい課題、新しい運動型 ピ、フ、 1枚、両面、長面は「尽大主流派の

態を 選挙スローガン」
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蟻
識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者

庄E
戦後学生運動i11-3-165 MP70108 13-22 (1962年6月〕 京都大学理学部一回生

同

戦後学生運動i11-3-166 MP70108 13-24 (1962年6月〕
京都大学考古学研究会、考古学教室

学生一同

戦後学生運動i11-3-167 MP70108 21-47 (1962年6月〕 教養部自治会斗争委員会

戦後学生運動i11-3-168 MP70108 13-42 (1962年6月〕
教養部常任委員会、同学会中央執行
ラ3巨てとF昌ミミAzz、f 

戦後学生運動ill-3司169 MP70108 13-46 (1962年6月〕 五者共斗会議

戦後学生運動ill-3-170 MP70108 6-2 (1962年6月〕
第l回世界青年学生平和友好祭参加

京大祭実行委員会

戦後学生運動ill-3-171 MP70108 6-1 (1962年6月〕
〔第l回世界青年学生平和友好祭参加

京大祭実行委員会〕

戦後学生運動i11-3-172 MP70108 10-74 (1962年6月〕 統一派

戦後学生運動i11-3・173 MP70108 10-56 (1962年6月〕 統一派活動者会議

戦後学生運動i11-3-174 MP70108 10-71 (1962年6月〕 統一派活動者会議

戦後学生運動i11-3-175 MP70108 10-72 (1962年6月〕 統一派活動者会議

戦後学生運動i11-3-176 MP70108 10明 76 (1962年6月〕 統一派活動者会議

戦後学生運動ill-3-177 MP70108 13-36 (1962年6月〕 統一派活動者会議

戦後学生運動i11-3-178 MP70108 13-62 (1962年6月〕 〔統一派活動者会議〕

戦後学生運動i11-3-179 MP70108 13-59 (1962年6月〕
統一派活動者会議代表者西村光

雄、角田淳

戦後学生運動ill-3-180 MP70108 10-78 (1962年6月〕 統一派活動者会議情宣部

戦後学生運動i11-3-181 MP70108 13-47 (1962年6月〕 〔同学会、教養部自治会〕

戦後学生運動ill-3-182 MP70108 13-40 (1962年6月〕 文学部学友会統一派活動者会議

戦後学生運動ill-3-183 MP70108 21-38 (1962年6月〕 6.15斗争委員会

戦後学生運動ill-3同184 MP70108 21-45 (1962年6月〕 6.15斗争委員会

戦後学生運動i11-3・185 MP70108 10-79 (1962年6月〕

資料名

大学の自治・学問の自由を守ろう。一全市

民へのアピール一大学の自治を守ろう

(大学管理制度改悪反対)憲法改悪して

はならない!憲法問題に関心を!!

平城宮問題講演会

大学管理制度改悪反対!!憲法改悪阻止!!

帰郷活動の出発点 6・29に結起せよ!

大学管理制度改悪阻止! 憲法改悪の陰

謀粉砕! 6.29京大全学集会全京都集会

に参加しよう!

青年学生平和友好祭参加尽大祭に御協力

下さい。

世界青年学生平和友好祭の成功のために

新執行部の活動プラン 統一派の『新し

い型Jの具体化のために

五・ニO斗争の総括と憲法斗争の今後の

方向

6.15斗争を新しい型新しい執行部で斗おう!

学生運動における新しい型とは何か?

統一派の新しさと社学同の「新しさ」

学生運動における新しい型とは何か?

統一派の新しさと社学問の「新しさJ
強力な一撃を大学管理制度改悪に 6・29
統一行動に結集しよう!

主流派のひきまわしによる学生戦線の混

迷崩壊か統一派の『新しい型』による

再建か 君の貴重な一票を統一派に!

学友諸君へのあいさつ一団結して今日か

ら斗おう-

統一派スローガン

学友諸君! 六-一九に起て!

声明 憲法改悪への布石一大学管理制度

改悪・東南アジア研究センター設置反対!

大学を御用学問所と化すな! 六・一五午

后授業放棄で斗え!

官権の教育支配強化の陰謀を粉砕せよ!

6・15午后授業放棄で斗え!

明日から斗い得る統一派に…投票しよう!

備考

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚、両面、 6月30日開催

ピフ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピフ、 1枚、 6月8日開催の実行委員会総会

の案内

ピフ、 l枚、 6月8日開催の実行委員会総会

の案内

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 1枚、両面

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 1枚、両面、「全学生の手で、新しい

学生運動と自治会を再建しようけなど

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピフ、 l枚
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戦後学生運動ill-3-186 MP70108 13鯛 53 [1962年6月〕 大学管理制改悪の背景と我々の斗争方向 ピ、フ、 2枚、両面、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-3-187 MP70108 21-34 [1962年6月〕 尽大主流派と統一派=日共のちがい ピフ、 1枚

戦後学生運動ill-3-188 MP70108 13-32 1962年7月l日
京都大学文学部2回生3組憲法研究

憲法改正問題に関する私たちの考え ピラ、 l枚
Azz、z 

戦後学生運動E開3-189 MP70108 13-29 (1962年7月4日〕 泉大平和を守る会 原水禁大会の説明会にあつまろう! ピラ、 l枚

戦後学生運動E田3-190 MP70108 6-7 1962年7月5日
東南アジア研究センター問題公開討

声明
ピフ、 1枚、疑念解消までの一切の計画の

吾日b間.メ再b、 停止を要求

戦後学生運動E司3-191 MP70108 6-71 1962年7月25日 京都大学職員組合 声明と統一見解
ピラ、 l枚、国大協による大学の自発的改

革反対

戦後学生運動ill-3-192 MP70108 13 -17 [1962年7月〕 京都大学大学院生協議会中央委員会
東南アジア研究センター設立に関する公

ピラ、 l枚、書き込みあり
開討論会に集ろう!

C自治会統一派常任委員一向、東森 府学連並びに全学連大会代議員の選出に
ピラ、 l枚、「右声明を支持し、常任委員会

戦後学生運動ill-3-193 MP70108 13-26 [1962年7月〕 暁・角田惇・森英樹・森川弘道・村上陽 関する常任委員会多数派の横暴を弾劾す
の再開を要求する」として「同学会統一派

太郎 る
執行委員会一同JI教養部統一派自治委員

一同」を付記

戦後学生運動ill-3司194 MP70108 13-34 [1962年7月〕
東南アジア研究センター設置反対学 東南アジア研究センターに関する公開討

ピラ、 l枚、 7月5日開催
生対策会議 論会に結集しよう

戦後学生運動E幽3-195 MP70108 13-31 (1962年7月〕
〔東南アジア研究センター設置反対 東南アジア研究センターに関する公開討

ピラ、 l枚、 7月5日開催
戸

学生対策会議〕 論会を成功させよう!

戦後学生運動ill-3-196 MP70108 13 -15 (1962年7月〕 〔平和を守る会〕 第八回原水禁大会に代表を送ろう! ピラ、 l枚

戦後学生運動Eふ197 MP70108 6-8 1962年8月25日
東南アジア研究センター問題対策協 東南アジア研究センター計画案決定に抗

ピラ、 l枚
議会 議する

戦後学生運動ill-3-198 MP70108 6同 9 1962年9月1日 東南アジア研究センタ一対策協議会 平沢総長への(緊急)公開質問状 ピラ、 1枚

戦後学生運動ill-3-199 MP70108 21-23 1962年9月10日 同学会中央執行委員会
「東南アジア研究センター問題」に関する

ピラ、 1枚
声明

戦後学生運動ill-3-200 MP70108 7 -120 1962年9月12日 京大大学院生協議会中央委員会
9/13大学管理制度改悪阻止・憲法改悪粉

ピラ、 l枚、書き込みあり
砕全学集会へ11

戦後学生運動ill-3-201 MP70108 6-35 (1962年9月13日〕 C自治会統一派グループ
9/13五者共斗集会を成功させよう 1-当

ピラ、 l枚
面する情勢と関連して一

戦後学生運動Eふ202 MP70108 6-50 (1962年9月14日〕 統一派活動者会議
日韓会談粉砕の旗をさらに両く 11 9.21全

ピラ、 l枚
京都統一行動に共に立上ろう!

戦後学生運動ill-3-203 MP70108 12 -7 [1962年9月14日〕 統一派活動者会議
日韓会談粉砕の旗をさらに両く 11 9.21全

ピラ、 1枚
京都統一行動に共に立上ろう!

戦後学生運動ill-3-204 MP70108 6-40 [1962年9月18日〕
本日3時の東南ア研究センター強行への

ピラ、 l枚
抗議集会へ11

戦後学生運動ill-3-205 MP70108 21-19 [1962年9月19日〕
同学会中央執行委員会、 C自治会常

9.19大管法粉砕府学連統一行動に起て! ピラ、 1枚
任委員会

戦後学生運動ill-3-206 MP70108 6司 54 [1962年9月21日〕
統一派活動者会議、日韓会談反対学

9・21全京大集会3じ法経7に共に斗おう 11 ピラ、 l枚
生対策会議

戦後学生運動ill-3-207 MP70108 6-47 [1962年9月〕 尽大部落問題研究会 日韓会談を粉砕せよ! ピラ、 l枚

戦後学生運動ill-3・208 MP70108 21-25 (1962年9月〕 五者共斗 9.13大管法反対全学集会に結集せよ! ピラ、 l枚
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識別番号

戦後学生運動ill-3-209

戦後学生運動ill-3-21O

戦後学生運動ill-3-211

戦後学生運動ill-3-212

戦後学生運動ill-3-213

戦後学生運動ill-3司214

戦後学生運動ill-3-215

戦後学生運動ill-3司216

戦後学生運動ill-3-217

戦後学生運動ill-3-218

戦後学生運動ill-3-219

戦後学生運動ill-3-220

戦後学生運動ill-3-221

戦後学生運動ill-3-222

戦後学生運動ill-3-223

戦後学生運動ill-3-224

戦後学生運動ill-3-225

戦後学生運動ill-3・226

ファイル番号

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

所在番号

21-26 

6開 43

21-20 

21-21 

12-8 

6-49 

6-34 

6-55 

21-17 

21-28 

6-62 

6-67 

21-10 

21-14 

6四 75

6-76 

7-9 

6幽 79

作成年月日 作成者

[1962年9月〕 五者共斗会議

[1962年9月〕 統一派常任委G

[1962年9月〕
同学会中央執行委員会、教養常任委
貝r=コ『宏ノ¥

[1962年9月〕
同学会中央執行委員会、教養部自治

会常任委員会

[1962年9月〕
日韓会談反対学生対策会議、統一派

活動者会議

楽学部自治会自治委員会、医学部自

[1962年9月〕 治会執行委員会、看護学校自治会総

務

[1962年9月〕

京大統一派活動者会議、全国平和と
[1962年10月15日〕

民主主義を守る学生共斗

[1962年10月15日〕
教養部常任委員会、 11.1スト実行委

員会

同学会執行委員会、 C自治会常任委
[1962年10月15日〕

員会

1962年10月19日 京都大学部落問題研究会

[1962年10月20日〕
京大平和を守る会、日韓会談反対学

生対策会議

[1962年10月24日〕
同学会中央執行委員会、 C自治会常

任委

[1962年10月24日〕
同学会中央執行委員会、 C自治会常

任委

民主青年同盟京大学生班、京大全学
[1962年10月25日〕

統一派活動者会議

民主青年同盟京大学生班、京大全学
[1962年10月25日〕

統一派活動者会議

[1962年10月27日〕 京大全学統一派

1962年10月28日 劇団風波の有志14名

資料名

大学管理制度改悪、教員養成制度改悪、

学術振興法案、科学技術基本法案に反対

しよう!

教養部自治会九・ーーに起つ

九・一九府学連統一行動、大管法粉砕

教育学問の権力支配の強化を阻止せよ!

国大協の一切の活動に注目せよ

六百の学友・五千の労働者・市民と起つ!

共同声明 日韓会談に反対する

NEATO結成の陰謀をうち砕こう-

新学期を迎えて学友諸君に訴える! “憲

法改悪を粉砕しよう"

アッピール 1962年の秋情勢の危急に抗

し日韓会談粉砕・大学管理法改悪反対の

蜂火をかかげよう

ストラキ宣言 大管法粉砕 111.1ゼネスト
に向けて直ちに斗いを組織せよ!

11・1ストへ向けて討論集会に参加せよ!

大管法制定をねらう権力の手先=中教

審の本質をパクロせよ 11
学生大衆に対する一部活動家の暴力事件

を糾弾する!

いく百千万の労働者・人民と共に日韓会談

粉砕・基地撤去の斗に立上ろう 11
アメリカのキューバ介入=日本自衛隊の

戦争準備を粉砕せよ

アメリカのキューバ介入=日本自衛隊の

戦争準備を粉砕せよ

アメリカ帝国主義のキューバ侵略反対

第三次世界大戦の危機をわれわれの抗議

行動で打破ろう!

アメリカ帝国主義のキューバ侵略反対

第三次世界大戦の危機をわれわれの抗議

行動で打破ろう!

平民共斗10・30に決起11-10/30全京大集

会を成功させ、 11/1斗争を斗い抜こう-

大管法・日韓会談・アメリカのキューパ侵

略に反対する

備考

ピラ、 1枚

ピフ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピフ、 1枚、平和と民主主義を守る共斗会 i

議主催による京大集会問1日開催の案内 l

あり

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚、書き込みあり

ピラ、 1枚;

ピラ、 l枚、裏面は「中教審答申の本質は

何か一大管法粉砕に起て lJ

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚、講演会案内あり

ピラ、 1枚、講演会案内あり

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

'..0 
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京大全学統一派活動者会議議長角
同学会委員長、教養部自治会委員長にた

戦後学生運動ill-3-227 MP70l08 7 -11 1962年10月29日 いする申し入れ-10月30日を11.1へのス ピラ、 l枚
回惇

テップとして共に斗いぬこう-

戦後学生運動ill-3田228 MP70108 7 -13 1962年10月29日 1回生J3J4J5自治委員 共同提案 ピフ、 l枚、 10・30集会成功を目指す

戦後学生運動ill-3-229 MP70108 7 -14 1962年10月29日
泉大学部統一派活動者会議、思大教 アッピール 斗いの序幕! 10.30斗争に

ピラ、 1枚
養部統一派活動者会議 一切の憤激を組織しよう!

戦後学生運動ill-3-230 MP70l08 7 -12 (1962年10月29日〕 〔薬学部自治会〕 明日の全学集会に参加しよう ピフ、 1枚、書き込みあり

医学部、薬学部、経済学部ニ者共斗、
11.lスト成功のために本日10月30日労働

戦後学生運動ill-3-231 MP70108 7 -20 (1962年10月30日〕 文学部三者共斗、全学統一派、平民
者・人民と共に起ち上ろう!

ピラ、 l枚
共斗

経済学部ニ者共斗、文学部ニ者共斗、
11・1の庄倒的成功への突破口 10・30平民

戦後学生運動ill-3-232 MP70108 7輔 19 (1962年10月30日〕 薬学部自治会、全学統一派活動者会
共斗統一行動を成功させよう

ピラ、 lキ文
5義

一切の反動攻勢に壊滅的打撃を! 本日 ピラ、 l枚、 10・30京大集会実行委員会は経

戦後学生運動E値3-233 MP70108 7 -15 1962年10月30日 10・30京大集会実行委員会 の京大集会・平民共斗統一行動に結集せ 済学部同好会、文学部学友会など11団体で

よ! 構成

戦後学生運動ill-3-234 MP70l08 7-28 1962年10月31日 文学部労演を観る会、労音を聞く会 文学部に労音・労演の組織を結成しよう! ピラ、 1枚

戦後学生運動ill-3-235 MP70l08 21-5 (1962年10月〕 S執行委 11.lストを成功させ大管法を粉砕しよう! ピラ、 1枚

戦後学生運動ill-3-236 MP70l08 7-8 (1962年10月〕 京大全学統一派
ll.1全学ストを軸に10.29~ 11.2の行動週

ピラ、 1枚
聞を斗いぬこう

戦後学生運動ill-3-237 MP70l08 7四 53 (1962年10月〕 尽大農学部E組有志一同 よびかけ “大学管理問題を考えよう" ピラ、 1枚

戦後学生運動ill-3-238 MP70l08 6-59 1962年10月 京大平和を守る会
-0・一一全国百万の統一行動に向けて

ピラ、 1枚
のよびかけ

大学管理法に反対する私達の訴えを聞い
戦後学生運動ill-3-239 MP70l08 7 -52 (1962年10月〕 京都大学学生一同 て下さい。守ろう大学の自治 戦争はも ピラ、 1枚

うイヤだ

京都府学連常任執行委員会、忠大同 自治会活動の原則を守れ!統一派〈民青

戦後学生運動ill-3-240 MP70l08 21-15 (1962年10月〕 学会中央執行委員会、同教養部自治 二日共〉マル同の自治会破壊活動を弾劾 ピラ、 2枚、両面、ホッチキスとめ

会常任委員会書記局 する。

11.lストを成功させ大管法を粉砕しよう!

戦後学生運動ill-3-241 MP70l08 21-7 (1962年10月〕 教養部自治会常任委員会 各クラスはスト決ギをし代議員を選出 ピラ、 l枚
せよ

戦後学生運動ill-3-242 MP70108 6-57 (1962年10月〕 経済学部同好会
日韓会談・大学管理制度問題講演会に集

ピラ、 l枚、 10月8日開催
まろう!

C自治会常任委員会・11.1ゼネスト実
田中補導委員長、代議員大会の無条件開

戦後学生運動ill-3-243 MP70l08 21-8 (1962年10月〕 催を認めず!! 大学権力の自治会活動弾 ピラ、 l枚
行委員会

圧をはねかえそう

戦後学生運動ill-3国244 MP70l08 7-4 (1962年10月〕 自治会をみんなのものにするグループ 工学部全学友に訴える
ピラ、 4頁、ホッチキスとめ、「自治会運営

の基本的態度と具体的方針についてJ

大管法斗争を労働者多面人的民行との統一行動で
戦後学生運動ill-3-245 MP70l08 6-69 (1962年10月〕 全学統一派活動者会議 十一・ーを波状的・多 動で斗い抜こ ピラ、 1枚、両面

う!!
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識別番号

戦後学生運動ill-3-246

戦後学生運動匹3幽247

戦後学生運動ill-3-248

戦後学生運動ill-3-249

戦後学生運動ill-3-250

戦後学生運動ill-3-251

戦後学生運動ill-3司252

戦後学生運動ill-3・253

戦後学生運動ill-3-254

戦後学生運動ill-3同255

戦後学生運動ill-3-256

戦後学生運動ill-3-257

戦後学生運動ill-3司258

戦後学生運動ill-3-259

戦後学生運動ill-3-260

戦後学生運動ill-3-261

戦後学生運動ill-3-262

戦後学生運動ill-3-263

ファイル番号

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70108 

MP70109 

MP70109 

MP70109 

MP70109 

MP70109 

MP70109 

MP70109 

MP70109 

MP70109 

MP70109 

MP70109 

MP70109 

MP70109 

所在番号 作成年月日

12 -6 (1962年10月〕

21-3 (1962年10月〕

7 -16 (1962年10月〕

21-4 (1962年10月〕

7 -18 (1962年10月〕

7-3 (1962年10月〕

21-6 (1962年10月〕

7 -10 (1962年10月〕

7 -17 (1962年10月〕

21-9 (1962年10月〕

22-4 (1962年J11月1日

7 -23 (1962年11月1日〕

7 -26 (1962年11月1日〕

7 -22 (1962年11月1日〕

7-27 1962年11月2日

7 -33 1962年11月5日

7 -70 (1962年J11月7日

22-5 (1962年11月7日〕

作成者

統一派活動者会議

同学会中央執行委員会、教養部常任

委員会

日韓会談学生対策会議

文学部一回生一組

文学部学友会

リアクタンスグループ、平和と科学

研究会

理学部自治会執行委員会

京大同学会

京大法学部一回生四組

尽都大学文学部一回生二組

全学統一派活動者会議

統一派活動者会議事務局

生協総代有志

京大生協労組

同学会中央執行委員会

資料名

核戦争の危機は防げる 10.25の総括から

11.1へ
大管法粉砕、精魂を傾け11.1ゼネストを
成功させよう!直ちにストを採択し、代議

員を選出せよ

アメリカのキューバ侵略に抗議し、核戦

争阻止のため-0・三O平民共斗に結集

し一一・ーへ進もう

1L111.l全国スト決議

緊迫した情勢の中で教育の軍国主義化粉

砕のため十・三O~十一・ーに立上ろう

理工系学友諸君 十一月祭に参加しよう

" 全国的な統一斗争はいかにしてなすの

か 11・1に対し、 10・31を提起し、運動

を混乱させ分裂させるのか=マル問、 10・
31、11.1の成功の上に統一のプランを計

画するのか=執行部

一切の分裂主義呼わりをやめよ 11-11，1
全学スト、 10・29~ 11・2行動週間のため

10・30全京大集会に参加しよう

11・1ゼネストへ向けて決断を! ストを採

択し直ちに代議員を選出せよ!

水俣の兄弟の斗いは憲法斗争の勝敗につ

ながる!

市民の皆さんへの呼びかけ “大学管理

制度強化"に反対しましょう

市民の皆さんへよび、かけ

アッピール 11.1ストを大管法粉砕のため

11.l斗争の教訓!と展望 クラスの斗争委

員会を基礎に新たな前進を!

生協書籍閉鎖に反対する 一時的閉鎖は

永久閉鎖への道 5分ヲiの利益もなくな

る! 書籍部閉鎖は生協破壊の利敵行

為!

生協書籍部を一日も早く再開しよう 11-
不可解な生協理事会の結論ー

本日総長会見-f大管法に反対か?J
15・16の国大協へ向け総長に反対声明を

要求しよう!

備考

ピラ、 l枚、書き込みあり

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 1枚

ピフ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 l枚

ビラ、 l枚

ピラ、 1枚

。。
ひ3
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戦後学生運動i11-3-264 MP70109 7-40 (1962年11月8日〕 京大平和を守る会
日本平和大会に向けての本日の講演会に

ピラ、 l枚
参加しよう

戦後学生運動i11-3-265 MP70l09 22-10 [1962年11月8日〕
シンポジウムへの招待-故郷喪失の時代

ピラ、 1枚、両面
とは何か

戦後学生運動i11-3-266 MP70l09 22-17 (1962年11月12日〕
12じ尚北 教官有志との討論集会に参加

ピラ、 l枚
しよう!!

戦後学生運動i11-3-267 MP70l09 7 -48 1962年11月14日 京大全学統一派活動者会議
勝利への道一斗争の持続的発展を!!

ピラ、 l枚
11.16成功のために

戦後学生運動Eふ268 MP70l09 22-24 (1962年11月15日〕
同学会中央執行委員会、教養部常任 清田府学連委員長逮捕さる! 府警の斗

ピラ、 l枚
委員会 争破壊の陰謀を粉砕しよう

戦後学生運動i11-3-269 MP70l09 22-23 (1962年11月15日〕
非常事態には非常手段を 本日代議員大

ピラ、 l枚
~ 、

戦後学生運動i11-3-270 MP70109 7 -59 1962年11月16日 京大全学統一派
ストの意義を最大限追求しながら今日の

ピラ、 l枚
ストを成功させよう!

戦後学生運動i11-3-271 MP70l09 7司 54 1962年11月16日 京都大学工学部一回生八組 市民の皆さんへ!! ピラ、 1枚、大学管理法阻止の訴え

戦後学生運動Eふ272 MP70l09 7 -58 [1962年11月16日〕 〔統一派〕
第四期第二回代議員大会における若干の

ピラ、 l枚
問題について

同学会執行部ならびに学友への訴え
戦後学生運動i11-3-273 MP70109 7 -74 [1962年11月17日〕 京大全学統一派活動者会議 11.30-12.8の斗いにむけ五者共斗の再開 ピラ、 l枚、書き込みあり

を! 11.30にむけて学内60ωの署名を!

戦後学生運動i11-3-274 MP70109 7 -60 1962年11月17日 京大統一派活動者会議
11.16総括 クフス活動家集団を軸として

ピラ、 l枚
全学友の意志統ーを勝ちとろう!

全学友の意志統一のもと、 11.30-12.8の斗

戦後学生運動i11-3-275 MP70l09 7 -73 [1962年11月17日〕 統一派活動者会議
いを全大学人の奮斗で勝利しよう! 学

ピラ、 l枚
内6∞0の署名! クラス斗争委員会!

教官・職組・大学院との共斗!

戦後学生運動i11-3-276 MP70l09 7 -62 1962年11月17日 統一派情宣部
教官、大学院、職組、大管法粉砕に立つ!

ピラ、 1枚
11.17.全京大集会大会宣言

代議員大会決定=354(賛):153(反):16

戦後学生運動ill-3帽277 MP70l09 22酬 36 (1962年11月22日〕
(保):3(棄) 1万人投票支持! 取りひ

ピラ、 1枚
きによって斗いを売り渡す日共=民青の

犯罪的行為を弾劾せよ!

大学閉鎖戦術反対、 12.8を学生全学スト・

生協スト総長参加を含む図書館前全京大
戦後学生運動ill-3-278 MP70l09 7 -75 (1962年11月24日〕 京大統一派 集会で斗おう!! r大管制改悪反対jのlピラ、 1枚

万人投票で全学意志統一を!! 学内8∞o
の署名で斗争体制を確立せよ!!

思大全学のみなさんに 十二・八「総長
戦後学生運動ill-3司279 MP70109 7 -80 1962年11月27日 京都大学大学院生協議会中央委員会 をふくめる全学集会」をよびかける-r大 ピラ、 l枚

学閉鎖」は時期尚早-

戦後学生運動ill-3-280 MP70109 7司 81 [1962年)11月27日 統一派
我々の提案大学閉鎖戦術反対 12・8

ピラ、 1キ文
を全京大総決起統一行動日とせよ!!

戦後学生運動ill-3-281 MP70l09 7 -95 (1962年11月28日〕 統一派活動者会議
大学閉鎖一万人投票のギマン性をパクロ

ピラ、 l枚
する
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識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

戦後学生運動ill-3-282 MP70109 7 -84 1962年11月29日 全学統一派活動者会議
提案 12.8をかくたたかえ! 勝利の展望

ピラ、 l枚
はこうだ!

「大学閉鎖Jは如何に準備されているか?

戦後学生運動ill-3四283 MP70l09 7 -89 1962年11月29日 全学統一派活動者会議 一不法な自治会運営と言論弾圧に抗議す ピラ、 1枚
る一

全京大の学友諸君!!“我々は心から訴え

戦後学生運動ill-3司284 MP70l09 22-33 1962年11月29日 法学部斗争委員会 る"一切の断圧、一切の妨害に屈せず“全 ピラ、 l枚
学一万人投票"を追求せよ!!

11:30全都東大銀杏並木集会を支援せよ!

全国の学友は我々の斗いを注視し我々

戦後学生運動ill-3-285 MP70109 22-34 [1962年11月29日〕 は全国の学友の斗いを注視する 12・8大 ピラ、 1枚
学閉鎖に向けて11・30全国ゼネスト京大ス

トに起て!! 
大学院生有志による全学アッピール

戦後学生運動ill-3-286 MP70l09 22-39 (1962年J11月30日 京大大学院生有志 一万人投票支持!! 大学閉鎖を勝ち取れ ピラ、 l枚、両面

" 我々は経済学部学生大会の犯罪的決議を

戦後学生運動ill-3-287 MP70l09 22-30 [1962年11月30日〕 大学閉鎖経済学部学生実行委員会 乗越えて斗う一大学閉鎖をあくまで追求 ピラ、 1枚
しよう-

我々は経済学部学生大会の犯罪的決議を

戦後学生運動ill-3-288 MP70l09 22-37 [1962年11月30日〕 大学閉鎖経済学部学生実行委員会 乗越えて斗う一大学閉鎖をあくまで追求 ピラ、 1枚
しよう-

11.30をパネに12.8全京大総決起集会を

戦後学生運動ill-3-289 MP70l09 7司 86 (1962年11月30日〕 統一派 直ちに全学集会支持決議をとり、全学集 ピラ、 1枚
会実行委員会を結成しよう

大管法粉砕! 11.30全国ゼネスト 12.8 
戦後学生運動ill-3-290 MP70109 22司 88 (1962年11月30日〕 同学会中央執行委員会 大学閉鎖にむけて本日の斗いを成功させ ピラ、 l枚

ょう!

再び全学諸兄姉に訴える “一万人投票"
ピラ、 1枚、両面、裏面は文学部東洋史学

戦後学生運動ill-3-291 MP70l09 7 -85 1962年11月30日 文学部東洋史学研究室会議
の欺鵬性を糾弾する一

研究室会議「東洋史教室声明J(1962年11
月28日付)

再び全学諸兄姉に訴える一“一万人投票"
ピラ、 l枚、両面、長面は文学部東洋史学

戦後学生運動ill-3-292 MP70l09 7 -91 1962年11月30日 文学部東洋史学研究室会議 研究室会議「東洋史教室声明J(1962年11
の欺蹄性を糾弾する-

月28日付)

戦後学生運動ill-3・293 MP70109 7 -30 (1962年11月〕 〔統一派〕 秋の野山へ統一派ハイキングへの案内 ピラ、 lネ文

戦後学生運動ill-3-294 MP70l09 6同 80 (1962年11月〕 〔京大白鳥事件研究会〕
白鳥事件の村上国治氏の釈放をかちとり、

ピラ、 1枚
裁判の実態を究明する活動にたちあがろう

戦後学生運動ill-3-295 MP70l09 22-49 [1962年11月〕 尽大同学会、思大全学斗争委員会 大管法粉砕のカギ 大学閉鎖はこうだ ピラ、 l枚、両面

戦後学生運動ill-3-296 MP70109 7 -35 [1962年11月〕 京大平和を守る会
アジアの平和のための日本平和大会にむ

ピラ、 l枚、 11月8日開催
けて京大実行委員会を結成しよう

戦後学生運動ill-3-297 MP70l09 7四 61 [1962年11月〕 京大平和を守る会 新世界戦争が始まらないうちに ピラ、 1枚

戦後学生運動ill-3圃298 MP70l09 7 -25 [1962年11月〕 京都大学医学部進学課程一回生一組 大学管理法案反対!! ピフ、 l枚

血
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戦後学生運動ill-3-299 MP70109 22-31 [1962年11月〕 教養部自治会常任委員会
粉砕か、敗北か、大管法粉砕を我々の力

ピラ、 l枚
で

経済学生大会決定 12・8を全学スト・全

戦後学生運動ill-3-300 MP70109 7 -88 [1962年11月〕 経済学部同好会 学集会で斗う 同学会方針反対 12/8大 ピラ、 1枚、学生大会は11月29日開催

学閉鎖反対一万人投票ボイコット

戦後学生運動ill-3-301 MP70109 22-16 [1962年11月〕 C自治会常任委員会
再び11.16ストの意義について 大管法粉

ピラ、 l枚
砕の道は実力斗争のみだ

戦後学生運動ill-3-302 MP70109 24-10 [1962年11月〕 全学連大管制改悪阻止斗争委員会
大学当局は直ちに「告」を撤回せよ!!

ピラ、 l枚
11.16全学・11.30全国ゼネストをかちとろう!

大学閉鎖は対等な一万人の主体的決断に

戦後学生運動ill-3-303 MP70109 22-27 [1962年11月〕 全学斗争委員会 かかっている。旧観念“学生の分際で-一" ピラ、 lネ文
論を克服しよう。

戦後学生運動ill-3-304 MP70109 7 -56 [1962年11月〕 統一派活動者会議
「告」に抗し学内共斗強化のために11・16

ピラ、 l枚
スト、署名、学部オルグを勝ちとれ

戦後学生運動ill-3-305 MP70109 7 -63 [1962年11月〕 統一派活動者会議
招請状大管法斗争の戦術をめぐる尽大

ピラ、 I枚、 11月18日開催
活動家討論集会

大学の権力支配=大管法を粉砕しよう!

戦後学生運動ill-3-306 MP70109 22-48 [1962年11月〕 同学会、 12・8全学斗争委員会
12・8大学閉鎖をかちとろう! すべて

ピラ、 l枚、両面
の反対勢力の妨害を粉砕して一万人投票

を成功させよう!!

いまや斗いの帰趨は大学閉鎖にかかって

戦後学生運動ill-3-307 MP70109 22-47 [1962年11月〕 同学会、全学斗争委員会 いる 一切の妨害を排し一万人投票の成 ピラ、 l枚、両面

功を勝ち取ろう!

同学会中央執行委員会、教養部自治
大学全体を斗いの中へ! 大学の管理運

戦後学生運動ill-3-308 MP70109 22-11 [1962年11月〕 営に関する一切の法制化絶対阻止 11・ビラ、 l枚
会常任委員会

16全学ストで起て!

同学会中央執行委員会、教養部自治

戦後学生運動ill-3-309 MP70l09 22-19 [1962年11月〕 会常任委員会、各学部自治会常任委 再び、怒りを込めて「告」に反駁する! ピラ、 1枚、両面

員会

戦後学生運動ill-3-310 MP70l09 7 -50 [1962年11月〕 文学部学友会常任委員会
大管法・日韓会談粉砕のため16日をストフ

ピラ、 1枚、書き込みあり
イキで斗おう!

戦後学生運動ill-3-311 MP70109 7句 82 [1962年11月〕 文学部常任委員会斗争委員会
12・8大管法粉砕斗争勝利のための我々の

ピラ、 l枚
方針

大学閉鎖戦術反対、 12・8を学生全学スト、

戦後学生運動ill-3-312 MP70109 7 -101 [1962年11月〕 文学部常任委員会斗争委員会 生協スト、総長を含む図書館前全学集会 ピラ、 l枚
で斗おう!!

大学管理制度改悪反対・法制化阻止のた

戦後学生運動ill-3-313 MP70109 7 -114 [1962年11月〕 法学部統一派活動者会議 たかいを全学的・全国的なものに! 現段 ピラ、 l枚
階での大学閉鎖に反対する一

遼巡の時は去った 決断を! 宜ちにス

戦後学生運動ill-3-314 MP70109 22-20 [1962年11月〕 ト決し、行動を開始しよう 11.l6全学ス ピラ、 l枚
トを勝ち取れ!

戦後学生運動直-3-315 MP70l09 22-29 [1962年12月1日〕 教養部自治会常任委員会
全国の学友は決起した! 12・8大学閉鎖

ピラ、 l枚
でさらに攻勢に転じよ!
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識別番号

戦後学生運動E・3-316

戦後学生運動ill-3-317

戦後学生運動ill-3-318

戦後学生運動ill-3-319

戦後学生運動ill-3-320

戦後学生運動ill-3司321

戦後学生運動ill-3-322

戦後学生運動ill-3-323

戦後学生運動E問3-324

戦後学生運動ill-3-325
戦後学生運動ill-3-326

戦後学生運動ill-3-327

戦後学生運動ill-3-328

戦後学生運動ill-3-329

戦後学生運動ill-3-330

戦後学生運動ill-3田331

戦後学生運動ill-3-332

ファイル番号 所在番号

MP70l09 7 -90 

MP70l09 22-42 

MP70l09 7四 92

MP70109 22-32 

MP70109 7 -97 

MP70109 7明 103

MP70l09 7 -102 

MP70l09 7 -100 

MP70l09 22岨 45

MP70109 7 -105 
MP70l09 7 -106 

MP70109 22-44 

MP70l09 7 -109 

MP70l09 7 -108 

MP70l09 22司 46

MP70109 7 -110 

MP70109 7 -112 

作成年月日 作成者

1962年12月1日 全学統一派活動者会議

(1962年12月l日〕 全学斗争委員会

[1962年12月1日〕 農学部統一派活動者会議

(1962年12月1日〕
理学部自治会、法学部自治会、文学

部自治会、教育学部自治会

(1962年J12月2日 生協労働組合執行委員会

1962年12月3日 京都大学大学院生協議会中央委員会

1962年12月3日
国民に訴える尽大全学統一集会実行
委員会

(1962年12月3日〕 教養統一派活動者会議

(1962年12月3日〕 全学斗争委員会

1962年12月4日 文学部学友会常任委員会

1962年12月5日 教養統一派活動者会議

(1962年12月6日〕 全学斗争委員会

(1962年12月6日〕 統一派

(1962年12月7日〕 経済学部同好会

[1962年J12月7日 五者共斗会議

(1962年12月7日〕 全学統一派活動者会議

(1962年12月8日〕 経済学部小野ゼミナール

資料名

勝利のカギ=12ふ総長を含む全学集会

にむかつてパク進せよ!! 学友諸君!
職組、大学院、生協労組、 E.L自治会に

続こう!!

歴史的決断の時はきた! 学校当局のー
方的な弾圧を排して全学閉鎖を斗いぬけ

農学部学生集会で我々に出された質問に
ついて

教養部学友へのアッピール

一回生一学生(自治会役員)の生協労組

への活動妨害に強く抗議する 書記長に
マブタの裂傷負す

教官にうったえる

国民に訴える京大全学統一集会への呼び、

かけ

投票はどこまできたか?学部・五者での

斗争状況)

賛成354、反対153、保留16、棄権3=教
養部代議員大会圧倒的多数で10∞0人
投票支持!! 全学一万人投票開始! 大

管法粉砕の巨大な歯車は回りはじめた。

全京大人は一切のしゅんじゅんを排し大
学問サに向け一万人投票に結集せよ!

文学部教授会への申入書

質問! 「一万人投票」は、正当なのか

粉砕か、否か、決断せよ! 妨害を排し
一万人投票を勝取れ!

「投票」のみに総てをかけるな! クフス
のスト決で体制を確立せよ! 全学スト・
全学集会、これが成功の鍵だ!

12・8大管法粉砕! 学生=全学完全スト

国民に訴える全学統一集会→円山求心

デモ

大管法粉砕尽大全学統一集会に参加しょ

う!

あらゆる困難・沈滞・非誘をはねのけ12.8全
学完全スト4∞0名全学集会を勝ち取れ!

閉鎖戦術は破産した!

我々小野ゼミナールは、七日のゼミ討議
の結果、以下の結論に達したのでここに

公表すると共に諸君に呼びかける!!

備考

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚、書き込みあり、「大学閉鎖決定
のための全学投票断固支持」を要望

ピラ、 l枚

ピフ、 1枚、「国民に訴える全学統一集会」

参加の呼びかけ

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚
ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚、書き込みあり

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚、両面、書き込みあり

ピラ、 l枚、全学集会への参加、統一戦線

の結成

ひ3
ゲコ



戦後学生運動ill-3司333 MP70109 7 -113 (1962年12月8日〕 全学統一派
12.8大管法粉砕全学スト・全学集会尽大総

ピラ、 l枚
決起デー

戦後学生運動ill-3-334 MP70109 22-53 (1962年12月13日〕 C自治会常任委員会
大管法粉砕への手をゆるめるな! 12・

ピラ、 1枚
14Cストライキを断乎勝ち取ろう!

戦後学生運動ill-3-335 MP70109 7 -115 (1962年12月13日〕 統一派活動者会議
同学会の不当処分をはねのけ12.14を全人

ピラ、 1枚
民と共にストライキで立て!

戦後学生運動ill-3-336 MP70109 22開 52 (1962年12月13日〕 同学会中央執行委員会
同学会活動停止処分に対する同学会中央

ピラ、 1枚
執行委員会声明

戦後学生運動ill-3-337 MP70109 22-38 (1962年12月〕 一万人投票実行委員会 全学一万人投票趣意書 ピフ、 1枚
安易な投票ムードを打ちゃぶって12.8の強

戦後学生運動ill-3-338 MP70109 7司 87 (1962年12月〕 経済学部同好会
固な斗いを組織せよ 11 学生=全学完全

ピラ、 l枚
スト 図書館前全学集会円山への全学

求JL、デモ
投票期間中休むことなく12・8全学完全ス

戦後学生運動ill-3-339 MP70109 7 -99 (1962年12月〕 全学統一派 ト全学集会をかちとろう! 全学完全閉 ピラ、 l枚
鎖に反対を11

戦後学生運動ill-3-340 MP70109 22-51 (1962年12月〕 全学斗争委員会、教養部常任委員会
12.8斗争の成果の上に更に斗いを推し進

ピラ、 l枚
めよう 12・14を再ぴストでたて!

戦後学生運動ill-3-341 MP70109 7 -96 (1962年12月〕 統一派
一万人投票はギマンだ11 五者共斗で全

ピラ、 1枚
学集会を11

戦後学生運動ill-3-342 MP70109 7四 94 (1962年12月〕
一二・八全学集会・全学完全スト学生実行

ピラ、 1枚
委員会結成の趣意書

戦後学生運動ill-3司343 MP70109 10-55 (1962年〕
泉大統一派活動者会議、民青同盟尽 憲法改悪に反対し、調査会の即時解散を

ピラ、 1枚、両面、裏面は署名欄
大学生班、京大平和を守る会 要求する署名

戦後学生運動ill-3-344 MP70109 13-20 (1962年〕 京大法学部l回生5組
私達は呼びかける 11 大学管理制度改悪

ピラ、 l枚
反対11 憲法改悪反対11
市民の皆さんに訴える 11 ‘大学管理制度

戦後学生運動ill-3-345 MP70109 13-25 (1962年〕 京都大学教育学部一回生一同 改革'は大学だけの問題ではない。すべ ピラ、 l枚
ての人に直接関係している問題である 11

戦後学生運動ill-3-346 MP70109 6-48 (1962年〕
京都大学中国研究会、日中友好協会 “中国"に国連代表権を 1-第17回国連総

ピラ、 1枚
京大学生班 会開催にあたって訴える一

戦後学生運動車問3-347 MP70109 7司 55 (1962年〕 京都大学法学部一回生四組 大管法粉砕の為に共に立ち上ろう! ピラ、 1枚、府立大学学生向け

私達は学園生活にさまざまな不満をもっ

戦後学生運動E・3-348 MP70109 10-69 (1962年〕 統一派 ている。これを解決する新執行部を樹立 ピラ、 1枚
しよう

戦後学生運動ill-3-349 MP70109 25-42 (1962年〕 統一派 新しい型の学生運動と自治会のために
ピフ、 2枚、両面、ホッチキスとめ、書き込

みあり

戦後学生運動ill-3-350 MP70109 13-33 (1962年〕 統一派活動者会議
斗いの炎を全国に然え上がらせよう 1-

ピラ、 l枚
六・二九斗争の総括ー

戦後学生運動ill-3-351 MP70109 17 -80 1963年1月10日
尽都大学東南ア研問題全学対策協議

東南ア研設置強行に際しアピール ピラ、 l枚、両面
ムA、

戦後学生運動E四3-352 MP70109 22ω68 (1963年J1月11日 同学会、教養部自治会 資金カンパ要請趣意書 ピラ、 1枚
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識別番号

戦後学生運動ill-3-353

戦後学生運動ill-3-354

戦後学生運動ill-3-355

戦後学生運動ill-3-356

戦後学生運動ill-3-357

戦後学生運動ill-3-358

戦後学生運動ill-3-359

戦後学生運動ill-3-360

戦後学生運動ill-3-361

戦後学生運動ill-3-362

戦後学生運動ill-3-363

戦後学生運動ill-3-364

戦後学生運動ill-3-365

戦後学生運動ill-3-366

戦後学生運動ill-3-367

戦後学生運動ill-3-368

戦後学生運動ill-3-369

戦後学生運動E“3-370

ファイル番号 所在番号

MP70109 22-65 

MP70109 22-69 

MP70l09 17 -83 

MP70l09 22-71 

MP70109 17目 73

MP70l09 17 -70 

MP70l09 17 -68 

MP70l09 17 -67 

MP70109 17 -65 

MP70l09 17 -69 

MP70109 17 -93 

MP70l09 17 -66 

MP70l09 17 -90 

MP70l09 22-64 

MP70l09 17 -86 

MP70l09 17 -84 

MP70l09 17 -72 

MP70l09 17 -82 

作成年月日 作成者

(1963年1月11日〕 〔斗争委員会〕

(1963年1月12日〕 (斗争委員会〕

(1963年1月17日〕 教養統一派活動者会議

(1963年l月17日〕 教養部斗争委員会

(1963年1月21日〕 統一派

(1963年1月21日〕 文学部学友会常任委員会

1963年1月24日 全学統一派活動者会議

(1963年1月25日〕 統一派

(1963年1月26日〕 教養部統一派活動者会議

(1963年1月29日〕 〔統一派〕

(1963年1月〕 京大教養部統一派活動者会議

(1963年1月〕 京都大学学生

(1963年1月〕 教養統一派活動者会議

(1963年1月〕 教養部斗争委員会

(1963年1月〕 C統一派活動者会議

(1963年1月〕 全学統一派活動者会議

(1963年l月〕 全学統一派活動者会議々長角田惇

(1963年l月〕 統一派

資料名

斗争委アピール 大管法の国会上程を許

すな! 試験ボイコットを勝取れ権力

に徹底的抵抗を!

大管法粉砕の唯一の方針、全試験ボイコ

ツト斗争に突入せよ!

1.21安保共斗統一行動日に全学スト・全学

集会で立ち試験ボイコットに突入せよ

20日(日)代議員大会・21日スト・28日以後

突入!

1.21全国安保共斗統一行動日を大管法・日

韓会談粉砕の歴史的斗争の序幕とせよ!

池田内閣と国大協上層部の大学管理制度

改悪を阻止しよう!日韓会談を労働者人

民との全国斗争で葬れ!

大管法阻止の力で政府の陰謀〈認証官制、

大運協〉を粉砕せよ!

国大協 政府の陰謀〈認証官、大運協〉

を許すな! 1.26全学ストライキ全学集会

でたて!

きょう26日を大・運・協認証官制粉砕の闘

いの日とせよ!-池田政府への追撃の手

をゆるめるな!

事態の危急を訴える 数日後に迫った大

管法の制度的改悪!認証官制度・大運協

設置を許すな!!

日韓会談粉砕・大管法上程阻止に1.21スト
試験ボイコットで起て!

国立七大学長の認証官制度に反対しま

しょう l
1.21安保共斗全国統一行動に呼応し大管

法粉砕日韓会談粉砕ストライキで斗え

荒木文相、再度決意表明す 大管法国会

上程必至!

大管法粉砕・日韓会談粉砕に1.21安保共斗

統一行動参加と試験ボイコットで起て!

1.21スト 1.28試験ボイコットにむけてパ

ク進せよ

全統一派活動者会議招請状 (大管法斗

争の新しい情勢と展望)についての討論
AZZ、E 

1.21全学スト 全面試験ボイコットに突入

せよ!

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 l枚

ピラ、 lキ文

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

備考

吋吋

ゲコ
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戦後学生運動ill-3-371 MP70l09 17剛 94 0963年l月〕 統一派活動者会議
大管法・日韓会談粉砕の為に試験ボイコッ

ピラ、 1枚
トで斗う決意を!

学友へのよびかけ 2L3クラス決議大

戦後学生運動ill-3-372 MP70l09 17】 74 0963年1月〕 (2L3クラス〕 管法粉砕・試験ボイコット延期要求 1.21 ピラ、 1枚
スト全京大集会全京都集会支持

戦後学生運動ill-3-373 MP70109 17 -91 (1963年1月〕 平和を守る会 日韓会談粉砕にたちあがろう! ピラ、 l枚

戦後学生運動ill-3-374 MP70l09 22司 79 0963年1月〕
試験ボイコットのみが鍵を握る!!一どうし

ピラ、 l枚、両面
て粉砕するか-

戦後学生運動ill-3-375 MP70109 17 -50 1963年2月26日 泉大生協労組執行委員会 組合員の皆さんに訴える ピラ、 l枚、両面

学生の厚生補導に関する中教審答申、大
戦後学生運動ill-3-376 MP70l09 22-91 (1963年2月〕 全学斗争委員会書記局 運協コ認証官制粉砕! 斗いを再び準備 ピラ、 l枚

せよ! 11日l時から平沢総長との団交

新入生歓迎統一派アピール 偉大な歴史

戦後学生運動ill-3・377 MP70l09 17 -58 1963年3月30日 全京大統一派活動者会議 の転換に際し君の情熱と知性の全てを平 ピラ、 1枚
和と民主々義の斗いに献げよ!

で、っちあげられた書籍部閉鎖! 書籍部

戦後学生運動ill-3-378 MP70l09 13-65 1963年4月10日 京大生協労働組合執行委員会
偏差は経理体制とズサンな経理事務が主

ピラ、 1枚、書き込みあり
要な原因である。一八十万にのぼる伝票

取扱上の誤り-

統一派活動者会議議長 II-E3 角
迫りくる戦争と反動の嵐 日韓会談粉砕

戦後学生運動ill-3-379 MP70109 17 -53 0963年J4月17日 に4.26授業放棄で斗え 4.17地方選挙を ピラ、 l枚
田惇

池田政府への弾劾の日とせよ!

戦後学生運動ill-3-380 MP70109 17 -54 1963年4月18日 京大統一派活動者会議
日韓会談粉砕 4・26統一行動にむけてク

ピラ、 l枚
ラス組織を開始しよう!

戦後学生運動ill-3-381 MP70109 17 -63 (1963年4月19日〕 レ学友会 J'自治会 E.同好会 日韓会談粉砕尽大集会に参加しよう ピフ、 l枚
統一戦線・統一行動の旗の下4・26，5.1 

戦後学生運動ill-3-382 MP70109 17 -24 (1963年4月〕 京大全学統一派活動者会議 (メーデー)をステップに日韓会談粉砕5ピラ、 1枚、両面

月下旬全学ストを準備せよ!

戦後学生運動ill-3-383 MP70l09 17 -45 (1963年4月〕 〔京大統一派〕 尽大統一派四月恒例学習会への誘い ピラ、 l枚、 4月21日開催

戦後学生運動ill-3-384 MP70l09 17 -47 (1963年4月〕 青年問題研究会 ぼくたちの贈りもの-武器なき斗い
ピラ、 l枚、映画「武器なき斗いjの上映

会について

戦後学生運動ill-3-385 MP70109 17 -48 0963年4月〕 全学統一派活動者会議
池田政権は直ちに朴政権と手を切れ 4・

ピラ、 1枚
26授業放棄、五月下旬全学ストで起て!!

戦後学生運動ill-3-386 MP70l09 17 -30 (1963年4月〕 統一派
特別アピール 第34回メーデーに参加し

ピラ、 l枚、両面
ょう

戦後学生運動ill-3-387 MP70l09 17 -57 0963年4月〕 統一派
日韓会談粉砕 4/26全学授業放棄 5月

ピラ、 l枚
下旬全学ストで起て!

戦後学生運動ill-3-388 MP70l09 17 -56 (1963年4月〕 〔統一派〕 日韓会談粉砕の旗をさらに両くかかげよ! ピフ、 l枚
戦後学生運動ill-3司389 MP70109 17 -29 0963年4月〕 文学部学友会常任委員会 米原子力潜水艦の寄港に反対する! ピラ、 l枚
戦後学生運動ill-3-390 MP70109 13-64 1963年5月15日 従業員総代有志 ふたたび、選管について訴える!! ピラ、 l枚、生協総代-理事選挙関係

戦後学生運動ill-3剛391 MP70109 17 -19 0963年5月20日〕 京大全学統一派活動者会議
核潜艦寄港反対から寄港‘阻止'へ斗

ピラ、 1枚
う意志統一を!!

同
誌
伽
畑
山
内
ヤ
区
掘
削
市
川
町
糾
縦
揺



同~
吋骨、

江口

同

識別番号

戦後学生運動ill-3-392

戦後学生運動ill-3-393

戦後学生運動ill-3-394

戦後学生運動ill-3-395

戦後学生運動ill-3-396

戦後学生運動ill-3-397

戦後学生運動ill-3-398

戦後学生運動ill-3-399

戦後学生運動ill-3-400

戦後学生運動ill-3-40l

戦後学生運動ill-3-402

戦後学生運動ill-3-403

戦後学生運動ill-3-404

戦後学生運動ill-3-405

戦後学生運動ill-3-406

戦後学生運動ill-3-407

戦後学生運動ill-3-408

ファイル番号 所在番号

MP70l09 24-56 

MP70l09 23-8 

MP70l09 24勘 50

MP70l09 24-52 

MP70l09 17 -6 

MP70l09 17 -23 

MP70109 24-55 

MP70109 17 -75 

MP70109 17 -76 

MP70109 17 -1 

MP70l09 24-53 

MP70l09 24-54 

MP70l09 17 -20 

MP70109 15-10 

MP70l09 23-16 

MP70109 17 -10 

MP70l09 17 -14 

作成年月日 作成者

(1963年5月20日〕 文学部学友会常任委員会

(1963年5月23日〕
同学会中央執行委員会、教養部自治

会常任委員会

1963年5月26日 全学連主流派

1963年5月26日 全学連主流派

(1963年5月28日〕 学部統一派活動者会議

(1963年5月28日〕 学部統一派活動者会議

(1963年J5月29日 L学友会

京都大学文学部職員組合・大学院生
1963年5月30日

協議会・学友会共斗集会

(1963年5月30日〕 文学部統一派

(1963年5月31日〕 全学統一派活動者会議

(1963年5月31日〕 全学連主流派

(1963年5月〕 L学友会

(1963年5月〕 L統一派

(1963年5月〕 京大全学統一派活動者会議

(1963年5月〕 京大劇団創造座

(1963年5月〕 京大全学統一派活動者会議

(1963年5月〕 京大全学統一派活動者会議

資料名

米原子力潜水艦寄港反対・F105水爆戦闘

機配備反対 反対の意志を絶対阻止の行

動にしよう!

東大ポポ口座事件判決に抗議せよ!

全面的反動攻勢と対決せよ! 日本の核

武装化への道=原子力潜水艦の寄港を実

力阻止 11 5氾全国ゼネスト・京大全学ス

トでたたかおう! ポポロ判決を全国学

生の斗いで骨抜きにせよ!

全面的反動攻勢と対決せよ! 日本の核

武装化への道=原子力潜水艦の寄港を実

力阻止 11 5.31全国ゼネスト・京大全学ス

トでたたかおう! ポポロ判決を全国学

生の斗いで骨抜きにせよ!

一切の日和見主義を排し5・31全学ストを

かちとろう!

一切の日和見主義を排し5・31全学ストを

かちとろう!

“ポポロ"判決資料

声明

学生大会ストを決定! 核潜艦阻止・日韓

会談粉砕・ポポロ判決粉砕三者共斗集会

に結集せよ!

米核潜艦寄港阻止 日韓会談粉砕ポポ

ロ判決粉砕

今日の斗いの成果の上に6・15、6.25波状

スト外務省デモを!

5.31ストライキを成功させ権力に反撃を!

米核i替艦寄港阻止! ポポロ判決粉

砕!

核潜艦阻止5.31ストのため5.29学生大会を

成功させよう!

5.20安保共斗統一行動に授業放棄で起ち

5月下旬全学ストを準備せよ!

5.31府学連統一行動へ 11 ポポロ判決に

抗議する

米核i替艦9月寄港阻止クフス斗争委を直

ちに組織せよ!

米核潜艦9月寄港阻止クラス斗争委を直

ちに組織せよ!

備考

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚、書き込みあり

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピフ、 1枚、両面

ピフ、 l枚、「原子力潜水艦「寄港J.F 
-0五D戦斗機の日本配備に断固反対」な

ど

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚
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戦後学生運動ill-3-409 MP70109 17 -22 (1963年5月〕 京大全学統一派活動者会議
米核潜艦9月寄港阻止クフス斗争委を直

ピラ、 1枚
ちに組織せよ!

戦後学生運動ill-3-41O MP70109 17 -27 (1963年5月〕 京大全学統一派活動者会議
5.16府学連第2波 5.20安保共斗統一行動

ピラ、 1枚
日に起て 5月下旬全学ストを準備せよ!

戦後学生運動ill-3-411 MP70109 23-11 (1963年5月〕 教養部常任委員会 判決文の要旨とその問題点 ピラ、 l枚、両面、ポポロ事件関係

戦後学生運動ill-3-412 MP70109 17 -8 (1963年5月〕 経済学部同好会
核潜艦寄港阻止・ポポロ判決粉砕5.31スト

ピラ、 l枚
ライキをかちとろう

戦後学生運動ill-3-413 MP70109 17 -26 (1963年5月〕 経済学部同好会常任委員会
E自治会に対する悪質な分裂・妨害活動を

ピラ、 l枚
はねのけ5.31全学ストを勝ちとろう!

戦後学生運動ill-3-414 MP70109 17 -7 (1963年5月〕 工学部自治会
5.31授業放棄で原子力潜水艦日本寄港反 ピラ、 l枚、両面、長面は「クラス討議資

対意志の総結集を!! 料No.3 原子力潜水艦」

戦後学生運動ill-3-415 MP70109 17 -12 (1963年5月〕 工学部統一派活動者会議
原子力潜水艦日本寄港阻止 5.31授業放

ピラ、 l枚
棄で斗おう!

戦後学生運動ill-3-416 MP70109 17 -9 (1963年5月〕 全学統一派活動者会議
5.31全学ストで日韓会談核潜艦寄港反対

ピラ、 l枚、書き込みあり
意志の総結集を!

戦後学生運動ill-3-417 MP70109 17 -16 (1963年5月〕 全学統一派活動者会議
5.31全学ストで日韓会談核潜艦寄港反対

ピラ、 l枚
意志の総結集を!

戦後学生運動ill-3-418 MP70109 17 -18 (1963年5月〕 統一派
ポポロ事件最両裁判決に対し、 5-31核潜

ピラ、 1枚
艦寄港阻止全学ストで応えよ!

ただちに授業放棄決議を! 本日3じ法経
戦後学生運動ill-3-419 MP70109 13-73 (1963年5月〕 統一派活動者会議 7講演会に参加しよう! 討議資料原子 ピラ、 1枚、両面

力潜水艦「寄港Jの諸問題

17クラスのスト決一全力を5.31ストへ!
戦後学生運動ill-3-420 MP70109 17 -5 (1963年5月〕 統一派活動者会議 政府寄港承認繰り上げの陰謀を粉砕せ ピラ、 l枚

よ!

17クフスのスト決一全力を5.31ストへ!
戦後学生運動ill-3-421 MP70109 23-18 (1963年5月〕 統一派活動者会議 政府寄港承認繰り上げの陰謀を粉砕せ ピラ、 l枚

よ!

戦後学生運動ill-3-422 MP70109 23-13 (1963年5月〕 斗争委員会
ポポ口座事件判決反対・原子力潜水艦寄

ピラ、 l枚
港阻止の決議の上に5.31スト決を取ろう

戦後学生運動ill-3-423 MP70109 23-15 (1963年5月〕 IIL3 
IIL3は訴ったえる! 5.31をストライキで

ピラ、 l枚
共に斗おう

戦後学生運動ill-3-424 MP70109 17司 25 (1963年5月〕 農学部有志 農学部の皆さんへ読書会のご案内 ピラ、 1枚、 5月13日開催

戦後学生運動ill-3-425 MP70109 24-51 (1963年5月〕 文学部学友会
29日学生大会を成功させ5.31ストをかちと

ピラ、 1枚
ろう!

戦後学生運動ill-3-426 MP70109 17 -28 (1963年5月〕 〔平和を守る会〕
原子力潜水艦寄港F105D板付基地配備を

ピラ、 1枚
阻止し、真の平和を斗いとろう

戦後学生運動ill-3-427 MP70109 17四 15 (1963年5月〕 〔吉村ゼミ・木原ゼミ〕 吉村-木原両ゼミアピールNo.1
ピラ、 l枚、「米核潜艦寄港阻止 日韓会談

粉砕 5.31ストに決起しよう !J

戦後学生運動ill-3-428 MP70109 15-84 (1963年6月l日〕 全学統一派活動者会議
5'31ストの成果に立って更に強固な波状

ピラ、 l枚
斗争を準備せよ 6・25全学ストに起て!
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識別番号

戦後学生運動ill-3-429

戦後学生運動ill-3-430

戦後学生運動ill-3-431

戦後学生運動ill-3-432

戦後学生運動ill-3-433

戦後学生運動ill-3-434

戦後学生運動ill-3-435

戦後学生運動ill-3-436

戦後学生運動ill-3-437

戦後学生運動ill-3-438

戦後学生運動ill-3-439

戦後学生運動ill-3-440

戦後学生運動ill-3-441

ファイル番号 所在番号

MP70109 15-80 

MP70l09 23司 20

MP70l09 23-42 

MP70l09 15-71 

MP70109 15-72 

MP70l09 15-74 

MP70l09 15-64 

MP70l09 15-34 

MP70l09 15 -63 

MP70109 23-36 

MP70109 23-33 

MP70l09 23-26 

MP70l09 24-62 

作成年月日 作成者

0963年6月6日〕 全学統一派活動者会議

[1963年6月8日〕 C自治会、同学会中央執行委員会

0963年6月10日〕 生協組織部

0963年6月11日〕 統一派

0963年6月11日〕 統一派

0963年6月11日〕 統一派

[1963年J6月13日 経済学部同好会

0963年6月13日〕 統一派活動者会議

0963年6月13日〕 統一派活動者会議

[1963年6月13日〕 理学部自治会

[1963年6月14日〕 京大主流派

[1963年6月14日〕 工学部自治会

1963年6月14日 全学連主流派

資料名

政府、米核潜艦寄港承認す!大平外相談

話直ちに6-15神戸領事館包囲6.25全学
ストで反撃を

神戸領事館包囲を勝ち取れ米原子潜鑑

寄港を阻止せよ

統一派=共産党の生協経営破壊活動を弾

劾する!!

再び馬脚を表した反共分裂主義者の陰謀

を粉砕し6.15-6.19を波状的に斗い抜け!

6・15斗争をステップに、 6.19尽都平民共

斗集会を、授業放棄 (C)、ストライキ(学

部)で成功させ、 6・23-6，25斗争で核艦

阻止の展望を切り開こう!

6・15斗争をスアップに、 6.19尽都平民共

斗集会を、授業放棄 (C)、ストライキ(学

部)で成功させ、 6・23-6・25斗争で核艦

阻止の展望を切り開こう!

6.15をスアップに統一戦線の旗の下、 6.19
京都平民共斗統一行動、学部スト・C授業

放棄を成功させ、 6月下旬・波状的斗争を

かちとれ!

統一派に斗いの一票を! 社学問(尽大

主流派)、マル学同(全学連主流派)、統

杜同(フロント)の奇怪な無原則的野合

を粉砕し斗うC自治会を!

泉大主流派(社学問)と全学連主流派(マ

ル学同)の奇妙な野合を粉砕し斗う全学

連の再建を!

S学生大会 6・15スト・領事館包囲デモ全

員参加! 6.25ストライキを勝ちとろう!

賛85、反4、保30、棄8で決議す! 平

民学連弾劾決議! 一人の異議もなく、

全員一致を拍手で確認!

6.15斗争の上に6.25労働者の戦いと共に再

度の全国ゼネストを!

6.15神戸領事館包囲デモの圧倒的成功め

ざし本日の工学部学生集会に全員結集し

ょう!

6.15斗争に決起し寄港阻止へむけて更に

前進せよ! 統一派の分裂策謀を許す

な!

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 1枚、両面

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚、両面

備考

αコ。っ



全関西の学友と共に神戸総領事館前抗議

戦後学生運動ill-3-442 MP70l09 23-38 (1963年6月15日〕 京大主流派活動者会議
集会を成功させよう 6/19斗争に参加

ピラ、 l枚
し、 6/25r労働者と共に」全国ゼネスト

に全力を注げ!

6-19平民共斗の圧倒的昂揚の展望の中で、

戦後学生運動ill-3-443 MP70l09 15-58 (1963年6月15日〕 統一派活動者会議 6-15神戸領事館包囲斗争を果敢に斗い、 ピラ、 l枚
米日反動に打撃を加えよ!

6-19平民共斗の圧倒的昂揚の展望の中で、

戦後学生運動ill-3-444 MP70109 15 -59 (1963年6月15日〕 統一派活動者会議 6-15神戸領事館包囲斗争を果敢に斗い、 ピラ、 1枚
米日反動に痛撃を加えよ!

E学生大会.6・19スト決定!! 尽都平民共

戦後学生運動ill-3-445 MP70l09 15-50 (1963年J6月17日 E同好会
斗・京大集会一安保共斗第10次統一行動

ピラ、 1枚
一教養部の学友諸君!共にたちあがろ

う!

7.3 (平和行進入洛)示大集会円山集会に ピ、フ、 l枚、第9回原水禁大会準備尽大実行

戦後学生運動ill-3-446 MP70109 15 -6 (1963年6月19日〕
第9回原水禁大会準備京大実行委員 参加しよう! アッピール 第9回原水禁 委員会は経済学部同好会、法学部自治会、
~ 、 世界大会成功に全力を! 核潜艦寄港阻 薬学部自治会、京大平和を守る会、全学統

止、新しい平和運動の展望を切り開け! 一派活動者会議で構成

選挙に埋没する泉大主流派をのりこえ核

戦後学生運動ill-3-447 MP70l09 15-47 (1963年6月19日〕 経済学部同好会 潜艦斗争を勝利へ本日E学部ストライ ピラ、 l枚
キにて決起)

戦後学生運動ill-3-448 MP70109 24-59 (1963年6月19日〕 〔全学連主流派〕
全学連主流派か統一派か 対立点はこう

ピラ、 1枚、両面
だ!

戦後学生運動ill-3-449 MP70l09 15-49 (1963年6月19日〕 統一派
6.19核潜艦阻止の歴史的統一行動に起

ピラ、 l枚
て!

戦後学生運動ill-3-450 MP70109 15-29 (1963年6月20日〕 京大統一派活動者会議
一投票最後日にあたり一尽大統一派は訴

ピラ、 l枚
える!

戦後学生運動ill-3-451 MP70l09 24-60 (1963年6月20日〕 〔全学連主流派〕
全学連主流派に投票せよ! 全学連主流

ピラ、 1枚
派・統一派 対立の内容はこうだ!

戦後学生運動ill-3-452 MP70l09 15-26 (1963年6月20日〕 〔統一派〕
投票最終日にあたり、教養部学友諸君に

ピラ、 l枚
訴える 斗う京大統一派を支持しよう!

統一戦線の先進的一翼として尽大反戦自

戦後学生運動ill-3-453 MP70109 15-30 (1963年6月20日〕 〔統一派〕 由の伝統を守りぬく京大統一派に投票せ ピラ、 1枚、後切れ

よ!

戦後学生運動ill-3-454 MP70l09 23-43 (1963年6月21日〕 〔京大主流派〕
京大主流派圧勝直ちに6・25斗争に向け

ピラ、 l枚
前進しよう!

戦後学生運動E固3-455 MP70109 15-9 (1963年6月23日〕 全学統一派活動者会議
ι23神戸埠頭大集会を斗いぬき第九回原

ピラ、 l枚
水禁大会を成功させよう

6.23 6・25の成果にたって7・3(全学共斗

戦後学生運動ill-3-456 MP70l09 15 -18 1963年6月26日 法学部自治会斗争委員会
主催、核潜艦寄港阻止、第九回原水禁世

ピラ、 l枚
界大会支持全京大集会)を直ちに取組み8・
6原水禁世界大会の成功で勝利の展望を
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識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

ギマンと不正に満ちた同学会代議員選挙

戦後学生運動E咽3-457 MP70l09 15-21 (1963年6月29日〕 全学統一派活動者会議 ブンド派の同学会私物化への道=不正 ピラ、 l枚

選挙を糾弾する!

無効宣言 しくまれた芝居、不公正な選

戦後学生運動ill-3-458 MP70109 15 -19 (1963年6月29日〕 統一派代議員グループ
挙管理と単独代議員会破廉恥なブンド

ピラ、 l枚
派の同学会私物化の陰謀と自治会民主主

義の破壊を糾弾する!

戦後学生運動E司3-459 MP70109 23-40 (1963年6月〕 〔京大主流派〕
対立点は明確になった! 今すぐ京大主

ピラ、 l枚
流派に投票しよう!

戦後学生運動ill-3-460 MP70l09 23-35 (1963年6月〕
忠大主流派活動者会議、全学連主流 教養部正副自治委員長選挙にあたって学

ピラ、 l枚
派活動者会議、社会主義統一戦線 友諸君に訴える

統一戦線の一貫した擁護者=統一派と共

戦後学生運動ill-3-461 MP70109 15 -25 (1963年6月〕 京大全学統一派活動者会議 に6・19から学びつつ、 7月承認阻止の巨大 ピラ、 l枚
な斗争へノTク進せよ!

選挙終了にあたって尽大統一派は訴える

戦後学生運動直-3-462 MP70l09 15-31 (1963年6月〕 京大全学統一派活動者会議
統一戦線の旗を高く掲げ6.23神戸埠頭

ビラ、 l枚
大集会6.25全学スト、中央代表派遣をか

ちとろう!

7月承ニン阻止のため6・19-6.25へ Y止コ4 

戦後学生運動ill-3-463 MP70l09 15-37 (1963年6月〕 京大全学統一派活動者会議
働者人民と学生戦線の斗う統一を担うC

ピラ、 l枚
自治会か! 統一戦線の一貫した破壊者

反共五派か!

今こそ7月承認阻止の展望を我々の手で!

戦後学生運動ill-3-464 MP70l09 15-32 (1963年6月〕 京大全学統一派活動者会議 615でふき出す巨大なエネルギーで619ピラ、 l枚、後切れ

-25の嵐のような前進を!

今こそ7月承認阻止の展望を我々の手で!
戦後学生運動ill-3-465 MP70l09 15四 66 (1963年6月〕 京大全学統一派活動者会議 615でふき出す巨大なエネルギーで619 ピラ、 l枚、両面、書き込みあり

-25の嵐のような前進を!

今こそ7月承認阻止の展望を我々の手で!
戦後学生運動ill-3-466 MP70l09 15-67 (1963年6月〕 京大全学統一派活動者会議 615でふき出す巨大なエネルギーで619 ピラ、 l枚、両面

-25の嵐のような前進を!

戦後学生運動ill-3-467 MP70109 15-77 (1963年6月〕 京大全学統一派活動者会議
馬脚を現わした反共分裂主義者の陰謀を

ピラ、 l枚
粉砕し斗う全学連の再建をかちとれ!

戦後学生運動E同3-468 MP70l09 15岨 85 (1963年6月〕 京大全学統一派活動者会議
馬脚を現わした反共分裂主義者の陰謀を

ピラ、 1枚
粉砕し斗う全学連の再建をかちとれ!

戦後学生運動ill-3-469 MP70109 15-46 (1963年6月〕 京大全学統一派活動者会議政治局
一教養部の学友諸君-斗う京大統一派候

ピラ、 l枚、両面
補に投票しよう!

戦後学生運動E開3-470 MP70l09 15 -5 (1963年6月〕 経済学部同好会
核潜艦「寄港」を阻止し、第9田原水禁

ピラ、 l枚
世界大会を成功させよう 11

6.19五者共斗集会をネグル社学同をのり
戦後学生運動E司3-471 MP70l09 15幽 68 (1963年6月〕 経済学部同好会 こえ6月波状斗争 (6.15-6.19 -6.23 -6.25) ピラ、 l枚

」
に起て11
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戦後学生運動lli-3-472 MP70109 15-4 (1963年6月〕 〔工学部科学技術懇談会〕
今日二時 原子力潜水艦寄港について

ピラ、 1枚
工学部講演会に参加しよう

戦後学生運動lli-3-473 MP70109 15-45 (1963年6月〕 〔工学部科学技術懇談会〕
原子力潜水艦についての工学部講演会に

ピラ、 1枚、 6月19日開催
参加しよう

6.15東尽外務省デモ・関西神戸総領事館包

戦後学生運動lli-3-474 MP70109 23-28 (1963年6月〕 工学部学生自治会 囲デモ核武装化の道核潜艦寄港阻 ピラ、 l枚

止! 6.25全国ゼネスト!

戦後学生運動lli-3-475 MP70109 23-27 (1963年6月〕 工学部自治会 6.15神戸領事館包囲テ守モに結集せよ ピフ、 l枚、書き込みあり

核i替艦寄港阻止6・19平民共斗統一行動

戦後学生運動lli-3-476 MP70109 15-41 (1963年6月〕 工学部統一派活動者会議 (全学集会→府庁内集会→円山→市役所) ピラ、 l枚
に決起しよう!

核潜艦寄港阻止6・19平民共斗統一行動

戦後学生運動lli-3-477 MP70109 15幽 52 (1963年6月〕 工学部統一派活動者会議 (全学集会→府庁内集会→円山→市役所) ピラ、 1枚
に決起しよう!

一六・一九斗争にあたって泉大統一派は

訴える一労働者人民と学生戦線の斗う統

戦後学生運動lli-3-478 MP70109 15-48 (1963年6月〕 全学京大統一派活動者会議 ーで六・一九をかちとれ! 六-二五への ピラ、 1枚、両面

パク進で七月承認阻止の勝利的展望をか

ちとれ!

戦後学生運動lli-3-479 MP70109 15-69 (1963年6月〕 全学統一派活動者会議
統一戦線の旗の下に固く結集しら15-6-19

ピラ、 l枚、両面
へと斗いを発展させよう!

核潜艦寄港阻止斗争を明確な反政府斗争

戦後学生運動ill-3-480 MP70109 15-82 (1963年6月〕 全学統一派活動者会議 に転化しつつ広汎な平和運動へ展開せ ピラ、 l枚、両面

よ!

6.25全国統一行動で7月承認阻止を!

戦後学生運動Eふ481 MP70109 15-40 (1963年6月〕 全学統一派活動者会議 615を斗いぬいた力で619全京都の労働者 ピラ、 l枚
人民と学生の斗う統ーを

6.25全国統一行動で7月承認阻止を!

戦後学生運動ill-3-482 MP70109 15-53 (1963年6月〕 全学統一派活動者会議 615を斗いぬいた力で619全京都の労働者 ピラ、 l枚
人民と学生の斗う統ーを

現執行部の自治会民主々義破壊による斗

戦後学生運動ill-3-483 MP70109 15-57 (1963年6月〕 全学統一派活動者会議 争拒否をのりこえ、 6.15一五・19の波状斗 ピラ、 l枚
争を斗い抜け!

戦後学生運動ill-3-484 MP70109 15 -65 (1963年6月〕 全学統一派活動者会議
核潜艦寄港7月承認を許すな 6.15-

ピラ、 l枚
6.19-6.25の波状斗争こそ勝利のカギだ

戦後学生運動ill-3-485 MP70109 15-33 (1963年6月〕 全学統一派活動者会議
核潜艦寄港7月承認を許すな 6.15-

ピラ、 1枚
6.19-6.25の波状斗争こそ勝利のカギだ

5.31斗争を6・15神戸領事館デモ6・25全学

戦後学生運動ill-3-486 MP70109 15司 83 (1963年6月〕 全学統一派活動者会議 ストにヲ|きつぎ、全学連再建と平和運動 ピラ、 l枚
の昂揚へ向け前進せよ!

全学統一派活動者会議、工学部統一
再びブンド派による自治会私物化の為に

戦後学生運動ill-3-487 MP70109 15 -8 (1963年6月〕
派活動者会議

なされた不正選挙を怒りをこめて糾弾す ピラ、 1枚
るl!

同
誌
甑
雄
監
掘
削
刑
判
州
掛
川
神
鋸



同さ4
q特t

識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

戦後学生運動ill-3-488 MP70l09 15-20 (1963年6月〕
全学統一派活動者会議、統一派同学 ブンド派の同学会私物化の陰謀に抗議す

ピラ、 l枚
会代議員グループ る一同学会代議員選に際して

驚ろくべき事実の露呈 露見した民青一
ピラ、 l枚、両面、長面は『平民学連中央

戦後学生運動ill-3-489 MP70l09 24-57 (1963年6月〕 全学連主流派 事務局通信JNo.3 (f5・20全国各地で発展」
統一派の正体!

など)

自治会選挙アピール 統一戦線の先進的

戦後学生運動ill-3-490 MP70l09 15-70 (1963年6月〕 全京大統一派活動者会議 一翼=反戦自由の伝統をうけつく℃自治会 ピラ、 1枚、両面

を樹立せよ!

戦後学生運動ill-3-491 MP70l09 15四 56 (1963年6月〕 大学院会中央委員会
第十次全国統一行動 全国の労働者・人

ピラ、 l枚
民6・19総決起

戦後学生運動ill-3-492 MP70109 15-17 (1963年6月〕 〔統一派〕 統一派学習会招請状
ピフ、l枚、「平和運動の当面する課題」など、

6月26日開催;

一切の妨害行為を粉砕し、 6.19斗争を圧

戦後学生運動ill-3-493 MP70l09 15-35 (1963年6月〕 統一派活動者会議 倒的に成功させ、 6・25勝利の展望を切り ピラ、 1枚
開け!

一切の妨害行為を粉砕し、 6.19斗争を圧

戦後学生運動ill-3-494 MP70109 15-38 (1963年6月〕 統一派活動者会議 倒的に成功させ、 6.25勝利の展望を切り ピラ、 1枚
聞け!

一切の妨害行為を粉砕し、 6.19斗争を圧

戦後学生運動ill-3-495 MP70109 15-54 (1963年6月〕 統一派活動者会議 倒的に成功させ、 6.25勝利の展望を切り ピラ、 1枚
開け!

戦後学生運動ill-3-496 MP70109 15 -16 (1963年6月〕 〔平和行動委員会〕
第九回原水禁大会にむけての学習会に参

ピラ、 l枚、 6月30日開催
加しよう!!

戦後学生運動ill-3-497 MP70l09 15-28 (1963年6月〕 法学部自治会
統一戦線の芽を育成し反共五派のすりか

ピラ、 l枚
え・妨害許すな!

統一戦線の旗の下 6・15をパネに6・19平

戦後学生運動ill-3-498 MP70109 15-60 (1963年6月〕 法学部自治会
民共斗統一行動をストライキで 6.23、6・

ピラ、 1枚
25の全人民的斗争に結集して米原子力潜

水艦寄港阻止を斗おう

戦後学生運動ill-3-499 MP70l09 15開 22 (1963年6月〕 六・二三京大学生実行委員会
6-23核潜艦「寄港J阻止全関西神戸埠頭

ピラ、 l枚
大集会に参加しよう

戦後学生運動ill-3-500 MP70l09 23-37 (1963年6月〕
6.l5神戸領事館前全関西学生決起集会を

ピラ、 l枚
圧倒的に成功させよう!

戦後学生運動ill-3-50l MP701l0 23-39 (1963年6月〕 ソ連核実再建験支は不持可の能統だ一派(日共)では平 ピラ、 1枚
和運動

ピラ、 1枚、第9回原水禁大会準備京大実行

戦後学生運動ill-3剛502 MP701l0 15 -12 (1963年7月〕
第9田原水禁大会準備京大実行委員 第9回原水禁大会を成功させよう! 7.3 委員会は経済学部同好会、法学部自治会、
f;; 、 -沖縄大行進京都に入る!! 薬学部自治会、京大平和を守る会、全学統

一派活動者会議で構成

戦後学生運動ill-3帽503 MP701l0 15 -11 (1963年7月〕 法学部自治会
第十一次斗争旬聞を成功させ寄港承認を

ピラ、 1枚
阻止せよ

戦後学生運動ill-3-504 MP701l0 14-84 (1963年9月12日〕 裁判問題研究会、白鳥事件研究会
松川の無罪、遂に確定す! 判決報告集

ピラ、 1枚f;; 、
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戦後学生運動ill-3-505 MP70110 14-83 (1963年9月13日〕 京大法学部自治会 松川の無罪遂に確定す! ピラ、 l枚

秋のクラス討議のために 核潜艦問題は

戦後学生運動ill-3-506 MP70110 14-81 (1963年J9月13日 統一派活動者会議 どこまできたか? 日韓会談はどこまで ピラ、 I枚
進んでいるか?

戦後学生運動ill-3-507 MP70110 14-50 (1963年J9月14日 京大統一派活動者会議
9.23核潜艦阻止市電市バス値上げ反対全 ピラ、 l枚、両面、長面は「市電市バス料

京都統一行動に参加しよう! 金値上げの本質」など

戦後学生運動ill-3-508 MP70110 14-80 (1963年J9月14日 京大統一派活動者会議
9.23核潜艦阻止市電市バス値上げ反対全 ピフ、 l枚、両面、墨面は「市電市バス料

京都統一行動に参加しよう! 金値上げの本質」など

核潜艦寄港阻止・市電市バス値上げ反対

戦後学生運動ill-3-509 MP70110 14-77 1963年9月16日 京大統一派活動者会議 9.23全京都統一行動をかく斗え! 市役 ピラ、 l枚

所前総決起集会を斗いとろう

戦後学生運動ill-3-510 MP70110 14-63 (1963年9月17日〕 経済学部同好会
9.23斗争にむけて核潜艦寄港阻止市電市

ピラ、 l枚
パス値上げ反対の決意をつきつけよ!

戦後学生運動ill-3-511 MP70110 14-71 (1963年9月17日〕 経済学部同好会
9.23斗争にむけて核潜艦寄港阻止市電市

ピラ、 l枚
パス値上げ反対の決意をつきつけよ!

9.23市電市バス値上阻止、核潜艦「寄港」

戦後学生運動ill-3-512 MP70110 14目 69 (1963年9月19日〕 経済学部同好会 阻止 民主勢力と共斗し市役所前集会を ピラ、 lキ文
かちとろう 11

戦後学生運動ill-3-513 MP70110 23-49 (1963年9月19日〕 C自治会常任委員会
日共(民青=統一派)の分裂行動をはね

ピラ、 l枚
のけ9・23府学連統一行動に参加しよう!

一切の妨害活動を排し9・23統一行動を成

戦後学生運動ill-3-514 MP70110 14-65 (1963年9月19日〕 全学統一派活動者会議 功させ核潜艦寄港阻止・市電市バス値上 ピラ、 l枚

げ阻止をかちとれ!

9.18C自治委員会の事実経過について

戦後学生運動ill-3-515 MP70110 14-66 (1963年9月19日〕 全学統一派活動者会議 反民主勢力の陰謀に固執し自治会を分裂 ピラ、 1枚
の危機に陥しいれた社学問を糾弾せよ!

戦後学生運動ill-3-516 MP70110 14-68 (1963年9月19日〕 第九回原水禁大会全京大実行委員会
9-20原水禁報告集会 3じ 法経第4

ピラ、 l枚
8.6大会の真実を知ろう!

戦後学生運動ill-3-517 MP70110 14-62 (1963年9月20日〕 京大平和ヲ守ル会
広島の事実を語る 9・20原水禁大会報告

ピラ、 l枚
集会

社学同トロツキスト=主流派の悪質な分

戦後学生運動ill-3-518 MP70110 14-67 (1963年9月20日〕 全学京大統一派活動者会議
裂工作を排し全民主勢力との統一のもと

ピラ、 1枚
に9・23全京都統一行動を圧倒的に成功さ

せよう!

戦後学生運動ill-3-519 MP70110 14-64 (1963年9月20日〕 〔法学部自治会〕
核i替艦寄港阻止・市電市バス値上げ反対

ピラ、 l枚、両面
9.23全京都統一行動に立とう!

法学部自治会の下に結集し、民主勢力の

戦後学生運動ill-3-520 MP70110 14-43 1963年9月21日 法学部自治会
強化のために9.23(米核潜艦寄港阻止、

ピラ、 1中文
市電市バス値上阻止)を成功させよう!

分裂の因は、現同学会「執行部」にある

戦後学生運動ill-3-521 MP70110 23-53 (1963年9月23日〕 L学友会
本日 (23日)の集会に結集し反動攻勢を

ピラ、 l枚
うちゃぶろう 秋の斗争へのアピール

戦後学生運動ill-3-522 MP70110 23-52 1963年9月23日
C自治会常任委員会、同学会中央執 斗いの秋を開始せよ! 本日の府学連統一

ピラ、 1枚
行委員会 行動に結集しよう! 学友へのアピール
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識別番号

戦後学生運動ill-3-523

戦後学生運動ill-3-524

戦後学生運動ill-3-525

戦後学生運動ill-3-526

戦後学生運動ill-3-527

戦後学生運動ill-3-528

戦後学生運動ill-3-529
戦後学生運動ill-3-530

戦後学生運動ill-3-531

戦後学生運動ill-3-532

戦後学生運動ill-3-533

戦後学生運動ill-3-534

戦後学生運動ill-3-535

戦後学生運動ill-3四536

戦後学生運動ill-3-537

戦後学生運動ill-3-538

戦後学生運動ill-3-539

戦後学生運動ill-3-540

ファイル番号 所在番号

MP70110 14-42 

MP70110 14-44 

MP70110 14-46 

MP70110 14-49 

MP70110 14-45 

MP70110 14-41 

MP70110 14-73 
MP70110 14-40 

MP70110 14-61 

MP70110 14-39 

MP70110 14-72 

MP70110 14-78 

MP70110 14-51 

MP70110 14-56 

MP70110 14-58 

MP70110 14問 59

MP70110 14-85 

MP70110 14司 76

作成年月日 作成者

(1963年9月23日〕 全学統一派活動者会議

全学統一派活動者会議、経済学部同
1963年9月23日

好会、法学部自治会

全学統一派活動者会議、経済学部同
(1963年9月23日〕

好会、法学部自治会

同学会中央執行委員会、教養部常任
(1963年9月23日〕

委員会

(1963年J9月23日 法学部自治会、経済学部同好会

(1963年9月24日〕 全学統一派活動者会議

(1963年9月〕 京大統一派活動者会議

(1963年9月〕 忠大労音労演を進める会

(1963年9月〕 京大労音労演を進める会

(1963年9月〕 〔工学部自治会〕

(1963年9月〕 全学統一派活動者会議

(1963年9月〕 全学統一派活動者会議

(1963年9月〕 全学統一派活動者会議

(1963年9月〕 統一派

(1963年9月〕 統一派

(1963年9月〕 統一派

(1963年9月〕 統一派

(1963年9月〕 〔統一派〕

資料名

統一派緊急アピール “法経第7へ" 学

友諸君!社学同(自称同学会執行部)は

統一派の譲歩提案に背を向けた!

9.23核潜艦寄港阻止・市電市バス値上げ

反対統一行動における京大「統一j集会

のための我々の提案

九・二ニ核潜艦寄港阻止・市電市バス値上

げ反対統一行動における京大「統一」集

会のための我々の提案

斗いと集会の「統一」のための同学会執

行部の譲歩に対する統一派の裏切りと分

裂を弾劾せよ!

実行委員会の指揮の下市役所前集会を勝

ちとれ!

9.23斗争の成果に立ち引き続く秋の斗争

を準備せよ!

市電市バス値上げ粉砕斗争の勝利の展望

「尽大労音労演を進める会」に入ろう 11

「京大労音労演を進める会」に入ろう 11

工学部に労演サークルを作ろう

“府学連の危機"とは何か それは“学

生戦線と民主勢力の統一行動を分裂させ

る危険"を府学連指導部=トロツキスト

が作り出していることにある!

核潜艦寄港阻止・市電・市バス値上げ反対

9.23統一行動に起て I共斗」の妨害

を粉砕し市役所前総決起集会を勝取れ!

市電・市バス値上げ阻止・核潜艦寄港阻止
9.23統一行動に起ち高山反動市政に痛

撃を加えよ!

第九回原水禁大会の成果に立ち、池田内

閤打倒を目ざして学生運動の新たな高揚

を切り開け! 九月アッピール

市電市バス料金値上げ阻止! 9.23全尽

都集会・市庁前

9.23核潜艦寄港阻止、市電市バス値上反

対全京都統一行動

市電・市バス値上げ粉砕!

経営主義的生協指導部と組織部を占拠す

るトロツキスト=社学同を弾劾せよ!

備考

ピラ、 1枚、書き込みあり

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚
ピラ、 l枚

ピフ、 1枚、4-237の6枚目と同一、 9月27日
開催

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚、書き込みあり

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピフ、 l枚

ピラ、 1枚

寸 4
吋吋



寸4

戦後学生運動ill-3-541 MP70110 16-49 (1963年9月〕 〔統一派〕
経営主義的生協指導部と組織部を占拠す

ピラ、 l枚、両面
るトロツキスト=社学同を弾劾せよ!

戦後学生運動Eふ542 MP70110 16岨 50 (1963年9月〕 統一派活動者会議
学生を含む全大学人に総長選挙権を与え

ピラ、 1枚、両面
よ!

戦後学生運動ill-3-543 MP70110 14-87 (1963年9月〕 統一派活動者会議
学生を含む全大学人に総長選挙権を与え

ピラ、 l枚、両面
よ!

戦後学生運動ill-3-544 MP70110 14画 74 (1963年9月〕 法学部自治会書記局
原水禁大会での府学連指導部の行動を弾

ピラ、 l枚
劾する

大学院生協議会中央委員会、東南ア
十一・ー全学集会を圧倒的に成功させるた

戦後学生運動ill-3司545 MP70110 14-31 (1963年J10月16日
研問題全学対策協議会

め、全学の諸国体へ実行委員会への結集 ピラ、 l枚、両面

を呼びかけます

戦後学生運動ill-3四546 MP70110 14司 23 (1963年10月24日〕 全学統一派活動者会議
自民党党略解散す 総選挙に11・1ストで

ピラ、 l枚
介入し改憲準備内閣の出現を阻止せよ 11

戦後学生運動ill-3-547 MP70110 23-45 1963年10月28日 〔全学連派フラクション〕
原子力潜艦寄港阻止! 中・仏核実験準

ピラ、 1枚
備反対!

統一派の分裂活動によって明日の斗いを

戦後学生運動ill-3-548 MP70110 23-55 1963年10月31日 C自治会 汚すな! 本日の代ギ員大会で断乎彼ら ピラ、 1枚
の陰謀を粉砕せよ!

戦後学生運動ill-3-549 MP70110 23-57 (1963年10月31日〕 C自治会
本日の代議員大会を成功させ11.1ストを勝

ピラ、 1枚、書き込みあり
取れ!

戦後学生運動ill-3-550 MP70110 24-64 (1963年10月31日〕 全学連主流派
11・1ストに決起せよ! きょう全国の学

ピラ、 1枚、両面
生、統一行動にたつ!

戦後学生運動ill-3る51 MP70110 14司 20 (1963年10月〕 京大生活協同組合労働組合
11.2 重税と両物価に反対し池田自民党

ピラ、 l枚
内閣打倒しよう

官憲の学内介入阻止、 10・17全学集会を

各自治会の共催下でかちとろう 池田内

戦後学生運動ill-3開552 MP70110 14-38 (1963年10月〕 京大全学統一派活動者会議 閣打倒へ向けて統一戦線、統一行動を発 ピラ、 l枚、両面

展させ権力の大学介入と大衆運動圧殺の

陰謀を粉砕せよ!

戦後学生運動ill-3-553 MP70110 14-52 (1963年10月〕 経済学部同好会
10月12日の文化人・大学関係者統一行動

ピラ、 1枚
への参加を訴える!

(核潜艦寄港阻止、日韓会談粉砕、重税

戦後学生運動ill-3・554 MP70110 14-53 (1963年10月〕 経済学部同好会
物価値上げ反対)10・12(文化人統一行動)

ピラ、 1キ文
10・13(全国統一行動)を成功させ安保共

闘を再開させよう

戦後学生運動ill-3-555 MP70110 14-15 (1963年10月〕 工学部11.1斗争委員会
改憲準備内閣出現阻止 11.1 11.2の全国

ピラ、 1枚、書き込みあり
的斗争に工学部学友は立上ろう

戦後学生運動ill-3-556 MP70110 14-16 (1963年10月〕 工学部11.1斗争委員会
11.1斗争に向けての工学部学習会に参加

ピラ、 l枚、 10月30日開催
しよう

戦後学生運動ill-3-557 MP70110 14-2 (1963年10月〕 工学部統一派 日本の今の姿を知る学習会に参加しよう ピフ、 l枚

弾圧をはねのけるのは、我々の斗いのみ

戦後学生運動ill-3-558 MP70110 23-54 (1963年10月〕 C自治会、同学会常任委員会
だ! 八木C委員長の即時釈放、高山の

ピラ、 1枚、両面
告訴撤回要求決議、 10・17授業放棄決議

」一 一 一
を即ちに各クラスで!
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識別番号

戦後学生運動ill-3-559

戦後学生運動ill-3欄560

戦後学生運動ill-3-561

戦後学生運動ill-3・562

戦後学生運動ill-3-563

戦後学生運動ill-3-564

戦後学生運動ill-3-565

戦後学生運動ill-3凶566

戦後学生運動ill-3司567

戦後学生運動ill-3闘568

戦後学生運動ill-3-569

戦後学生運動ill-3-570

戦後学生運動ill-3-571

ファイル番号

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

所在番号 作成年月日 作成者

14-14 [1963年10月〕 11-1全学集会四者共斗会議

14-12 (1963年10月〕 全学統一派活動者会議

14-18 [1963年10月〕 全学統一派活動者会議

14-19 [1963年10月〕 全学統一派活動者会議

14-24 [1963年10月〕 全学統一派活動者会議

14-25 [1963年10月〕 全学統一派活動者会議

14-29 [1963年10月〕 全学統一派活動者会議

14-30 [1963年10月〕 全学統一派活動者会議

14-32 [1963年10月〕 全学統一派活動者会議

14-33 [1963年10月〕 全学統一派活動者会議

14-35 [1963年10月〕 全学統一派活動者会議

23-46 (1963年10月〕 全学連主流派活動者会議

14-37 [1963年10月〕 統一派活動者会議

資料名 備考

池田内閣打倒 米帝の対日文化侵略反対
ピラ、 l枚

全京大四者共斗集会を成功させよう!

全学友決断の日はきた! 11-1ストライキ

に断固として起て! C代議員大会(本日 ピラ、 1枚
3時於新徳館)に結集せよ!

11-1をかく斗え! “京大全学スト=図書館

前4者共斗集会→京都学生文化人集会→
ピラ、 l枚、両面

市中縦断デモ→11・2中央集会代表派遣の

京都駅前集会→代表派遣"をかちとろう!

情勢の急迫→調査会3月答申、核i替艦寄

港年内承認→に11・1全学スト→11・2中央 ピラ、 1枚
大集会で応えよ!

一一・ーをストライキで決起し、全「池田

改憲準備内閣阻止」の意志を図書館前学 ピラ、 l枚
内共斗集会に結集せよ

11-1ストの突破口を切り開け!! 11.1スト
の意義をクラス討議で確認し、直ちにス

ピラ、 1枚
ト決をとり IIJlIIL1 1 L2 1]4等々の先進

的スト決を孤立させるな!!

池田改憲準備内閣の出現に痛撃を加えよ!

11・1ストライキ図書館前全京大学内共斗 ピラ、 l枚、両面 寸4

集会に決起せよ統一派行動提案)

改憲準備内閣の出現を11.1全学ストで全

力阻止せよ! 日本核武装と改憲準備を
ピラ、 l枚

たくらむ“新"池田内閣の陰謀をパクロし、

学生の抵抗意志をつきつけよ!

今年度末に於る改憲準備の為の第5次池

田内閣の出現を阻止すべく総選挙に於る
ピラ、 l枚

民主勢力の前進をめざし、 11・1スト11・2中
央集会を準備せよ!!

11.1全学スト、 11・2中央集会代表派遣の

圧倒的成功のもとに今年末における全面

的改憲準備内閣を阻止せよ 米日反動と ピラ、 l枚
自民党政府による憲法改悪の前提粉砕を

勝ちとれ!!

11・1スト、 11・2中央大集会の波状斗争で、

安保再改定に向う池田内閣の一切の憲法 ピラ、 l枚、両面

改悪準備と対決せよ!

ポフ潜年内寄港承認を許すな! 11・1ス
ピラ、 l枚

トに決起せよ!

池田内閣打倒11.1ストー11・2中央集会=
ピラ、 l枚

弾圧粉砕への道を勝取れ!
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軍国主義復活した西ドイツにならって憲法

改悪をたくらみ日本を戦争の道においやる

戦後学生運動ill-3-572 MP70110 14-10 (1963年11月1日〕 京大文学部2回生3組一同
第五次池田内閣の出現を阻止しよう!

ピラ、 l枚
「新安保条約」をたてに米原子力潜水艦の

日本寄港・年内承認今日本の核武装化をた

くらむ、はじしらずな池田内閣打倒!

緊急アピール 一切の弾圧と妨害を排し

戦後学生運動ill-3田573 MP70110 14-1 1963年11月l日 全学統一派 “法経4"四者共斗集会をかちとれ! /ゴ¥二 ピラ、 l枚
京都学生文化人集会を成功させよう!

戦後学生運動ill-3-574 MP70110 23句 58 [1963年11月1日〕 同学会、 C自治会
池田内閣に対決し、府学連の下で圧倒的

ピラ、 l枚
斗いを!

戦後学生運動ill-3-575 MP70110 14問 4 (1963年11月1日〕 四者共斗11・1学内集会実行委員会
緊急アピール 四者共斗集会は法経4に

ピラ、 l枚
変更された!

戦後学生運動ill-3-576 MP70110 16-47 [1963年11月15日〕 統一派
本日学内政治集会 法経4に断固結集し

ピラ、 l枚
ょう!!

戦後学生運動ill-3-577 MP70110 16-40 [1963年)11月19日 工学部自治会
学内をカッ歩する現職自衛隊員と自衛隊

ピラ、 l枚
ひもつき学生!!

戦後学生運動ill-3-578 MP70110 16-32 1963年11月27日 京大全学統一派活動者会議
12-7全京都青年学生総決起統一行動に

ピラ、 1枚、両面
全学ストライキで起て!

12.7スト→四者共斗集会→青年学生総決

戦後学生運動ill-3-579 MP70110 16-31 1963年11月29日 全学統一派活動者会議
起集会に起ち、全京都の青年労働者と共

ピラ、 l枚
に核潜艦寄港阻止斗争の巨大なうねりを

創出せよ!!

戦後学生運動ill-3-580 MP70110 16-26 1963年11月30日 全学統一派活動者会議
核i替寄港一月承認に対し12.7スト、全尽

ピラ、 1枚
都青学統一行動で先制打撃を与えよ!

11-1尽大全学スト=四者共斗集会の上に

全京都・学生文化人集会(同志社)一市

戦後学生運動ill-3目581 MP70110 14-5 (1963年11月〕 京大全学統一派活動者会議 中縦断デモ(河原町通り)-京都駅前集 ピラ、 l枚
会-11-2中央集会代表派遣を府学連統一

行動として展開せよ!

戦後学生運動ill-3-582 MP70110 14-6 (1963年11月〕 京都大学文学部一回生二組
憲法改悪・荷物価政策反対 市民の皆さ

ピラ、 l枚
んへ

重税と両物価の池田内閣に反対し日本核

戦後学生運動ill-3-583 MP70110 14-9 (1963年11月〕 京都大学文学部二回生二組 武装と憲法改悪の道一日韓会談・米原子 ピラ、 l字文
力潜水艦日本寄港ーを阻止しましょう

戦後学生運動ill-3-584 MP70110 14-7 [1963年11月〕 尽都大学法学部一回生四組 憲法改悪と品物価政策反対 ピラ、 l枚

戦後学生運動ill-3-585 MP70110 14-8 (1963年11月〕 京都大学法学部一回生四組 憲法改悪と両物価政策反対 ピラ、 l枚
11・15学内政治集会に結集し、 12月上旬の

戦後学生運動ill-3-586 MP70110 16-42 (1963年11月〕 11・15実行委員会 第45回通常国会への総反撃を直に準備せ ピラ、 l枚
よ!!
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11・1斗争の総括に代えて 11・1スト=学

田 生知識人共斗の成功の上に、学生運動の

戦後学生運動ill-3-587 MP70110 14-3 (1963年11月〕 全学統一派活動者会議 新たなる展開の形態を探り出し、 11月斗 ピラ、 l枚、両面
同 争をステップに12月上旬の第45通常国会

への総反撃を準備せよ 11

11.1斗争の総括に代えて 11・1スト=学

生知識人共斗の成功の上に、学生運動の

戦後学生運動ill-3-588 MP70110 16 -5 (1963年11月〕 全学統一派活動者会議 新たなる展開の形態を探り出し、 11月斗 ピラ、 l枚、両面、書き込みあり

争をステップに12月上旬の第45通常国会

への総反撃を準備せよ 11

核i替艦寄港承認の最終段階(年末→二月)
戦後学生運動ill-3-589 MP70110 16-34 (1963年11月〕 全学統一派活動者会議 にあって全学生の反対意志を結集し12-7ピラ、 l枚

スト、青学集会で起て!

11.15学内政治集会(法経4)に参加しよう!

戦後学生運動ill-3司590 MP70110 16-45 (1963年11月〕 全学統一派活動者会議
安保再改定=憲法改悪に反対し大惨事

ピラ、 1枚、両面
に見られる合理化=労働強化に反対する

ために!!

戦後学生運動ill-3-591 MP70110 16-35 (1963年11月〕 統一派経済斗争部
「生協総代諸氏への訴えJ-11・30生協総

ピラ、 l枚
代会に当ってー

自衛隊技術貸費制度反対11 憲法改悪臨

戦後学生運動ill-3-592 MP70110 16幽 17 (1963年)12月5日 工学部自治会
止!! 日韓会談粉砕!! 核潜艦寄港阻止

ピラ、 l枚
!! 12.6工学部学生集会(正午・共同l

寸4

工学部における軍学共同と産学共同)

京大統一派緊急、アピール 警察権力=全

マスコミ=大学当局ニ反共トロツキストに

戦後学生運動ill-3-593 MP70110 16-16 1963年12月12日 京大全学統一派活動者会議 よる仕組まれた大謀略一同大リンチ事件 ピラ、 l枚
なるデ、ッチ上げを粉砕し、同大統一派と、

京都学生運動を防衛せよ!

崩壊と破算を宣告された「主流派」の学

戦後学生運動ill-3閏594 MP70110 16 -15 (1963年12月14日〕 全学統一派活動者会議 生運動と挟別し、新しい指導部を選出せ ピラ、 l枚、両面

よ11

一切の政治的無関心をはねのけ、反帝反

戦後学生運動ill-3-595 MP70110 16 -10 1963年12月18日 京大統一派活動者会議
独占統一戦線の先進的一翼として斗う学

ピラ、 l枚、両面
生運動を不屈に追求せよ!一C正副委員

長選挙の終結にあたって一

警察権力と結託した反共トロツキストの

戦後学生運動ill-3-596 MP70110 16-12 (1963年12月〕 京大統一派活動者会議
学生運動破壊の陰謀を粉砕せよ! 同大

ピラ、 1枚
「リンチ事件」なるデツチ上げの真相につ

いて

官憲の介入阻止-トロツキストによる学内

戦後学生運動ill-3-597 MP70110 12-11 (1963年12月〕 統一派活動者会議 市民権剥奪=ファッショ的思想弾圧の陰 ピラ、 l枚、4-278に挟込み

謀粉砕!



寸4

ただちに“核潜l月承認阻止"の強固なク
戦後学生運動ill-3同598 MP70110 16-21 (1963年12月〕 統一派活動者会議 ラス決議を勝ち取りC代議員会に結集せ ピラ、 l枚

よ!

核i替艦寄港 1月承認"阻止-12・7ストに

戦後学生運動ill-3四599 MP70110 16圃 23 (1963年12月〕 統一派活動者会議
全学生の反対意志を再結集し、全人民的

ピラ、 1枚
斗争への展望を全京都25∞の青学集会で

きりひらけ!

核i替艦寄港“1月承認"阻止-12，7ストに

戦後学生運動ill-3-600 MP70110 16-24 (1963年12月〕 統一派活動者会議
全学生の反対意志を再結集し、全人民的

ピラ、 l枚、書き込みあり
斗争への展望を全京都25∞の青学集会で

きりひらけ!

戦後学生運動ill-3-601 MP70110 16-7 (1963年12月〕
統一派は訴える!! 12月斗争を斗いぬい

ピラ、 1枚
た統一派に斗う一票を!!

戦後学生運動ill-3・602 MP70110 16-11 (1963年12月〕 中国学術代表団を大歓迎集会で迎えよ! ビ、フ、 l枚、 12月 11日~ 16日開催

運営の正常化のために団結してたたかお
戦後学生運動ill-3-603 MP70110 13-66 (1963年〕 京大生協労働組合執行委員会 う一組合員の皆さんと、民主的諸国体へ ピラ、 1枚

訴えます一

運営の正常化のために団結してたたかお
戦後学生運動ill-3伺604 MP70110 17 -51 (1963年〕 京大生協労働組合執行委員会 う一組合員の皆さんと、民主的諸団体へ ピラ、 1枚

訴えます-

戦後学生運動ill-3-605 MP70110 12-3 (1963年〕 統一派 工学部自治会発展のために ピ、フ、 l枚、両面

戦後学生運動ill-3-606 MP70110 12-4 (1963年〕 統一派 工学部自治会発展のために ピ、フ、 l枚、両面

戦後学生運動ill-3-607 MP70110 12-5 (1963年〕 統一派 工学部自治会発展のために ピ、フ、 l枚、両面

戦後学生運動ill-3-608 MP70110 12-12 (1963年〕 統一派 工学部自治会発展のために ピ、フ、 1枚、両面、4-278に挟込み

戦後学生運動ill-3-609 MP70110 12-67 (1963年〕 統一派 工学部自治会発展のために ピ、フ、 1枚、両面

戦後学生運動ill-3-610 MP70110 5司 49 (1964年l月〕 京大全学統一派
日韓妥結・核潜承認・F105横田配備断固阻

ピラ、 1枚
止!1.28全京都府民集会に決起せよ!

尽大平和委、職組、現代科学者集団、 1.28独立と平和、生活向上をめざす全尽

戦後学生運動ill-3司611 MP70110 5-1 (1964年1月〕
生協労組、大学院生協、 }.E自治会、 都緊急府民集会 京大統一派・学生実行

ピラ、 l枚
A.A.連帯支部、C平和を守る会、民科、 委斗争宣言 全京大の民主勢力1.28に起

民青、共産党 つ!

戦後学生運動ill-3-612 MP70110 5-62 (1964年1月〕
尽大平和委員会、思大経済学部同好

一・二八京大平和集会に参加しよう!! ピラ、 l枚
会など10団体

盗難事件に端を発する紛争問題をめぐっ

戦後学生運動ill-3岨613 MP70110 5-68 (1964年1月〕 全学統一派
て社学問(=トロツキスト)がかけて来て

ピラ、 l枚
いる民主的サークル弾圧は何を意味する

か!!

核潜寄港1月承認、日韓会談2月妥結阻止!

戦後学生運動ill-3-614 MP70110 5-47 (1964年1月〕 統一派活動者会議 1-26全国統一行動 1-28全京都統一行 ピラ、 1枚
動

1.26全国統一行動=1.28全尽都統一行動
戦後学生運動ill-3-615 MP70110 5-48 (1964年1月〕 統一派活動者会議 で日韓粉砕・核潜阻止の全人民的共斗に ピラ、 1枚

たちあがれ!
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識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

「多数派J=ブンド派のC常任委員会退場

戦後学生運動ill-3-616 MP701l0 5司 69 (1964年1月〕 統一派活動者会議
による1月斗争の空白を1・26全国統一行動

ピラ、 l枚
=1・28全京都統一行動の圧倒的高揚でう

ずめよ!

戦後学生運動ill-3-617 MP701l0 5-61 (1964年2月〕 3，1ビキニデー京大全学実行委員会 よびかけ
ピラ、 1枚、寄付金募集欄もあり、畏面に

は実行委員会の活動に関するメモ書きあり

講演現代科学技術と我々の課題創造

戦後学生運動ill-3-618 MP701l0 5-9 (1964年J4月24日 薬自治委員会、 T.A常任委員会 性の追求の為に立命大教授星野芳郎 ピラ、 l枚

氏
戦後学生運動ill-3副619 MP701l0 5司 21 (1964年J4月28日 4.28実行委員会 4.28京大全学共斗集会に参加しよう! ピラ、 l枚

日韓会談粉砕! 日中国交即時回復!

戦後学生運動ill-3-620 MP701l0 5-77 (1964年4月〕 経済学部同好会 新暴力法粉砕! 京都平民学協の旗の下 ピラ、 l才女
全学連の輝ける伝統の復活を

戦後学生運動ill-3-621 MP701l0 5-34 (1964年4月〕 経済学部同好会常任委員会
28日新暴力法衆院通過の陰謀に反撃を加

ピラ、 1枚
えよ 4・28全学集会への参加を訴える

日中国父回復、日韓会談粉砕、憲法改悪

戦後学生運動ill-3-622 MP701l0 5-78 (1964年4月〕 全学統一派活動者会議
阻止 「府学連jの4.16京都駅「徹夜ピケ」

ピラ、 1枚
なる挑発戦術をはねのけ、 4.28平民学連

全国統一斗争に備えよ!!

新入生諸君に泉大統一派は訴える 偉大

戦後学生運動ill-3-623 MP701l0 5陶 70 (1964年4月〕 統一派 な歴史の転換に際し君の情熱と知性の全 ピラ、 1枚、両面

てを平和と民主主義の斗いに捧げよ!

同学会中執・C常任委多数派=I京大主流

派」に対する公開質問状 C自治委員会

統一派 C常任委・自治委グループ、
決定(=5.22平民学連統一行動参加)に

戦後学生運動ill-3-624 MP701l0 5-32 1964年5月19日
D執行委・代議員グループ

対する卑小な裏切り行為を直ちに中止せ ピラ、 l枚

よ C'J-E自治会の5.22総決起を抑圧す

る「緊急同学会代議員会」開催に反対す

るO

戦後学生運動ill-3-625 MP701l0 5 -41 (1964年J5月20日 工学部自治会常任委員会 工学部学友へのアピール ピラ、 l枚、両面

戦後学生運動ill-3-626 MP701l0 5-33 (1964年5月22日〕 統一派
C自治委員会決定違反の一切の分裂活動

ピラ、 l枚、両面
を排し5・22平民学連統一行動に決起せよ!

戦後学生運動ill-3-627 MP701l0 5-40 (1964年5月22日〕 統一派
C自治委員会決定違反の一切の分裂活動

ピラ、 1枚、両面
を排し5・22平民学連統一行動に決起せよ!

戦後学生運動ill-3-628 MP701l0 5-16 (1964年5月29日〕 全学統一派活動者会議
本日の京大全学共斗集会に決起し「新暴

ピラ、 1枚
法J衆院通過を阻止せよ!

戦後学生運動ill-3-629 MP701l0 5-20 (1964年5月29日〕 全学統一派活動者会議
本日の尽大全学共斗集会に決起し「新暴

ピラ、 l枚、書き込みあり
法」衆院通過を阻止せよ l

戦後学生運動ill-3四630 MP701l0 5-23 (1964年5月〕 統一派経済斗争部 現在の尽大生協に対する我々の考え ピフ、 2枚、両面、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-3-631 MP701l0 5-90 (1964年J6月10日 全学統一派
本日6・10迷防条例・新暴法粉砕 府庁中

ピラ、 l枚
庭2∞0名集会!!
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教養工学部学友に訴える=七月四日工学

戦後学生運動ill-3-632 MP70110 5同 96 (1964年6月23日〕 工学部自治会常任委員会 部学生集会呼びかけに代えて 僕達はこ ピラ、 l枚、両面

れでよいのか、考えよう、行動を起そう。

新暴法参院通過一五・26迷防条例粉砕府庁

中庭三千人集会に再び決起し、「憲法安

戦後学生運動ill-3-633 MP70110 5-97 (1964年6月23日〕 全学統一派 保斗争」へむけて学生運動のルネサンス ピラ、 l枚、両面

の先頭に立とう! 東大C自選で統一派

圧勝

新暴法の地方版ニ府迷防条例6月制定の

戦後学生運動ill-3幽634 MP70110 5-99 (1964年6月26日〕 統一派 陰謀に抗し全京都の労働者人民と共に府 ピラ、 l枚、書き込みあり

庁広場3000人集会で決起せよ!

主流派圧勝! 日韓・憲法斗争を共に斗か

戦後学生運動ill-3-635 MP70110 5-105 1964年6月29日 主流派活動者会議 おう! 7.3改憲答申阻止、府学連統一行 ピラ、 1枚
に起て!

教養工学部学友に訴える=七月四日工学

戦後学生運動ill-3-636 MP70110 12-29 (1964年6月〕 工学部自治会常任委員会 部学生集会呼びかけに代えて 僕達はこ ピラ、 l枚、両面

れでよいのか、考えよう、行動を起そう。

6.10新暴・迷防粉砕斗争に尽都府職労労働

者時間内職場集会で決起す (6/4執行

戦後学生運動ill-3開637 MP70110 5-87 (1964年6月〕 統一派
委決定) 府庁中庭2000名集会に結集し

ピラ、 l枚
新暴・迷防斗争の大衆的突破口を切り開

け!C自治委員会の再度開催と戦術再検

討を要求する!

戦後学生運動ill-3剛638 MP70110 5-89 (1964年6月〕
迷惑防止条例反対! 尽都大学学生の

ピラ、 l枚
アッビール

インドシナに於ける核戦争の危険性を除

戦後学生運動ill-3-639 MP70110 5-114 1964年7月14日 京都大学工学部支持委員会
去し日本の空から水爆々撃機を一掃する

ピラ、 1枚
為に、第10回原水爆禁止世界大会を成功

させよう

戦後学生運動ill-3-640 MP70110 5-116 1964年7月18日 京都大学工学部支持委員会
第10回原水爆禁止世界大会支持集会およ

ピラ、 l枚、両面
ぴ京大工学部支持集会

戦後学生運動ill-3-641 MP70110 5-119 1964年7月18日 京都大学工学部支持委員会
第10回原水爆禁止世界大会支持集会およ

ピラ、 l枚、両面
び京大工学部支持集会

戦後学生運動ill-3-642 MP70110 5-131 1964年7月18日 京都大学工学部支持委員会
第10回原水爆禁止世界大会支持集会およ

ピラ、 l枚、両面
ぴ京大工学部支持集会

戦後学生運動ill-3-643 MP70110 5同 117(1964年7月〕 〔京都大学工学部支持委員会〕
「第十回原水爆禁止世界大会」尽大工学

ピラ、 l枚
部支持委員会加盟のよびかけ

戦後学生運動ill-3-644 MP70110 5-123 (1964年7月〕 〔京都大学工学部支持委員会〕
「第十回原水爆禁止世界大会」尽大工学

ピラ、 1枚
部支持委員会加盟のよびかけ

ピラ、 l枚、両面、畏面は尽都大学大学院

生協議会中央委員会(科学研究体制特別

戦後学生運動ill-3-645 MP70110 12 -106 1964年9月5日 自衛官問題工学部対策会議 工学部大学院進学を希望する皆さん l 委員会、自衛官入学反対全学対策会議準

備会)I自衛官の大学院入学並びに研修に

反対するJ(7月15日付)
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識別番号

戦後学生運動lli-3-646
戦後学生運動lli-3-647

戦後学生運動lli-3-648

戦後学生運動lli-3-649

戦後学生運動lli-3・650

戦後学生運動lli-3-651

戦後学生運動lli-3-652

戦後学生運動lli-3-653

戦後学生運動lli-3-654

戦後学生運動lli-3-655

戦後学生運動lli-3-656

戦後学生運動lli-3・657

戦後学生運動lli-3四658

戦後学生運動lli-3-659

戦後学生運動lli-3-660
戦後学生運動lli-3-661
戦後学生運動lli-3-662

戦後学生運動lli-3-663

一

ファイル番号

MP70110 
MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 

MP70110 
MP70110 
MP70110 

MP70110 

所在番号 作成年月日

12 -105 (1964年)9月9日
1-40 1964年9月

12-21 (1964年9月〕

12 -102 (1964年9月〕

12-83 (1964年9月〕

12-92 1964年10月13日

12-84 (1964年)10月20日

12-86 (1964年10月〕

12-90 (1964年10月〕

12-81 (1964年10月〕

12-16 (1964年11月6日〕

12-20 1964年11月10日

12 -17 (1964年11月11日〕

12-22 1964年11月12日

12同 68 (1964年11月12日〕
12-18 (1964年11月〕
12-19 (1964年11月〕

12融 79 (1964年11月〕

作成者 資料名

自衛官問題対策協議会 工学部教授会に対する公開質問状

京大生協組織部 総代諸子にアピール!!

学園生活を破壊する自衛官学内侵入に反
工学部自衛官対策会議

対しよう!

〔工学部自衛官問題対策会議、他理 科学技術の軍事化をめぐる報告と討論集

工系自治会・サークル〕 メZb3、Z 

統一派
9.18米原子力潜水艦「寄港」阻止全京大

集会・全京都円山集会に参加しよう!!

京大学生統一会議(再建京大統一派)
憲法・安保斗争の展望の下、核潜艦10月
寄港を阻止せよ!

斗争宣言 10.29全国ゼネストで原潜寄港
10・19全学斗争委員会

実力阻止!

思大平和委員会工学部支部、 10・25原子力潜水艦「寄港」を阻止するために

神戸港大集会実行委員会 10お神戸港大集会に結集しよう

統一派 自衛官の学内侵入に反対しよう!

同学会、 C自治会
23→29ゼネストで実力阻止せよ!各クフ

スで直ちにスト体制を確立せよ!

統一派
米原潜「寄港」阻止緊急全学集会へ参加

しよう

原潜『寄港』阻止、自衛官学内侵入反対

京大全学集会実行委員会 重税・高物価反対、京大全学集会に結

集しよう

大学院生協議会、生協労働組合、職

員組合、看護学校自治会、和親会労組、 原潜「寄港」阻止、政府承認撤固までー

]. T.①.A自治会、原潜反対理学部 層激しい怒りをこめた抗議行動を!!

講師団、全学統一派活動者会議

国民の名をもって米原子力潜水艦の寄港

京大平和委員会、法学部支部 を強行する日本政府 日本国憲法第九条

違反により告発する。

米原潜寄港阻止全学実行委員会 米原潜本日 (12日)八時佐世保に入港!!

尽大全学統一派 11.13全京大学内共斗集会に結集しよう!

尽大全学統一派 11.13全京大学内共斗集会に結集しよう!

全京大斗争委員会 非常事態には非常手段で応えよ!

備考

ピラ、 l枚、両面

ピフ、 l枚
ピフ、 l枚、両面、 3-662に挟み込み、長面

は「工学部教授会に対する公開質問状J(自

衛官問題対策協議会、 9月9日付)

ピラ、 l枚、 9月19日開催

ピラ、 l枚

ピラ、 1キ文

ピ、フ、 1枚、 10・19全学斗争委員会は同学会

代議員会、教養部自治会、法学部斗争委、

文学部学友会、経済学部斗争委、理学部

自治会、工学部斗争委、教育学部自治会、

農学部斗争委で構成

ピラ(草稿)、 l枚

ピフ、 l枚、両面

ピラ、 l枚、「原核寄港阻止」など

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚、両面、裏面「今朝8じ原潜入港

" 本日の緊急全学抗議集会に結集しょ

うJ(京大全学集会実行委員会)

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚
ピフ、 1枚
ピフ、 l枚、書き込みあり

ピラ、 l枚、原潜寄港関連、全京大斗争委

員会は同学会、経済学部同好会、工学部

斗争委員会、教養部自治会、理学部自治会、

農学部斗争委員会、文学部学友会、法学

部斗争委員会、教育学部自治会、医学部自

治会で構成
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戦後学生運動ill-3-664 MP70110 12-27 1964年12月2日 京大統一派
デマと誹誇を打ちゃぶり12月全学連再建

ピラ、 l枚
を勝ち取ろう!

戦後学生運動ill-3岨665 MP70110 12-28 1964年12月2日 京大統一派
デマと誹誇を打ちゃぶり12月全学連再建

ピラ、 l枚
を勝ち取ろう!

戦後学生運動ill-3-666 MP70110 1-10 (1964年12月5日〕 生協O部
本日l時総代会(法経3)に結集せよ!

ピラ、 1枚、ら224に挟み込み
A号館地下をかちとれ!

戦後学生運動ill-3-667 MP70110 12-42 [1964年12月8日〕 統一派
12月全学連再建についてあらゆる疑問に

ピラ、 l枚
答える

戦後学生運動ill-3-668 MP70110 12-40 [1964年12月11日〕 統一派
全学連再建成る! その下に斗う統一派

ピラ、 l枚
f¥ 

戦後学生運動ill-3幽669 MP70110 12-45 [1964年12月11日〕 統一派 自治会のあり方 選挙の争点 ピフ、 l枚

戦後学生運動ill-3-670 MP70110 12-38 1964年12月15日 統一会議
主流派、統一派の不毛なセクト争いを排

ピラ、 1枚
し新しい執行部を諸君の手で!

戦後学生運動ill-3-671 MP70110 12-44 [1964年12月〕 尽大主流派 全学連問題を正確に知ろう 資料 ピフ、 1枚、両面、書き込みあり

戦後学生運動ill-3-672 MP70110 12-47 [1964年12月〕 尽大主流派 全学連問題を正確に知ろう 資料 ピラ、 l枚、両面、書き込みあり

戦後学生運動ill-3-673 MP70110 12-46 [1964年12月〕 全学統一派 J自治会再建全学連に加盟 ピラ、 l枚
戦後学生運動ill-3-674 MP70110 12-30 [1964年12月〕 全学連再建準備委員会 12月全学連再建を支持しよう ピフ、 l枚、署名欄っき

一選挙にあたって訴える-12月全学連再
戦後学生運動乱3-675 MP70110 12-31 (1964年12月〕 統一派 建をめざし、新しい学生運動、新しい執 ピラ、 l枚

行部を樹立しよう!

戦後学生運動ill-3-676 MP70110 12-33 [1964年12月〕 法学部自治会常任委員会 全学連加盟決定す ピフ、 l枚

悪しき伝統を打破し、生協の一元的地位

戦後学生運動ill-3-677 MP70110 1-26 (1964年〕 生協組織部 を獲得せよ一教養部教科書問題について ピラ、 1枚、両面

戦後学生運動ill-3-678 MP70110 5-39 (1964年〕 朝鮮文化研究会 日朝学生の集いへ・・. ピラ、 1枚、書き込みあり

戦後学生運動ill-3-679 MP70110 12-62 (1965年2月2日〕
尽大平和委員会、大学院中央委員会、 米原潜再入港断固阻止!! 本日 (2.2)人

ピラ、 l枚
理学部緊急集会 時「佐世保に入港」

戦後学生運動ill-3-680 MP70110 12-73 1965年2月11日
大学院生協議会中央委員会、大学院 生協運動を発展させるために 水道光熱

ピラ、 1枚
総代一同 費四月不払しヨ強行戦術に反対する

全学友の団結、学内共斗、全国斗争で「水

戦後学生運動ill-3-681 MP70110 12-74 1965年2月12日 全学統一派
光費国庫負担」をかちとろう 「主流派」

ピラ、 l枚、両面
ニ塩見一派の挑発的「四月不払い斗争j

戦術を粉砕しよう!

戦後学生運動ill-3-682 MP70110 12-75 1965年2月12日 同学会、 C自治会 水光ヒ不払いを13日総代会で勝ちとれ ピフ、 l枚、両面

戦後学生運動ill-3司683 MP70110 1-38 (1965年〕 総代有志
真に協同組合の復活を願う 誠実で先進 ピラ、 2枚、両面1枚、ホッチキスとめ、

的な諸君に訴える! 6-230に挟み込み、 2月総代会を要求

尽大病院看護部会有志、補助看問題

戦後学生運動ill-3司684 MP70110 7-6 [10月〕 対策委員会、京大医学部「病院の医 看護婦さんと医学生の話し合う会 ピラ、 1枚、 10月29日開催

者と看護婦」問題研究会

戦後学生運動ill-3-685 MP70110 7 -24 市民の皆さん!
ピフ、 1枚、アメリカのキューバ干渉に反

対

同
誌
綱
雄
監
掘
削
刑
川
町
糾
縦
揺



同弘
司号、

田

同

識別番号

戦後学生運動ill-3-686

戦後学生運動ill-4嗣l

戦後学生運動ill-4-2

戦後学生運動ill-4-3

戦後学生運動ill-4-4

戦後学生運動ill-4-5

戦後学生運動ill-4-6

戦後学生運動ill-4・7

戦後学生運動ill-4-8

戦後学生運動ill-4-9

戦後学生運動ill-4-1O

戦後学生運動ill-4-11

戦後学生運動ill-4-12

戦後学生運動ill-4-13
戦後学生運動ill-4-14
戦後学生運動ill-4-15
戦後学生運動ill-4-16

戦後学生運動ill-4-17

戦後学生運動ill-4-18

戦後学生運動ill-4-19

戦後学生運動ill-4-20
戦後学生運動ill-4-21

戦後学生運動ill-4幽22

戦後学生運動ill-4-23

型?き竺年連動ill-4-24

ファイル番号 所在番号

MP70110 13-57 

MP70110 18 -3 

MP70110 18-5 

MP70110 17 -33 

MP70110 11-4 

MP70110 11-9 

MP70110 11“ 20 

MP70110 11-10 

MP70110 11司 11

MP70110 11-22 

MP70110 11-12 

MP70111 11-19 

MP70l11 11-88 

MP70l11 11-6 
MP70111 19-47 
MP70111 11-13 
MP70111 11-15 

MP70111 11-2 

MP70111 19-49 

MP70111 11-14 

MP70111 11-42 
MP70l11 11-48 

MP70l11 19-51 

MP70111 19-48 

MP70l11 11-46 

作成年月日 作成者

京大祭世界青年学生平和友好祭

講演 末川博氏、柳田謙十郎氏、山

手治之氏

京大同学会情宣部、同学会学内民主
(1960年4月〕

化委員会

1960年11月5日 京都大学中国研究会

1961年1月14日 医学部自治会

(1961年4月〕 忠大四・五月行動委員会

1961年4月 4.5月行動委員会

(1961年4月〕 〔四・五月行動委員会〕

1961年4月

(1961年4月〕

(1961年4月〕

(1961年5月12日〕 四・五月行動委員会

京都大学文学部二回生一組クラス代

(1961年5月15日〕 表新島オルグ団 岩倉洋子、松岡正

樹

京都大学文学部二回生一組クラス代

(1961年5月15日〕 表新島オルグ団 岩倉洋子、松岡正

樹

(1961年5月18日〕 四五月行動委員会

(1961年5月23日〕 教養・常任委員会

(1961年J5月23日 四・五月行動委員会

(1961年5月23日〕 〔四・五月行動委員会〕

(1961年5月27日〕 四・五月行動委員会

(1961年J5月29日 教養部自治会常任委員会

(1961年5月31日〕 〔四・五月行動委員会〕

(1961年5月〕 尽大4・5月行動委員会

(1961年5月〕 京大四五月行動委

(1961年5月〕
教養部自治会、同学会新島斗争委員
ぷ~、

(1961年5月〕 教養部自治会常任委員会

(1961年5月〕 〔統一派〕

資料名

ピラ、 l枚

『討議資料 学内民主化のためにー告不

第九号と学内集会掲示規定等改廃要求

『中国学生運動史j

大学の自治についての先生方への質問

工業教員臨時養成所設置に反対しよう

クラス討官義のために No.l 

四・五月行動委員会第二回総会・招請状

1LOについての資料 1LO批准にかこつ

ける公務員の政治活動禁止に反対!

国際情勢

スケジ、ユール行動方針

討議資料戦後文教政策反動化の歴史

新島オルグ活動報告書

新島オルグ活動報告書

クラス言す5義のために No.4 
(資料)政治的暴力行為防止法案

政治的暴力行為防止法に反対する斗い

最近の反動立法の関係図

クラス言す5義のために

政暴法粉砕!臨教粉砕 5.30時計台前

集会成功のために 学生集会への提案

政暴法に関する動きとそれに反対する斗

い (II)5月22日~

第5回行動委員会総会招請状

「政暴法」斗争支援の署名カンパ簿

100名のオルグを派遣せよ 新島斗争クラ

ス討議資料

教養部自治委員会への提案レジュメ

統一派全京大総会招請状

備考

16頁

58頁
4枚、ホッチキスとめ、「大学管理法案につ

いてJ1医学教育制度について」など

3枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり

1枚、両面、「工業教員臨時養成所反対J、
書き込みあり

1枚、 4月18日開催

l枚、両面、書き込みあり、長面は治安行

動草案・防衛二法改正案に関する資料

l枚、書き込みあり、後切れ

l枚、書き込みあり、 128日第二波統一行動

に全力を注ぐ IJなど

2枚、両面、書き込みあり

13頁、ホッチキスとめ、 1961年5月7日まで

の活動報告

13頁、ホッチキスとめ、 1961年5月7日まで

の活動報告

l枚、両面、「重要法案つぎつぎと強行突破」

1枚、両面、書き込みあり

l枚、書き込みあり

l枚、書き込みあり

2枚、ホッチキスとめ、書き込みあり、「政

治的暴力行為防止法案について」

1枚

l枚、両面、書き込みあり

1枚、 5月23日開催

l枚

12頁、ホッチキスとめ

l枚、両面、墨面は「クフス討議のために」

など、書き込みあり

l枚、 5月31日開催

寸 4
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11枚、両面、ホッチキスとめ、「学生運動

戦後学生運動ill-4-25 MP70111 11-17 0961年6月9日〕 京大統一派活動者会議 統一派の正しい理解のために
の民主的統一のためにJI四月以降の総括j

「学生文化活動の発展のためにJI当面の任

務と方針」など

戦後学生運動ill-4-26 MP70l11 19 -41 1961年6月16日 教養部自治会選挙管理人
教養部自治会正副委員長選挙立候補者所

4枚、両面2枚、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-4-27 MP70l11 19司 58 (1961年6月23日〕 教養部選挙管理委員会
委員長・秋本、副委員長・上山(主流派)

l枚
当選

l枚、 11.池田内閣の政策JIII.政暴法反

戦後学生運動ill-4-28 MP70111 19-56 (1961年6月27日〕 教養部自治会旧常任委員会 総括ーレジ、ユメー 対斗争Jlill.政治委員会の強化と治安攻勢」

IN.全学連第17回大会」

戦後学生運動ill-4-29 MP70111 10-1 1961年6月27日 西村光雄他統一派自治委員
第二期第一回教養部自治委員会に対する 12枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあ

提案

戦後学生運動ill-4司30 MP70111 11-16 (1961年6月〕 一回生L3 公開質問状への解答
2枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり、

統一派・主流派の回答比較

戦後学生運動ill-4-31 MP70111 11-18 1961年6月
京大文学部一回生ニ組松木麟平、

新島一現地調査報告一 30頁、ホッチキスとめ
中尾光延、石塚満郎

戦後学生運動ill-4-32 MP70111 19-46 (1961年6月〕 教養部自治会斗争委員会
政暴法闘争の総括-9月の治安攻勢に備

7頁、ホッチキスとめ
えよ!-

戦後学生運動ill-4-33 MP70111 11哨 l 0961年6月〕 統一派活動者会議 クラス討議のために
3枚、両面、ホッチキスとめ、「池田渡米阻

止のために立ち上ろう !J
戦後学生運動ill-4-34 MP70111 11-78 0961年6月〕 〔統一派活動者会議〕 統一派活動者会議総会招請状 l枚、 6月9日開催、書き込みあり

戦後学生運動ill-4-35 MP70l11 19剛 42 (1961年6月〕 同学会選挙管理委員会 同学会代議員立候補者所信 5枚、両面4枚、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-4-36 MP70l11 19-68 (1961年6月〕 行動形態 l枚、 6・6集会前後の任務分担

戦後学生運動ill-4-37 MP70111 20-4 1961年7月5日 同学会中央執行委員会 第5期第2回同学会代議員会議案
22枚、両面16枚、ホッチキスとめ、「総括JI情
勢JI任務と方針JIスローガン」

戦後学生運動ill-4-38 MP70l11 11欄 79 0961年7月〕
尽大統一派活動者会議、民青同盟尽

学習会への案内状 1枚、 7月5・6日開催
大学生班

戦後学生運動ill-4-39 MP70111 19-54 0961年7月〕 同学会中央執行委員会 帰郷活動に向けての活動者会議 1枚、 7月4日開催

戦後学生運動ill-4-40 MP70l11 11-89 (1961年9月〕 京大平和を守る会、一回生L3オルグ 活動報告書にいじま 38頁、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-4-41 MP70l11 19 -11 (1961年9月〕 治安反動立法の歴史と今后の我々の態度 2枚、両面、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-4-42 MP70111 20-32 0961年9月〕 治安反動立法の歴史と今后の我々の態度 3枚、両面、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-4-43 MP70111 25開 5 1961年10月14日 当面する内外情勢 l枚、両面

3枚、両面2枚、ホッチキスとめ、「激動す

戦後学生運動ill-4-44 MP70l11 19目 4 1961年10月17日 同学会中央執行委員会 第五期第三回同学会代議員会議案 る左翼戦線と学生運動の方向。ニ全学連第

17回大会以后の総括」など、書き込みあり

戦後学生運動ill-4-45 MP70111 19 -1 (1961年10月18日〕 自治委員会議案レジュメ
1枚、「情勢の観点JI今年初期との相違点J
など

戦後学生運動ill-4-46 MP70111 10-5 1961年10月30日
常任委(C自治会)統一派グループ通達(レ

1枚、書き込みあり
ジ、ユメ)

戦後学生運動ill-4-47 MP70111 10-4 (1961年10月〕 統一派活動者会議 政暴法をめぐる情勢と我々の方針 1枚
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戦後学生運動ill-4-48

戦後学生運動ill-4-49

戦後学生運動ill-4-50

戦後学生運動ill-4-51
戦後学生運動ill-4-52

戦後学生運動車-4-53

戦後学生運動ill-4-54

戦後学生運動ill-4-55

戦後学生運動ill-4δ6
戦後学生運動ill-4-57

戦後学生運動ill-4-58

戦後学生運動ill-4-59

戦後学生運動ill-4-60

戦後学生運動m-4-61
戦後学生運動ill-4-62
戦後学生運動ill-4-63
戦後学生運動ill-4-64
戦後学生運動ill-4-65
戦後学生運動ill-4-66
戦後学生運動ill-4-67

戦後学生運動ill-4-68

戦後学生運動ill-4-69

戦後学生運動E開4・70

ファイル番号 所在番号

MP70111 25-4 

MP70111 20-26 

MP70111 20-29 

MP70111 10-40 
MP70111 10-22 

MP70111 10-19 

MP70111 10蜘 20

MP70111 24-1 

MP70111 10-37 
MP70111 10-29 

MP70111 18-6 

MP70111 20-19 

MP70111 10 -30 

MP70111 10-34 
MP70111 18-7 
MP70111 10-23 
MP70111 7 -116 
MP70111 1-34 
MP70111 10-21 
MP70111 19-44 

MP70111 11-8 

MP70111 11-7 

MP70111 11-3 

作成年月日 作成者

(1961年10月〕 統一派活動者会議

1961年11月25日 教養部自治会書記局

1961年11月28日 同学会中央執行委員会

(1961年11月〕 宇宙展実行委員会

[1961年11月〕 教養部自治会統一派常任委グループ

(1961年11月〕
反戦自由の伝統を守る統一派常任委

員グループ

反戦自由の伝統を守る統一派常任委

[1961年11月〕 員グループ西村光雄、重森暁ほか

7名

[1961年11月〕 米ソ核実験反対斗争委員会

[1961年11月〕
1961年12月1日

1961年12月7日 統一派活動者会議=資料部

1961年12月19日 京大教養部自治会会計

[1961年12月〕 統一派

[1961年12月〕 〔統一派〕

[1961年12月〕 〔統一派〕

(1961年12月〕 統一派活動者会議議長西村光雄

[1961年〕 京大統一派

[1961年〕 京都大学生活協同組合

(1961年〕 教養部自治会統一派活動者会議

[1961年〕 教養部常任委員会

(1961年〕 四・五月行動委員会

[1961年〕 4.5月行動委員会

[1961年〕 四・五月行動委員会

資料名

〔統一派の運動方針〕

12.7闘争のために 討議資料

第五期第四回同学会代議員会議案

宇宙展会計報告

統一派活動者会議に結集せよ!

核実験問題 クラス討議資料 (No.1)

核実験問題 クラス討議資料 (No.1)

米ソ核実験反対! クラス討議資料

宇宙展緊急通達

通達I 情宣活動を主要に斗う諸君へ

日本の明日を覆う黒い霧 憲法改正をめ

ぐって

61年度前期会計報告

カンパ要請

統一派選挙綱領

統一派選挙綱領

統一派活動者会議召請状

憲法問題についての討議資料

『事業報告書第12期 (1960.4~ 1961.3)j 
全面完全軍縮をかちとるためのプラン

36年度前期会計報告

クラス討義のために 第2号

クラス討言義のために No.3 

クラス討言義のために

備考

l枚、 11.基本方針(案)J12.政暴法斗争の

ためにJ13.平和擁護斗争のためにJ14.11月
祭のためにJ15.12月選挙のためにJ
4頁、「十一月七日を、米・ソ核実験反対、

日韓会談反対の闘争の日とせよ!J 1極東の

新情勢に注目 !Jなど、書き込みあり

12枚、両面8枚、破れあり、「総括J1情勢、
任務」

l枚
l枚、 11月30日開催

l枚、両面、書き込みあり

l枚、両面、書き込みあり

7枚、両面、ホッチキスとめ、「学友諸君へ

のよびかけJ1ソ連核実験の反プロレタリア

性J1北方問題と反ソ主義J1現代社会の変

革と学生J1国際・囲内情勢と任務・方針」

l枚、グループごとの任務

l枚

10枚、両面9枚、ホッチキスとめ

l枚 言
l枚、両面、長面は「選挙スローガンj、
き込みあり

10枚、両面、ホッチキスとめ

10枚、両面、ホッチキスとめ

1枚、 12月6日開催

l枚、両面

55頁
l枚、両面、書き込みあり

1枚
l枚、「防衛一法改悪の問題点」、書き込み

あり

1枚、両面、 11LO批准にかこつける公務員

の政治活動禁止に反対j、書き込みあり イ

3枚、両面、ホッチキスとめ、 11案二五一

一一四取扱注意治安行動(草案) 陸

上輸監部昭閏年一一月j同て|
一自衛隊の本質は?J
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戦後学生運動ill-4-71 MP70112 11-5 (1961年〕 四・五月行動委員会 クラス討議のために No.5 
7枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり、

国立工業教員養成所反対など

戦後学生運動ill-4-72 MP70112 10-12 (1961年〕 統一派活動者会議 クフス討論のために l枚、書き込みあり

戦後学生運動ill-4-73 MP70112 19-43 (1961年〕
同学会中央執行委員会・教養部自治

資料臨時工業教員養成所 8頁、ホッチキスとめ、書き込みあり
会常任委員会

戦後学生運動ill-4-74 MP70112 19-50 (1961年〕
資料工業教員養成所設置要項 ('61年4

l枚
月15日発表)

戦後学生運動ill-4-75 MP70112 20-18 1962年1月12日 〔同学会中央執行委員会〕 第六期第二回同学会代議員会議案書
10枚、両面6枚、ホッチキスとめ、「世界情勢」

「国内情勢JI各専門部の方針」

戦後学生運動ill-4-76 MP70112 24-2 1962年1月16日 全学連派自治委員一同 教養部自治委員会への対案 6枚、両面、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-4四77 MP70112 7 -121 1962年1月16日
統一派常任委員 重森暁・西山勝夫・

一自治委員会へ向けて一統一派の提案 2枚、両面、ホッチキスとめ
田窪公・田中栄

戦後学生運動ill-4四78 MP70112 25-44 1962年4月17日 統一派代議員児島情以下一同 同学会代議員会への反対提案 レジュメ l枚、両面、書き込みあり

l枚、両面、「斗いの現段階(情勢及び任務)J
戦後学生運動ill-4-79 MP70112 24-6 1962年4月24日 全学連派自治委員村上次郎以下一同 教養部自治委員会への対案 「デマゴギーを粉砕し、 4.27・日米英学生統

一行動を組織せよ!J 
29頁、ホッチキスとめ、「自治会活動とは何

戦後学生運動ill-4-80 MP70112 20-9 (1962年4月〕 教養部自治会常任委員会 45月斗争の為の討議資料 かJI日韓会談についてJI核実験の持つ意

味JI憲法改悪の陰謀について」

戦後学生運動ill-4-81 MP70112 20-12 (1962年4月〕 教養部自治会常任委員会 斗争委員会の議案書
l枚、両面、「情勢分析JI核実験についてj

「日韓会談についてJI四・二六に向けてJ
戦後学生運動ill-4-82 MP70112 20-7 (1962年4月〕 常任委員会 教養部自治委員会への提案 l枚

戦後学生運動ill-4-83 MP70112 20-8 (1962年4月〕
同学会中央執行委員会、教養部自治 『学生会館を実現しよう 準備委員会結

11頁
会常任委員会、生活協同組合組織部 成の討議資料』

l枚、「尽大教養の全学友諸君!!5月30日午

後授業を辞退して改憲反対!米ソ核実験反

戦後学生運動ill-4-84 MP70112 21-55 1962年5月23日 京大教養部自治会 決議文 対!のデモンストレーションに参加しよう!

京大教養部自治会は全力を挙げてこの斗い

にとり組む。右、決議する。J

戦後学生運動E・4-85 MP70112 10-58 (1962年5月〕 ヴェトナム代表団歓迎実行委員会
ヴェトナム代表団歓迎実行委員会総会招

l枚
請状

7枚、両面4枚、ホッチキスとめ、同ス討 l

戦後学生運動ill-4-86 MP70112 20-6 (1962年5月〕 教養部自治会常任委員会 憲法問題の為の討議資料No.3
議に対するアピールJI自民党方針案・広瀬

私案JI憲法調査会の動向JI如何に改悪さ

れるか?J I憲法改定の背景と斗い方」

戦後学生運動ill-4-87 MP70112 21-54 (1962年5月〕 〔主流派活動者会議〕 5'27主流派活動者会議の招請状 1枚
戦後学生運動ill-4-88 MP70112 10-41 (1962年5月〕 統一派 クラス討議の為のレジュメ l枚、書き込みあり

戦後学生運動ill-4幽89 MP70112 10司 68 1962年6月6日 尽大統一派活動者会議 自治会の革新の為に 統一派選挙綱領 20頁、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-4司90 MP70112 10-64 (1962年J6月7日 統一派活動者会議宣伝部
討議資料No.l 大学管理制度改悪問題に

1枚
ついて

戦後学生運動ill-4-91 MP70112 10-66 1962年6月7日 統一派宣伝部
統一派政策集l 憲法斗争をたたかうた

16頁、ホッチキスとめ、書き込みあり
めに
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戦後学生運動ill-4-92 MP70112 13-38 (1962年J6月8日
討議資料「東南アジア研究センター」問

16頁、ホッチキスとめ
題

戦後学生運動ill-4-93 MP70112 10聞 75 1962年6月9日 統一派活動者会議情宣部
討議資料2 新しい型の学生運動と自治

4枚、両面、ホッチキスとめ
会のために(ー)

戦後学生運動ill-4-94 MP70112 10-67 (1962年J6月11日 統一派情宣部
核実験停止と恒久平和のために 統一派

38頁、ホッチキスとめ
討議資料3

戦後学生運動ill-4-95 MP70112 10-62 (1962年6月〕
京大統一派活動者会議議長 西村光

統一派活動者会議招請状 l枚、 6月3日開催、裏紙使用
雄

戦後学生運動ill-4-96 MP70112 21-40 (1962年6月〕 社会主義学生同盟京大支部
新しい情勢・新しい課題・新しい運動型態・

6枚、両面2枚、ホッチキスとめ
とは何か斗う主流派へ投票せよ

戦後学生運動ill-4-97 MP70112 10-65 (1962年6月〕 〔統一派活動者会議〕
自治会選挙を勝利させるための統一派活

l枚、 6月10日開催、裏紙使用
動者会議緊急総会

戦後学生運動ill-4-98 MP70112 13-56 (1962年6月〕 統一派活動者会議々長 統一派活動者会議招請状 l枚

同学会中央執行委員会、 C自治会常
帰郷活動講演会ーフ。ログ、フムー “故郷

戦後学生運動ill-4-99 MP70112 13-52 (1962年6月〕 に憲法改悪阻止の斗いの嵐を巻き起こそ 4頁
任委員会

う!斗いの火を点火しよう!"

戦後学生運動ill-4-100 MP70112 21四 39 (1962年6月〕
憲法研究会をつくり憲法斗争を深化しょ

5枚、両面、ホッチキスとめ
う!

戦後学生運動ill-4-10l MP70112 21-43 (1962年6月〕
憲法研究会をつくり憲法斗争を深化しょ

l枚、両面、4-100のl枚目と同一
う!

戦後学生運動ill-4-102 MP70112 21-50 (1962年6月〕
憲法研究会をつくり憲法斗争を深化しょ

1枚、両面、4-1∞の1枚目と同一
う!

戦後学生運動ill-4-103 MP70112 2-15 1962年8月19日 京大労働運動研究会
討議資料『イラクにおけるケレンスキズ

13枚、ホッチキスとめ
ムとメンシェピズム』西京司

戦後学生運動ill-4-104 MP70112 6-36 (1962年J9月13日 統一派情宣部 日韓会談統一派討議資料
7枚、ホッチキスとめ、「交渉史JI背景JI内
容JI本質と斗いの方向」

戦後学生運動ill-4-105 MP70112 21-18 1962年9月
尽大同学会中央執行委員会、教養部 “斗いのために"-9.10月斗争クラス討議 26頁、「資料編JI現在の政治・経済情勢JI秋
常任委員会 資キト の学生運動の課題JI全学連大会報告」

3枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり、

戦後学生運動ill-4-106 MP70112 6-38 (1962年9月〕 統一派 自治委員会への提案 「平和運動にかんしてJI日韓会談についてJI
など

戦後学生運動ill-4-107 MP70112 6-5 (1962年9月〕
討議資料「東南アジヤ研究計画草案」抜 2枚、両面、2枚目 11東南アジア研究センター

粋 問題」に関する声明J(1962.9.10付)

1枚、日韓会談粉砕・憲法改悪反対・大管法

戦後学生運動ill-4-108 MP70112 6-37 (1962年9月〕 特別提案 改悪反対の全京大集会を9月21日に開催す

ることなど

戦後学生運動ill-4-109 MP70112 21-27 1962年10月17日 同学会中央執行委員会 第N期第3回同学会代議員会議案書 3枚、両面、ホッチキスとめ

4枚、ホッチキスとめ、「平和と民主主義の

戦後学生運動ill-4-110 MP70112 7-7 1962年10月17日 文学部学友会 文学部学友会後期運動方針(案)
ためにJI学問研究の向上のためにJI学友

の経済要求実現のためにJI大衆的民主的

自治会再建のためにJ
戦後学生運動ill-4-111 MP70112 21-16 1962年10月18日 教養部常任委員会 拡大自治委員会議案 11.1斗争に向けて 1枚、両面
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戦後学生運動ill-4-112 MP70112 6-63 1962年10月19日 統一派活動者会議 統一派代表者会議への招請 1枚、 rM'総班委」宛、 10月19日開催

1枚、両面、「我々をとりまく情勢Jr大管法

戦後学生運動ill-4幽113 MP70112 21-2 1962年10月31日 教養部常任委員会 教養部代議員大会議案 改悪の本質は何かJrいかにして粉砕する

のか」

l枚、「展望Jr大管法粉砕斗争の条件Jr大
戦後学生運動ill-4醐114 MP70112 21-11 (1962年10月) 〔教養部自治会〕 大管法斗争 管法粉砕の最低条件Jr教養部自治会の任|

務」

戦後学生運動ill-4-115 MP70112 7四 5 (1962年10月〕 〔工学部自治会〕 工学部自治会後期活動方針案 2枚、書き込みあり

戦後学生運動ill-4-116 MP70112 6-60 (1962年10月〕 統一派自治委グループ 自治委員会提案 2枚、両面、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-4-117 MP70112 22司 82 (1962年10月〕 〔斗争委員会〕 同盟員、活動家の任務分担 1枚、両面、 11・1ストに向けた動員体制

文学部学友会、統一派自治委員グ
7頁、ホッチキスとめ、「一、学友会再建は

戦後学生運動ill-4-118 MP70112 7-1 (1962年10月〕 文学部自治会再建のために なぜ必要かJr二、再建のために何をすれ
ループ

ばよいか?J r三、当面の秋の斗いのために」

戦後学生運動ill-4-119 MP70112 6-78 1962年10月 クラス討議要綱(大管制の理解のために) I枚

l枚、両面、「一、中教審の背景と系譜Jr一、
戦後学生運動ill-4-120 MP70112 17 -78 (1962年10月〕 中教審の答申について 中教審が答申を出すまでの系譜」など、裏

面は「改革案の要点の比較」

戦後学生運動ill-4-121 MP70112 22-7 1962年11月7日 教養部常任委員会 教養部自治委員会への提案
l枚、両面、「大学法の背景Jr11.1斗争の綜
括Jr大管法粉砕の展望と11.16斗争の意義」

戦後学生運動ill-4-122 MP70112 22-21 (1962年11月15日〕
11・16任務分担本日の代議員会で可決

l枚、両面、書き込みあり
された場合の

戦後学生運動ill-4-123 MP70112 22-22 (1962年J11月15日 第N期第2回代議員大会議案 1枚

戦後学生運動ill-4-124 MP70112 22-26 1962年11月21日 同学会代議員会
12.8全学閉鎖:1万人全学投票 11.30全国

l枚、「斗争宣言Jr同学会代議員会決議」
ゼ、ネスト・京大全学スト

戦後学生運動ill-4-125 MP70112 7 -69 1962年11月21日 理事会
生協書籍部の実態を明らかにして、組合

17頁、書き込みあり
員の御判断をこう

戦後学生運動ill-4-126 MP70112 22-25 1962年11月26日 教養部常任委員会 教養部自治委員会議案書
l枚、両面、書き込みあり、「大管法斗争の

中間綜括」など

戦後学生運動ill-4-127 MP70112 7 -93 1962年11月29日 京都大学大学院生協議会中央委員会 決議 1枚、「大学閉鎖J反対

戦後学生運動ill-4-128 MP70112 22-8 (1962年11月〕 r L4自治委員 小林畏治他一同 教養自治委員会への提案 l枚、「支持全学連大管法斗争委」

戦後学生運動ill-4-129 MP70112 22明 14 1962年11月 京大同学会、各学部自治会
大学管理制度改悪反対、一切の法制化阻

l枚
止 署 名

戦後学生運動ill-4-130 MP70112 22-12 (1962年11月〕 教養部常任委員会
各クラス仕事分担表教養部自治会常任

l枚
委員会の要請

戦後学生運動ill-4-131 MP70113 7 -47 (1962年11月〕 工学部2回生11組 工学部2回生11組No.1 l枚、 r19621113 クラス討議まとめ」

戦後学生運動ill-4-132 MP70113 7 -44 (1962年11月〕 統一派 自治委員会提案 1枚、両面

戦後学生運動ill-4-133 MP70113 7 -45 (1962年11月〕 統一派 生協書籍部閉鎖をめぐって 1枚、書き込みあり

戦後学生運動ill-4-134 MP70113 7 -36 (1962年11月〕 統一派自治委員 提案 1枚、 rr行動方針」の部分のみ

戦後学生運動ill-4-135 MP70113 6-77 (1962年11月〕 統一派自治委員連絡会議
討議資料No.1 米a駐日大使フイシャワー

3枚、ホッチキスとめ
について

戦後学生運動ill-4-136 MP70113 22-13 (1962年11月〕 同学会中執、 C常任委員会 教授オルグは十二日の討論会でまとめよう 1枚

戦後学生運動ill-4-137 MP70113 22-9 (1962年11月〕 同学会中執、教養部常任委員会
十一・一六ストライキ資料 教授オルグレ

l枚
ジメ
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戦後学生運動ill-4-138 MP70113 7 -34 [1962年11月〕 書籍部閉鎖に関する討論会の招請状 l枚、 11月18日開催、裏紙使用

戦後学生運動ill-4-139 MP70113 7 -68 (1962年11月〕 書籍部再開についての覚え書 4頁

戦後学生運動ill-4-140 MP70113 7 -71 [1962年11月〕
書籍閉鎖に対する我々の態度 12月 日

l枚
の総代会にむけての意志統一のために

戦後学生運動ill-4-141 MP70113 22司 6 [1962年11月〕 特別教授オルグ便覧 (2) l枚、両面、「大管法粉砕のため」

6枚、両面、「答申案(全文)J1大管法をめ
戦後学生運動ill-4-142 MP70113 22-15 [1962年11月〕 〔大管法反対に関する資料〕 ぐる事実経過J1レッド・パージ反対闘争の

教訓」など

戦後学生運動ill-4-143 MP70113 22町 18 [1962年11月〕
大学管理法中央教育審議会答申とそれの

3枚、両面、ホッチキスとめ
持つ問題点

戦後学生運動ill-4-144 0962年11月〕
クフス討議資料 大管法を粉砕するには

1枚、両面、書き込みありMP70113 22-50 
京大の大学閉鎖が鍵だ

6枚、両面、ホッチキスとめ、「統一派の見 l

解の経過についてJ112.8大学閉鎖戦術に

戦後学生運動ill-4-145 MP70113 7 -98 1962年12月2日 教養部統一派活動者会議 第5期第3回教養部代議員大会への提案
反対するJI全学l万人投票に反対するJ112.8
図書館前全学集会を要求するJ1報告…斗

争の展望についてJ1資料(生協労組、大

学院etcの態度)J

戦後学生運動ill-4-146 MP701l3 7 -107 1962年12月4日
「国民に訴える尽大全学統一集会」

署名のお願いについて 2枚、うち1枚は「署名簿」
実行委員会事務局長浅井健次郎

戦後学生運動ill-4-147 MP701l3 7司 111[1962年12月7日〕 統一派代議員 教養代議員大会への提案 l枚、両面

22枚、ホッチキスとめ、「大管法問題につ

戦後学生運動ill-4-148 MP701l3 2-29 [1962年12月〕 京都大学クラス斗争委員会連合 新たなる斗いへむけての討議資料 いてJ1日韓会談、その本質と経過J1国立

大学授業料値上げについて」

22枚、ホッチキスとめ、「大管法問題につ

戦後学生運動ill-4-149 MP701l3 2-30 (1962年12月〕 京都大学クラス斗争委員会連合 新たなる斗いへむけての討議資料 いてJ1日韓会談、その本質と経過J1国立

大学授業料値上げについて」

戦後学生運動ill-4-150 MP701l3 22“54 (1962年12月〕 教養部常任委員会
教養部自治委員会議案レジ、ユメ一斗い総 l枚、「大学閉鎖、戦術のもたらしたものJ1斗
括と展望- いの展望J1提案」、書き込みあり

戦後学生運動ill-4-151 MP701l3 22-85 [1962年12月〕 教養部常任委員会
教養部自治委員会議案レジ、ユメ一斗い総 l枚、「大学閉鎖戦術のもたらしたものJ1斗
括と展望- いの展望J1提案」

戦後学生運動ill-4-152 MP701l3 7 -76 [1962年12月〕 統一派 自治委員会への提案
1枚、両面、墨面は統一派自治委員グルー

プ IC自治委員会への提案」

4枚、両面、ホッチキスとめ、「大管法斗争

の勝利の展望J1大学閉鎖戦術の誤りは何

戦後学生運動ill-4-153 MP701l3 7 -78 (1962年12月〕 統一派 討議資料 12.8大学閉鎖について か?J 112.8の正しい戦術は何か?J 1レッド・
パージ反対斗争の教訓J1学部長会議決定

について」

5枚、両面、ホッチキスとめ、「大管法斗争

討議資料大管法をいかにしてつぶすの
の勝利の展望J1大学閉鎖戦術の誤りは何

戦後学生運動ill-4-154 MP701l3 7 -79 [1962年12月〕 統一派 か?J 112.8の正しい戦術は何か?J 1レッド・カ3

パージ反対斗争の教訓IJ1学部長会議決定

について」
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戦後学生運動ill-4-155 MP70113 7 -77 (1962年12月〕
12・8教官、職組、生協労組、大学院生、

1枚
学生の統一行動を要求する署名

戦後学生運動ill-4-156 MP70113 18-4 (1962年〕 京大大学院生協議会
『東南アジア研究センター設立に関する資

35頁
料J

戦後学生運動ill-4-157 MP70113 10-59 (1962年〕 思大統派 憲法問題についての討議資料 l枚、両面

戦後学生運動ill-4-158 MP70113 10-60 (1962年〕 京大統派 憲法問題についての討議資料 l枚、両面

戦後学生運動ill-4-159 MP70113 7 -122 (1962年〕 京大平和を守る会

7頁、ホッチキスとめ、「軍縮に関する国連

平和講座資料集 十人委員会報告よりJ1科学者京都会議声

明抜粋」

戦後学生運動ill-4-160 MP70113 10-45 (1962年〕 京都大学平和を守る会 アンケート
1枚、第二次世界大戦の可能性、平和運動

についてなど

6枚、両面5枚、ホッチキスとめ、 137年度

戦後学生運動ill-4-161 MP70113 20-17 (1962年〕 教養部自治会
討議資料憲法改悪阻止公安条例撤廃 予算の問題点J1憲法改悪の問題点J1公
のために 安条例は違憲だJ1襲い来る治安反動の嵐」

「日韓会談をめぐる米・日・韓の動向」

1枚、両面、墨面は「参照」として「昭和

戦後学生運動ill-4-162 MP70113 21-51 (1962年〕
国立大学協会第一常置委員会中間報 大学の管理運営に関する報告 国立大学

二十八年文部省第十一年国立大学の評議

正にとコ 協会第一常置委員会中間報告案
会に関する暫定措置を定める規則第六条」

の抜粋、書き込みあり、4-100の2枚目と同

戦後学生運動ill-4-163 MP70113 13-41 (1962年〕 統一派活動者会議 大学管理制度改悪反対署名
l枚、署名用紙、中央教育審議会および池

田首相あて

戦後学生運動ill-4-164 MP70113 13幽 44 (1962年〕 統一派情宣部 資料「学術会議声明」
1枚、 1962年5月11日付の日本学術会議「大

学の管理制度の改善について(勧告)J

戦後学生運動ill-4-165 MP70113 6-4 (1962年〕 文学部学友会
討議資料東南アジア研究センター設置

l枚
反対

戦後学生運動ill-4-166 (1962年〕
文学部学友へのアンケート 学問・思想・

MP70113 7-2 文化・生活~民主主義とよりよき学園生活 l枚
のために

戦後学生運動ill-4-167 MP70113 13-50 (1962年〕
討議資料 フォード・アジア両財団の資金

2枚、ホッチキスとめ
による現代中国研究についての計画

戦後学生運動ill-4-168 MP70113 13司 54 (1962年〕
討議資料 フォード・アジア両財団の資金

2枚、ホッチキスとめ
による現代中国研究についての計画

戦後学生運動ill-4-169 MP70113 21-24 (1962年〕
クフス討議資料大学管理制、国大協中 1枚、両面、長面は「資料憲法改悪に関

間報告案 (7月31日発表) する諸問題点」

戦後学生運動ill-4-170 (1962年〕
討議資料(資料1.)八月十二日憲法調査

MP70113 21司 29 会第一部会で承認された「戦争放棄Jに 1枚
関する中間報告書抜粋

l枚、両面、長面は「参照」として「昭和

戦後学生運動ill-4-171 MP70113 21-44 (1962年〕
大学の管理運営に関する報告 国立大学

二十八年文部省第十一年国立大学の評議

協会第一常置委員会中間報告案
会に関する暫定措置を定める規則第六条」

の抜粋、書き込みあり、4-100の2枚目と同
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同書4
Q持、

回

同

識別番号

戦後学生運動ill-4-172

戦後学生運動ill-4-173

戦後学生運動ill-4-174

戦後学生運動ill-4-175

戦後学生運動ill-4-176
戦後学生運動ill-4-177
戦後学生運動ill-4-178

戦後学生運動ill-4-179

戦後学生運動ill-4-180

戦後学生運動ill-4-181
戦後学生運動ill-4-182

戦後学生運動ill-4-183

戦後学生運動ill-4-184

戦後学生運動ill-4-185

戦後学生運動ill-4-186

戦後学生運動ill-4-187

戦後学生運動ill-4-188

戦後学生運動ill-4-189

戦後学生運動ill-4-190

戦後学生運動ill-4-191

戦後学生運動ill-4-192

戦後学生運動ill-4-193

ファイル番号 所在番号

MP70113 21-48 

MP70113 22-67 

MP70113 17 -88 

MP70113 17 -81 

MP70113 22-86 
MP70113 17 -64 
MP70113 17 -85 

MP70113 22-76 

MP70113 22-73 

MP70113 22-74 
MP70113 22-75 

MP70113 17 -71 

MP70113 22-70 

MP70113 17 -89 

MP701l3 17 -92 

MP701l3 22-72 

MP701l3 22-77 

MP701l3 17 -87 

MP701l3 22-78 

MP701l3 22-80 

MP701l3 22-81 

MP701l3 22-84 

作成年月日 作成者

(1962年〕

(1963年J1月10日 (C自治会常任委員会〕

1963年1月12日 学友会常任委員会

1963年1月14日
文学部学友会常任委員会/斗争委員
メヱ〉ミ、

(1963年1月24日〕 〔斗争委員会〕

1963年1月25日 経済学部同好会常任委員会

(1963年1月〕 教養部統一派活動者会議

(1963年1月〕 教養部斗争委員会

(1963年1月〕 〔教養部斗争委員会〕

(1963年1月〕 〔教養部斗争委員会〕

(1963年1月〕 〔教養部斗争委員会〕

(1963年1月〕 文学部学友会常任委員会

(1963年1月〕 〔薬学部二回生〕

(1963年1月〕

(1963年1月〕

(1963年1月〕

(1963年1月〕

(1963年1月〕

(1963年1月〕

(1963年1月〕

(1963年1月〕

(1963年1月〕

資料名

資料一、自民党憲法改正方針(四月十八

日付 日本経済新聞より)

冬休み明けのC自治委員会への常任委員

会提案

文学部自治委員会討議メモ

大管法国会上呈断固阻止、日韓会談粉砕

討議資料NO.3
本日M日C緊急代議員会に結集せよ

学生大会議案書(レジ、ユメ)

討議資料試験ボイコット斗争の経験

代議員大会提案事項

教養部代議員大会への招請状教養部

代議員大会出席確認状

代議員大会への招請状

全学斗争委員会への招請状

大管法の実質化を許すな。討議資料NO.4

試験延期願い

日韓会談粉砕、大学管理制度改悪反対、

授業料値上げ反対の署名

大管法・日韓会談 粉砕斗争のために

討議資料

討議資料

二、我々の任務方針一切の大学管理制

度改悪粉砕めざし1.21スト、試験ボイコツ

トで起て

討議資料大管法国会上呈必至池田内

閤一層巧妙な作戦へ11

討議資料大管法国会上呈必至池田内

閤一層巧妙な作戦へ!!

大管法討議資料

討議資料No.2大管制改悪の二部作認

証官制・大学運営協議会・大管法を粉砕せ

よ!一大学管理法をめぐる諸動向一

クラス討議資料大管法国会上程必至!

荒木文相表明す

備考

1枚、両面、4-100の4枚目と同一

l枚、両面、書き込みあり、長面は「山猫

ストライキを突破口に受験ボイコットを成

功させよう」

1枚

4枚、両面2枚、ホッチキスとめ

l枚
1枚
l枚、両面

1枚、「一切の大学管理制度改悪に反対して、

1月21日ストライキを行う」など

1枚、 1月20日開催

1枚、 1月20日開催

1枚、 1月20日開催

l枚、両面、「認証官制度(事実上の

権づ反対。大学運営協議会(学内管理体

制のボス支配による強化)反対。」

1枚

l枚、 10名分の署名欄を付す

1枚、両面、「一、国際情勢JI二、国内情勢j

1枚、両面、大学運営にかんする新聞記事

の抜粋とそれにたいする解説

1枚、前切れヵ

1枚、両面

1枚、両面

1枚、新聞記事の抜粋

l枚、両面、書き込みあり

l枚、両面、裏面は「教養部の試験ボイコッ

ト斗争を支持し28日ストライキで立上り、

全国斗争に火を点けよ! 不当処分をはね

返せ lJ

ひ3
(.0 



戦後学生運動ill-4-194 MP70113 17-61 (1963年2月〕 統一派合宿事務局 春季合宿申込書 1枚、両面、切り取り用の申込用紙を含む

戦後学生運動ill-4-195 MP70113 17 -62 (1963年2月〕 統一派合宿事務局 春季合宿への案内 2枚、両面1枚、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-4-196 MP70113 13-70 (1963年3月〕 工学部統一派自治委員グループ
第二期工学部自治会活動の総括提案 レ

l枚、両面、書き込みあり
ジ、ユメ

戦後学生運動ill-4-197 MP70113 17 -60 (1963年3月〕 統一派合宿事務局
緊急通達 春季合宿スケジ、ユール変更に l枚、両面、長面は3月6~9日のタイムテー

ついて ブル

戦後学生運動ill-4-198 MP70113 17 -34 (1963年J4月14日 文学部学友会 r'63文学部あらかると』 33頁

戦後学生運動ill-4聞199 MP70113 17四 59 (1963年4月〕 〔京大社研〕
忠大社研 4月12日(金)3時~ 第1回

4頁
例会

10頁、ホッチキスとめ、「日韓会談の内容と

戦後学生運動ill-4-200 MP70113 17 -42 (1963年4月〕 京大全学統一派活動者会議 日韓会談 その后にくるもの… 本質JI日韓会談交渉史JIアメリカのアジ

ア戦略と日韓会談JI最近の韓国情勢」

12頁、ホッチキスとめ、「日韓会談父渉史JI日

戦後学生運動ill-4-20l MP70113 17 -43 (1963年4月〕 経済学部同好会 日韓会談のすべて
韓会談と日本経済JIアメリカの極東侵略

体制と日韓会談JI最近の韓国情勢JIた〉
かいの展望J

戦後学生運動ill-4凶202 MP70113 13-76 (1963年J5月6日 統一派情宣部 討議資料核戦争とポラリス潜水艦
6枚、両面4枚、ホッチキスとめ、書き込み

あり

戦後学生運動ill-4-203 MP70113 13-75 (1963年J5月11日 統一派情宣部
その道をくり返すな 日韓会談の本質と

5枚、両面、ホッチキスとめ
背景ー討議資料No.4-

戦後学生運動ill-4-204 MP70113 13-63 (1963年5月18日〕 〔統一派活動者会議〕 統一派5・6月斗争の総括と方針 l枚

戦後学生運動ill-4司205 MP70113 23聞 1 1963年5月20日
京大同学会中央執行委員会、教養部

r5・31にむけて』
6頁、「米核潜水艦寄港阻止JI概括戦後

自治会常任委員会 史と憲法問題」など、書き込みあり

戦後学生運動ill-4-206 MP70113 17 -13 (1963年J5月23日 同好会常任委員会 経済学部自治委員会への提案(レジ、ユメ) l枚

戦後学生運動ill-4-207 MP70113 17 -11 (1963年5月23日〕 〔農学部自治会〕 農学部自治会一般方針案
l枚、両面、長面は「京都大学農学ゼ、ミナー

ル規約案」

l枚、「提案 5・31を核潜艦寄港阻止・日韓

戦後学生運動ill-4-208 MP70113 17 -3 (1963年J5月29日 同好会常任委員会 経済学部学生大会への提案 会談粉砕・ポポロ判決粉砕のためストライ

キで斗おう」、書き込みあり

6枚、両面、ホッチキスとめ、「実情はこうだ!

戦後学生運動ill-4-209 MP70113 23-17 (1963年5月〕 京大主流派経済学部グループ 第一回経済学部自治委員会への提案
日韓会談、その具体的内容JI米原子力

潜水艦の寄港を断固阻止しよう」、書き込

みあり

戦後学生運動ill-4-210 MP70113 23-14 (1963年5月〕 工学部学生自治会常任委員会
帝国主義的海外侵出 日韓会談粉砕!

l枚、両面
討議資料

戦後学生運動ill-4-211 MP70114 17 -2 (1963年5月〕 工学部自治会 米原子力潜水艦寄港反対署名 l枚、署名用紙

戦後学生運動ill-4-212 MP70114 17 -4 (1963年5月〕 工学部自治会 討議資料No.4
l枚、「中ソをぐるりとり囲む計画JI米原子

力潜水艦日本寄港のねらし ~J

l枚、「案 5.31を核潜艦寄港阻止・日韓会

戦後学生運動ill-4-213 MP70114 17 -21 (1963年5月〕 工学部統一派自治委員グループ 工学部学生大会への提案 談粉砕・ポポロ判決粉砕のため授業放棄で l

斗おう.J

戦後学生運動ill-4-214 MP70114 13 -71 (1963年5月〕 統一派工学部自治委員グループ 員昭和会3へ8年の提度案前期(第二期)第一回自治ヨ釆て 4枚、ホッチキスとめ、書き込みあり
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同記

q号t

回

同

識別番号

戦後学生運動ill-4-215

戦後学生運動ill-4-216
戦後学生運動ill-4開217

戦後学生運動ill-4-218

戦後学生運動ill-4-219

戦後学生運動ill-4司220

戦後学生運動ill-4-221

戦後学生運動ill-4-222

戦後学生運動ill-4-223

戦後学生運動ill-4-224

戦後学生運動ill-4-225

戦後学生運動ill-4-226
戦後学生運動ill-4-227

戦後学生運動ill-4四228

戦後学生運動ill-4-229

戦後学生運動ill-4幽230

戦後学生運動ill-4-231

戦後学生運動ill-4-232

戦後学生運動ill-4-233

ファイル番号 所在番号

MP70114 13-74 

MP70114 23-7 
MP70114 23-12 

MP70114 24-58 

MP70114 15-79 

MP70114 15-76 

MP70114 15 -61 

MP70114 23同 25

MP70114 23聞 31

MP70114 23-34 

MP70114 23-41 

MP70114 15-62 
MP70114 23-29 

MP70114 23-24 

MP70114 23“ 32 

MP70114 15-3 

MP70114 15-36 

MP70114 15-55 

MP70114 15 -51 

作成年月日 作成者

(1963年5月〕

(1963年5月〕
(1963年5月〕

(1963年6月5日〕 I回生L3自治委員 古川康夫

1963年6月6日 統一派自治委員グループ

(1963年J6月7日 統一派情宣部

1963年6月10日 文学部統一派

(1963年6月14日〕 工学部自治会常任委員会

(1963年6月14日〕

(1963年6月14日〕

(1963年6月〕 (京大主流派〕

(1963年6月〕 教養部正副委員長選挙管理委員会

(1963年6月〕 工学部学生自治会

(1963年6月〕 工学部自治委員会

(1963年6月〕 C自治会常任委員会

(1963年6月〕 全学統一派活動者会議

(1963年6月〕 統一派活動者会議

(1963年6月〕 統一派活動者会議

(1963年6月〕 同学会選挙管理委員会

資料名

〔原子力潜水艦に関する資料〕

工学部自治委員会への提案レジ、ユメ

クラス討議資料 五・二一斗争の意義

第4回自治委員会への提案一常任委員会

提案に対する反対提案

自治委員会提案レジ、ユメ

討議資料No.5 6.l5神戸領事館包囲デモ

斗争をいかにたたかうか

m月斗争にむけて』

6.14工学部学生集会議案レジ、ユメ

教養部代議員大会議案書

教養部代議員大会議案書

京大主流派スローガン

教養部正副委員長選挙公報

核i替艦寄港討議資料

6.l5東京外務省デモ・関西神戸総領事館包

囲デモ全国ゼネスト6.25に決起せよ!

クラス討議資料

資料統一派=民青の分裂活動を許すな

" 第一回 帰活センター会議への招請状

教養部自治会選挙へのわれわれのアピー

jレ

教養部自治会選挙へのわれわれのアピー
jレ

第八期間学会代議員選挙(全学区選挙)

選挙公報所信表明集

備考

6枚、ホッチキスとめ、「原子力潜水艦とは

何かJ1ポラリス潜水艦寄港をめぐる情勢」

1 (1)斗いの性格は何か?J 1(2)斗いの内

容は何か?J 1資料編」

1枚、書き込みあり

1枚

l枚、両面

l枚、両面、 11.5.31斗争の総括JIJI. 5.31 
以后の情勢Jlill.核潜艦寄港阻止斗争の

展望と6.15斗争J1提案J、書き込みあり

4枚、両面、ホッチキスとめ

l枚、両面、「核潜艦斗争の頂点6・23、6.25
への明確な展望に立ち、6・11 6・15をステッ

プに6・19統一行動・ストを断固勝ちとろう」

l枚、書き込みあり

l枚、両面、「情勢J1原子力潜水艦寄港阻

止斗争の展望」

1枚、両面、「情勢J1原子力潜水艦寄港阻

止斗争の展望」

6枚、両面、ホッチキスとめ、「我々の斗い

の方向一六・二五斗争を圧倒的に勝ちとろ

うーJ1平和運動における我々の見解J1学
生運動の全国的再建のために」

4枚、ホッチキスとめ

l枚、 16月5日の大平発言」など

3枚、両面、ホッチキスとめ

l枚

1枚、書き込みあり

4枚、両面3枚、ホッチキスとめ、「平和運

動再建統一の展望はこうだJ1斗う全学連

の再建を勝ちとろうJ1われわれのスローガ

ン」

4枚、両面3枚、ホッチキスとめ、「平和運

動再建統一の展望はこうだJ1斗う全学連

再建を勝ちとろうJIわれわれのスローガン」

9枚、両面3枚、ホッチキスとめ

吋吋

t..O 



戦後学生運動lli-4-234 MP70114 15-89 [1963年6月〕 〔教室割当〕 1枚、必修科目の教室割当ヵ、書き込みあり

クフス討論資料 6・15神戸領事館包囲

戦後学生運動lli-4-235 MP70114 23-21 [1963年6月〕
大衆的デモンストレーションを獲ち取れ!

2枚、両面、ホッチキスとめ
全都外務省全関西領事館包囲デモ 6・

25全国ゼネスト実力で承認を阻止せよ!

10枚、両面8枚、ホッチキスとめ、「原子力

戦後学生運動lli-4-236 MP70114 2-41 1963年7月8日 クラス斗争委連合 斗争の前進の為に 帰活討議資料
潜水艦寄港は何を意味するかJ1阻止斗争

の展望と帰活方針J1日韓会談粉砕のため

にJ1憲法斗争に備えよJ
6枚、両面4枚、ホッチキスとめ、「第九回

戦後学生運動lli-4-237 MP70114 14-57 1963年9月11日 統一派 討議資料 原水禁大会と今後の課題J1全学連再建統

ーへの道J1秋の情勢と当面の課題」

戦後学生運動lli-4-238 MP70114 14司 86 1963年9月11日 統一派 討議資料
6枚、両面4枚、ホッチキスとめ、4-237の備

考と同一

戦後学生運動ill-4-239 MP70114 14-60 (1963年9月11日〕 〔統一派〕
府学連・同学会に関する我々の態度と若干

l枚
の問題

戦後学生運動ill-4-240 MP70114 14-75 (1963年9月11日〕 〔統一派〕
全学連再建統ーへの道一第20回府学連大

ピラ、 1枚、両面、4-237の一部と同一
会と我々の基本的態度一

戦後学生運動ill-4-241 MP70114 2-47 (1963年J9月18日 l回生S2 久米一弘 9.18 教養部自治委員会への提案 ピラ、 2枚、両面、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-4-242 MP70114 23-51 (1963年9月18日〕 常任委員会 基調報告レジ、ユメ
l枚、「総括J1情勢分析J1任務方針J1府
学連の分裂の危機」

戦後学生運動ill-4-243 MP70114 14-47 (1963年9月21日〕
九・一二斗争実行委員長 西村光雄 9・23斗争勝利のための緊急全学統一派活

1枚、 9月22日開催
他政治局員一同 動者会議招請状

3枚、両面2枚、ホッチキスとめ、 19・18自治

委員会の事実経過についてJ1市電・市バス

戦後学生運動lli-4-244 MP70114 14-48 1963年9月21日 統一派情宣部 9.23斗争へむけてのクラス討議資料 料金値上げの本質J1第八回原水禁大会の

事実経過J1府学連・同学会に対する我々の

態度j

戦後学生運動ill-4同245 MP70114 14-79 (1963年9月〕
尽大学生実行委員会、京大平和ヲ守 核潜艦阻止.F105拒否第9回原水禁世

20枚、両面14枚、ホッチキスとめ
ル会 界大会報告集

京大教養部自治会、同学会中央執行
9.23討議資料 9・23市電市バス値上げ阻

戦後学生運動ill-4-246 MP70114 23-48 [1963年9月〕 止斗争を展開し民青の赤色第2自治会主 2枚、両面、ホッチキスとめ
委員会

義を大衆的圧力で粉砕せよ!

戦後学生運動lli-4-247 MP70114 14-82 (1963年9月〕 京大統一派活動者会議
討議資料市電市バス値上げ反対運動の

l枚、両面
発展のために

戦後学生運動ill-4-248 MP70114 16-51 (1963年9月〕 京大統一派活動者会議
討議資料市電市バス値上げ反対運動の

1枚、両面
発展のために

教養部自治会常任委員会、同学会中
3枚、両面、ホッチキスとめ、「核潜斗争、

戦後学生運動ill-4-249 MP70114 23-50 [1963年9月〕 クラス討議資料 原水禁大会の総括と情勢分析、任務、方針」
央執行委員会

など

戦後学生運動ill-4-250 MP70114 14同 70 (1963年9月〕 経済学部同好会
討議資料市電市バス値上げ反対運動の

1枚、両面
発展のために
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同守4
q号、

田

同

識別番号

戦後学生運動ill-4-251

戦後学生運動ill-4-252
戦後学生運動ill-4-253
戦後学生運動ill-4凶254

戦後学生運動ill-4-255

戦後学生運動ill-4-256

戦後学生運動ill-4-257

戦後学生運動ill-4-258

戦後学生運動ill-4-259

戦後学生運動ill-4-260

戦後学生運動ill-4-261

戦後学生運動ill-4司262
戦後学生運動ill-4-263
戦後学生運動ill-4-264

戦後学生運動ill-4-265

戦後学生運動ill-4-266

戦後学生運動ill-4-267

戦後学生運動ill-4-268

戦後学生運動ill-4-269
戦後学生運動ill-4-270

戦後学生運動ill-4-271

戦後学生運動ill-4-272

戦後学生運動ill-4-273

ファイル番号

MP70114 

MP70114 
MP70114 
MP70114 

MP70114 

MP70114 

MP70114 

MP70114 

MP70114 

MP70114 

MP70114 

MP70114 
MP70114 
MP70114 

MP70114 

MP70114 

MP70114 

MP70114 
MP70114 

MP70114 

MP70114 

MP70114 

所在番号 作成年月日

14-28 1963年10月22日

14-11 1963年10月31日

23-56 [1963年10月31日〕

23-47 (1963年10月〕

23-44 [1963年10月〕

14-34 [1963年10月〕

14-27 [1963年10月〕

14-26 [1963年10月〕

14-13 (1963年10月〕

14-22 (1963年10月〕

16-4 [1963年10月〕

14 -17 [1963年10月〕
14-21 (1963年10月〕
16-28 1963年11月30日

16-36 [1963年11月〕

16-46 1963年11月

1-46 (1963年11月〕

1-47 (1963年11月〕

16-43 [1963年11月〕
16-44 [1963年11月〕

16-37 (1963年11月〕

16司 38 [1963年11月〕

16-33 [1963年11月〕

作成者 資料名

統一派情宣部 11-1ストにむけてのクラス討議資料

llA2 森川弘道 C代議員大会への統一派の提案

C自治会常任委員会 教養部代議員大会への提案

C自治会 クラス討議資料-11・1ストライキにむけて

C自治会常任委員会 11.1ストに向けて・・・クラス討議資料

C統一派書記局 C統一派活動者会議への招集状

大学院生協議会中央委員会、東南ア 十一・ー全学集会第二回実行委員会招請

研問題全学対策協議会 ;1犬

中央斗争委員会 全学統一派活動者会議への招請状

〔統一派〕
憲法調査会提出の意見書(抜粋) 統一

派討議資料

〔統一派〕
憲法調査会提出の意見書(抜粋) 統一

派討議資料

〔統一派〕
憲法調査会提出の意見書(抜粋) 統一

派討議資料

統一派中斗委員会 秘 C代議員オルグのためのレジ、ユメ

11.1ストのためのクフス言すE義レジ、ユメ
京大全学統一派活動者会議 全学統一派活動者会議への招請状

E同好会、 J自治会、 A自治会、争自
一切の大学制度改悪に反対し、学術、科

学、思想、の民主的発展のためにた〉かう
治会、 T自治会、 L学友会、 P自治会

新総長を選出せよ!

泉大大学院生協議会 総長選挙を迎えて我々は訴える

京都大学生活協同組合
『昭和38年度活動の中間報告 (38.4~ 
38.9).] 

京都大学生活協同組合
『昭和38年度活動の中間報告 (38.4~ 
38.9).] 

工学部自治会 「憲法問題」学習会への招請状

工学部自治会 「憲法問題」学習会への招請状

工学部自治会、 11月祭準備委員会
思大11月祭参加 工学部教室・工学研究

所開放

中央斗争委員会
現情勢と12月斗争におけるわが戦術につ

いて

池田内閣の反動プラン

備考

4枚、両面3枚、ホッチキスとめ、「改憲準

備の現段階J1日本反動化に対する先制攻

撃=11.1ストの意義」

l枚
l枚
2枚、両面、ホッチキスとめ

3枚、両面、ホッチキスとめ、「総選挙をめ

ぐる情勢J1憲法調査会の動向J1調査会中

間報告と18人意見書(抄)J 111.1斗争の意

義」、書き込みあり

l枚、 10月17日開催

l枚、 10月25日開催、工学部学生自治会宛

て

l枚、 10月27日開催

1枚、両面

l枚、両面

1枚、両面、書き込みあり

l枚、両面

l枚
l枚、 12月1日開催

l枚、教官各位宛

l枚、両面、教官各位宛

78頁

78頁

1枚、 11月17日開催

l枚、 11月17日開催、書き込みあり

14頁、工学研究所・各教室の研究展示・内容

の紹介

3枚、両面、ホッチキスとめ

1枚、両面

c..o 
c..o 



4枚、両面2枚、ホッチキスとめ、「第l章
核潜艦寄港1月承認は何故必死かJr第2章

戦後学生運動ill-4-274 MP701l4 16-19 1963年12月5日 統一派 12.7スト討議資料 日韓会談妥結と核潜艦寄港Jr第3章 日

米貿易経済合同委員会と核潜艦Jr第4章
核潜艦寄港問題の現段階J

戦後学生運動ill-4-275 MP701l4 16-14 (1963年12月〕 工学部学生自治会 アンケート l枚、自衛隊員の大学院入学問題について

戦後学生運動ill-4-276 MP701l4 12-10 (1963年12月〕 工学部自治会仮執行部 工学部自治委員会招請状
l枚、切り取り用の「委任状」含む、4-278
に挟み込み

戦後学生運動ill-4-277 MP701l4 16-20 (1963年12月〕 〔統一派〕
〔核潜艦寄港阻止斗争の総括と現段階/

5枚、ホッチキスとめ
12・7斗争の任務と戦術/提案〕

17頁、ホッチキスとめ、「統一戦線の一翼と

戦後学生運動ill-4-278 MP701l4 12 -9 1963年12月 京大統一派選挙綱領
しての学生運動ーその歴史的総括Jr新し

い情勢とは何かJr“新しい情勢・新しい課

題に対応する学生運動"へのアプローチ」

戦後学生運動ill-4問279 MP701l4 16 -1 (1963年12月〕
尽大学生運動の現時点と若干の展望=い

4枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり
わゆる“運動の危機"について二

戦後学生運動ill-4司280 MP701l4 16-22 (1963年12月〕 教養部拡大代議員大会招請状
1枚、切り取り用の委任状等の用紙を含む、

12月6日開催

戦後学生運動ill-4-281 MP701l5 15問 l (1963年〕 京大平和を守る会
日本の核基地化と核武装阻止 第九回原

8枚、両面6枚、ホッチキスとめ
水禁世界大会成功のために

20枚、ホッチキスとめ、「一 国際情勢Jr二
戦後学生運動ill-4-282 MP701l5 2-35 (1963年〕 京都大学クラス斗争委員会連合 故郷での討議資料

国内情勢Jr三 反体制側の現状Jr四
学生運動にかけられたJr六〔ママ〕 京

大に於る昨年の斗いの概観」など

戦後学生運動ill-4-283 MP701l5 17 -46 (1963年〕 全学統一派活動者会議
討議資料 日韓会談自民党PR要項と

12頁、ホッチキスとめ
そのt比判

戦後学生運動ill-4-284 MP701l5 15-7 (1963年〕 第九回世界大会成功のための討議資料 1枚

戦後学生運動ill-4-285 MP701l5 15-88 1963年
1963年度I回生時間割表.1963年度E回生

1枚
時間割表

戦後学生運動ill-4-286 MP701l5 17 -52 (1963年〕
1963年度 I回生時間割表/1963年度

1枚、両面
E回生時間割表

戦後学生運動ill-4-287 MP701l5 1-25 1964年1月5日 京都大学生活協同組合書籍部 第一回図書委員会招請状 1枚、宛先空白

戦後学生運動ill-4-288 MP701l5 1-32 1964年1月5日 京都大学生活協同組合書籍部 第一回図書委員会招請状 1枚、宛先空白

戦後学生運動ill-4-289 MP701l5 1-30 1964年l月5日
京都大学生活協同組合書籍部理事長

図書委員依頼状 1枚、宛先空白
前川嘉ーほか3名

戦後学生運動ill-4-290 MP701l5 1-33 1964年1月5日
京都大学生活協同組合書籍部理事長

図書委員依頼状 1枚、宛先空白
前川嘉ーほか3名

戦後学生運動ill-4-291 MP701l5 1-27 1964年1月17日
思都大学生活協同組合組織部議長

総代懇談会への招請状 l枚
海藤寿夫

京大生協労働組合執行委員長樹山
2枚、ホッチキスとめ、工学部自治会委員

戦後学生運動ill-4-292 MP701l5 5剛 66 1964年1月29日 申入書 長宛、「高物価と重税に反対し生活を守る」
τ向者・刀，ftァ

京大実行委員会結成のよびかけに関する件
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耐性4
q問

江口

同

識別番号

戦後学生運動ill-4-293

戦後学生運動ill-4-294

戦後学生運動ill-4-295

戦後学生運動ill-4-296

戦後学生運動ill-4-297

戦後学生運動ill-4-298

戦後学生運動ill-4-299

戦後学生運動ill-4-300

戦後学生運動車-4-301

戦後学生運動ill-4-302
戦後学生運動ill-4-303

戦後学生運動ill-4-304

戦後学生運動ill-4-305
戦後学生運動ill-4-306

戦後学生運動車-4-307

戦後学生運動ill-4-308

戦後学生運動ill-4-309

戦後学生運動ill-4-31O

ファイル番号

MP70115 

MP70115 

MP70115 

MP70115 

MP70115 

MP70115 

MP70115 

MP70115 

MP70115 

MP70115 
MP70115 

MP70115 

MP70115 
MP70115 

MP70115 

MP70115 

MP70115 

MP70115 

所在番号 作成年月日

1-29 [1964年1月〕

1-24 [1964年l月〕

5-50 (1964年1月〕

1-28 (1964年1月〕

5-64 1964年2月7日

5-25 1964年4月20日

5-4 1964年4月21日

5-10 [1964年4月〕

5 -11 (1964年4月〕

5-13 [1964年4月〕
5-104 1964年5月11日

5-35 1964年5月11日

5-38 1964年5月11日

5-43 (1964年)5月26日

5-27 [1964年5月〕

1-43 (1964年5月〕

5-121 1964年6月4日

5幽 95 1964年6月4日

作成者

京都大学生活協同組合理事長前川

嘉一

生協山本

統一派情宣部

京大平和委員会

4.28京大学生実行委員会

京大統一派活動者会議

工学部自治会

工学部自治会常任委員会

工学部自治会常任委員会

常任委員長

工学部自治会常任委員会

〔工学部自治会〕

工学部自治会常任委員会

資料名 備考

〔各自治会代表者会議の招請状〕 2枚、書籍部の発展策につき、 1月16日開催

〔図書委員の選出に関するメモ〕 ピラを短冊切りされたもの1枚
10頁、ホッチキスとめ、 11 日韓会談の経

過と現段階J12 日韓会談の本質とそのも

1.28斗争に向けてのクラス討議資料 大 たらすもの J13 日韓会談と核潜艦・

詰めにきた日韓会談 F105DJ 14 日韓会談粉砕斗争の現段階と

今后の展望J15 同志社問題に対する我々

の態度j

〔総代懇談会出欠票〕
l枚、京都大学生活協同組合組織部宛て、

1月22日開会

三-一集会への呼びかけ
l枚、ニ・一実行委員会結成の呼び、かけ、委

員会結成日は2月12日
5枚、両面、ホッチキスとめ、 11 新暴力

4.28斗争にむけてクラス討議資料 日韓 法の本質とその背景J12 日韓会談の経過

会談をめぐる政治情勢 と現段階J13 日中国交回復一二つの中国

をめぐる日中問題J
討議資料新暴力法=暴力行為等処罰に

l枚、破レあり
関する法律の改定の本質

11・11から現在までの綜括と情勢
3枚、両面、ホッチキスとめ、学生寄宿舎

問題

11・11から現在までの綜括と情勢
3枚、両面、ホッチキスとめ、学生寄宿舎

問題

総務部活動方針(その二) 1枚、新寮問題について

「新暴力法反対決議」支持の署名 l枚
2枚、両面、討議資料「暴力行為等処罰に

第二回自治委員会議案 関する法律等の一部を改正する法律案対照

条文J添付

第二回自治委員会議案 l枚、両面、書き込みあり

第3回自治委員会の開催通知 l枚、山本宛て

l枚、 5月11日開催、墨面は「新暴力法=暴

第二回自治委員会招請状 力行為等処罰に関する法律の改定の本質J
の一部

総代立候補者氏名
l枚、文・教育・法・経済学部の分、長面にも|

書き込みあり

自治会学習会レジ、ユメ 安保体制の軍事
l枚、書き込みあり

的側面

大No学.1院進学・マスプロ問題 討議資料 l枚、両面

。o
'..!J 



18枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり、 1

C正副委員長・D代議員選挙に際しての京
11章 '64年春同学会・教養部自治会選挙の

戦後学生運動ill-4-311 MP70115 5-98 [1964年6月17日〕 全学統一派 位置と役割J12章 反帝・反独占斗争の前
大統一派の主張

進のためにJ13章新しい学生運動の展開

と学生戦線の再建統ーのために」

戦後学生運動ill-4-312 MP70115 1-19 (1964年6月〕 京都大学生活協同組合
『事業報告書第15期 (38年度) 1963.4 

73頁、第14回通常総代会議案
~1964剥

戦後学生運動ill-4-313 MP70115 5-115 (1964年6月〕 工学部支持委員会
第10回原水爆禁止世界大会工学部支持委

l枚、 7月2日開催
員会結成集会・討論集会招請状

戦後学生運動ill-4-314 MP70115 1-21 [1964年6月〕 従業員総代有志 議案に関する意見書
6頁、ホッチキスとめ、「尽大生協の現在の

運動と運営に関して率直な批判を行う」

戦後学生運動ill-4-315 MP70115 5 -118 1964年7月2日 「工学部白書」準備委員会 「京大工学部白書」に関する報告書 1枚
第10回原水爆禁止世界大会京大工学部支

戦後学生運動ill-4-316 MP70115 5-122 1964年7月6日 T支持委員会 持委員会主催第2回学習・討論会への招請 l枚
;1犬

戦後学生運動ill-4-317 MP70115 5-113 1964年8月2日 京大工学部支持委員会
第10田原水禁世界大会への報告書付・

6頁、ホッチキスとめ
活動報告と若干の資料

戦後学生運動ill-4嗣318
京大学生平和を守る会、アジア・ア

MP70115 12 -100 (1964年9月〕
フリカ問題研究会

米原子力潜水艦と日本の平和 13頁、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-4-319 MP70115 12 -107 (1964年9月〕 〔工学部自治会〕 工学部自治委員会への招請状 l枚、 9月16日開催

戦後学生運動ill-4-320 MP70115 12闘 103[1964年9月〕 「工学部平和懇談会」招請状 l枚、 9月17日開催

アピール 12月全日本学生自治会総連合 l枚、両面、 1-0・一六米原子力潜水艦「寄

戦後学生運動ill-4-321 MP70115 12-88 (1964年10月16日〕 再建をめざし、新しい学生運動をくりひ 港」阻止、自衛官学内侵入反対、全京大|

ろげよう! 学生集会」におけるアピール

戦後学生運動ill-4-322 MP70115 1-16 [1964年10月〕 尽大生協組織部 総代へ後期活動要請 l枚
戦後学生運動ill-4-323 MP70115 12-87 [1964年10月〕 〔工学部自治会〕 前期最終自治委員会招請状 1枚、 10月20日開催

戦後学生運動ill-4-324 MP70115 1-5 (1964年11月〕
京都大学生活協同組合理事長樋口

召集状
1枚、第15回通常総代会開会 (1964年11月

謹一 14日)、委任状添付

戦後学生運動ill-4-325 MP70115 l司 12 (1964年11月〕
京都大学生活協同組合理事長樋口

召集状
l枚、第15回通常総代会再開 (1964年12月5

謹一 日)、委任状添付、4-337に挟み込み

戦後学生運動ill-4-326 MP70115 12-23 (1964年11月〕 工学部学生自治会暫定常任委員会 招請状
1枚、 11月26日開催の自治委員会への招請
;1犬

戦後学生運動ill-4-327 MP70115 12-15 [1964年11月〕 T実行委員会 十月集会の反省会 l枚、案内状

2枚、両面1枚、ホッチキスとめ、尽都大学

戦後学生運動ill-4-328 MP70115 12帽 66 1964年12月3日 京都大学経済学研究科大学院会 公開質問状
経済学部助教授鎌倉昇宛て、マレーシアの

経済顧問として招かれていることに対して

8項目の質問を列挙

戦後学生運動ill-4-329 MP70115 12-24 (1964年12月5日〕
法学部自治会、法学部大学院生協協

憲法問題四党講演会アンケート 1枚
議会、法学部サークル連協

戦後学生運動ill-4-330 MP70115 12 -25 1964年12月5日 法自治会、法院協、サークル連協 参考の為に
1枚、「改憲論者の意見」各党の主張など、

4-329の関連資料か

戦後学生運動ill-4-331 MP70115 12-37 1964年12月 〔尽大全学統一派〕 京大全学統一派選挙綱領 16頁、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-4-332 MP70115 12-71 (1964年12月〕 常任委員会 後期第2回自治委員会招請状 l枚
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識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

学生総代有志 向幣真公、上野勝輝、
意見書一一般報告の 1(3)同盟化推進 2枚、ホッチキスとめ、 6-224に挟み込み、

戦後学生運動lli-4-333 MP70115 1-8 (1964年〕 植松忠博、八木健彦、中条健二郎、
のために」に関して一 4-337に対する意見書

岩名正

戦後学生運動ill-4-334 MP70115 5-45 (1964年〕 尽大工学部統一派活動者会議 全国学生戦線の現状と統一発展の展望 2枚、両面

戦後学生運動lli-4-335 MP70115 5-88 (1964年〕 京大統一派情宣部
クラス討議資料 迷惑防止条例条文(案)

1枚、両面、書き込みあり
一京都府公安委員会

戦後学生運動lli-4-336 MP70115 1-1 (1964年〕 〔尽都大学生活協同組合〕 総代選挙規程改正案 10頁、ホッチキスとめ、書き込みあり

戦後学生運動lli-4-337 MP70115 1-11 (1964年〕 京都大学生活協同組合
『昭和39年度活動の中間報告 (39.4~ 

69頁、書き込みあり
39.9)J 

戦後学生運動lli-4-338 MP70115 1-31 (1964年〕 〔京都大学生活協同組合〕 〔購買部移転につき総代へのアンケート〕 1枚

教養部総代有志後牒八郎、柴田重

戦後学生運動lli-4-339 MP70115 1-9 (1964年〕
徳、元木敬郎、渡辺義明、板垣徹也、

選挙規程改正案の一部修正案 l枚、書き込みあり、 6-224に挟み込み
上野勝輝、金山武士、気賀沢保規、

八木哲臣、塚本誠一、中条健二郎

戦後学生運動lli-4-340 MP70115 5-85 (1964年〕 「工学部白書」準備委員会 調査項目(第l次)案 3枚、両面

l枚、両面、墨面は統一派活動者会議「討

戦後学生運動lli-4-341 MP70115 5-83 (1964年〕 C統一派活動者会議 新暴法の本質 議資料新暴力法=暴力行為等処罰法の l

一部改正案」

2枚、両面、ホッチキスとめ、 1枚目裏面は

C統一派活動者会議「新暴法の本質」、 2枚

戦後学生運動lli-4-342 MP70115 5-86 (1964年〕 統一派活動者会議
討議資料新暴力法=暴力行為等処罰法 目表面は「討議資料 迷惑防止条例」、裏|

の一部改正案 面は迷惑防止条例反対意見書(恒藤武二、

宮内裕など5名より京都府知事賂川虎三宛

て、 1964年3月19日付け)

討議資料新暴力法=暴力行為等処罰に
l枚、両面、「尽大工学部自治会Jの印判あ

戦後学生運動lli-4-343 MP70115 5-46 (1964年〕 文学部統一派活動者会議 り、裏面には「資料暴力行為等処罰に関
関する法律の改定の本質

する法律jを掲載

戦後学生運動lli-4-344 MP70115 5-12 (1964年〕 学生寄宿舎熊野寮 3枚、配置図・平面図

戦後学生運動lli-4-345 MP70115 5-84 (1964年〕 白書運動の成功のために 2枚、両面、「大学院白書」関係

戦後学生運動ill-4-346 MP70115 1-37 1965年2月18日
京都大学生活協同組合理事長樋口

京大生協組合員・総代諸君へ
l枚、臨時総代会経過報告、 6-230に挟み込

謹一 み

戦後学生運動lli-4-347 MP70115 1-39 (1965年〕 総代有志 総代会招集の請求
l枚、京大生協理事長樋口謹一宛、 2月6日
開催要求、 6-230に挟み込み

戦後学生運動lli-4同348 MP70115 12-48 (1965年〕 同学会昭和40年度予算(案) 1枚

戦後学生運動lli-4-349 MP70115 13-27 (7月〕 統一派活動者会議事務局 統一派合宿学習会分科会申込 1枚、申込用紙

戦後学生運動lli-4-350 MP70115 13-28 (7月〕 統一派活動者会議事務局 統一派「夏季合宿」への招請 l枚、両面

戦後学生運動lli-4-351 MP70115 15 -75 京大全学統一派活動者会議資料部 平和運動資料No.l
4枚、両面、ホッチキスとめ、「平和擁護斗

争発展のために」

戦後学生運動lli-4-352 MP70115 20-5 〔同学会〕 現情勢と当面する同学会の任務 3枚、両面、4-37に挟み込み

戦後学生運動lli-4-353 MP70115 1-4 〔時計台地下生協配置図〕 l枚

戦後学生運動lli-4-354 MP70115 1-6 クラス雑誌発行の件
I枚、工学部機械科教室、アンケート添付、

書き込みあり
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戦後学生運動ill-4-355 MP70115 15-73 [1.2回生各クラス教室割り当て〕 1枚
3.4面のみ、「資料大管法をめぐって 中

戦後学生運動ill-5-1 MP70116 22-3 1963年l月21日 京都大学新聞社 『京都大学新聞』第1138号
教審最終答申案の内容JI政府部内に意見

の差法制化への動きを追う 文省は単独

立法を主張」など

l枚、両面、「現情勢の基本的な動向JI当

戦後学生運動ill-6-1 MP70116 3-1 1961年4月20日
社会主義学生同盟左翼反対派京大支

『インテルナツイオナーレ.1NO.33 
面する政治情勢と基本的斗争課題JI当面

部 する学生運動の課題と京大における戦術に

ついて」

戦後学生運動ill-6-2 MP70116 20-3 1961年5月1日 社会主義学生同盟 『理論戦娘JNo.5 
2頁、「プロレタリア革命の理論に結集せ

よりなど

戦後学生運動ill-6-3 MP70116 3困 2 1961年5月1日
社会主義学生同盟左翼反対派(共産

『インテルナツイオナーレJNO.35 
1枚、両面、「社会主義の旗を掲かげてメー

青年インター)京大支部 デー労働者の戦列に参加せよ!!J

戦後学生運動ill-6-4 MP70116 11-37 1961年5月15日 日本共産党中央委員会 『アカハタ』号外
l枚、「自民党政府と民社党の陰謀『政治的

暴力行為防止法案jを粉砕しよう」

戦後学生運動E酬6-5 MP70116 3-4 1961年5月16日
社学同レフト(共産青年インター準

『インテルナツイオナーレ.1No.38 
1枚、両面、「臨教設置を絶対に許すな!J I植

備会学生班)京大支部 民地革命と哲学者」

1枚、両面、「五・二六斗争に結集せよ!

戦後学生運動ill-6-6 MP70116 19-38 1961年5月17日 社学同京大支部 『理論戦線.19号 政暴法を粉砕せよ! 1LO関連五法改悪を

阻止せよ !J
l枚、両面、「政治的暴力行為防止法案粉

戦後学生運動ill-6-7 MP701l6 11-41 1961年5月22日 日本共産党京大学生細胞 『れいめし寸 砕のために全学友の決起を訴える!J I平
和共存の正しい理解のためにJ
1枚、両面、「五・ニOの成果をふまえて五・

三一(きょう)の全京都青年決起集会に結

戦後学生運動ill-6-8 MP701l6 11-50 1961年5月31日 日本民主青年同盟京大学生班 『海燕』 集しよう!J I生協を破壊しようとするトロ

ツキストの陰謀を粉砕しようJI京都学生文

化会議を成功させよう !J
l枚、両面、「民青京大班へ公開討論会を

戦後学生運動ill-6-9 MP701l6 19-39 [1961年5月〕 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線』第8号 要求する一社学問京大支部J、書き込みあ

り

戦後学生運動ill-6-1O MP701l6 19-37 [1961年5月〕 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線』第10号
l枚、両面、欝庭倣衡「現代修正主義のオン・

パレード 八十一ヶ国官言批判」など

戦後学生運動ill-6-1l MP701l6 19-36 [1961年5月〕 社学問京大支部 『理論戦線』第12号
l枚、両面、大沢六郎「どちらが反共分裂

主義者か 日共の非難に答える(ー)J

戦後学生運動ill-6-12 MP701l6 19四 35 [1961年5月〕 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線』第14号
l枚、両面、「レーニンの引用によってレー

ニンを歪曲する日本共産党」

戦後学生運動ill-6-13 MP701l6 11-52 [1961年5月〕 日本共産党京大学生細胞 『繁明』
1枚、 11政暴法」を中心とする当面の斗争

のために」

戦後学生運動ill-6-14 MP701l6 19-40 [1961年5月〕 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線.1No.2 l枚、「当面する学生運動の任ム」など

戦後学生運動ill-6-15 MP701l6 3-3 1961年6月6日
国際主義共産青年同盟(共産青年イ

『ソシアリスト.1No.24 
l枚、両面、「民主々義と暴力 政暴法斗争

ンター)京都準備会学生班 と革命的青年学生の任務。」

戦後学生運動ill-6-16 MP701l6 19-34 1961年6月6日 社会主義学生同盟 『理論戦線.119号
1枚、両面、「戦斗的なデモの波で政暴法を

廃案に !J
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識別番号

戦後学生運動ill-6-17

戦後学生運動ill-6-18

戦後学生運動ill-6-19

戦後学生運動ill-6-20

戦後学生運動ill-6-21

戦後学生運動ill-6-22

戦後学生運動ill-6-23

戦後学生運動ill-6-24

戦後学生運動ill-6-25

戦後学生運動ill-6-26

戦後学生運動ill-6-27

戦後学生運動ill-6-28

戦後学生運動ill-6-29

戦後学生運動E・6-30

戦後学生運動ill-6-31

戦後学生運動ill-6-32

戦後学生運動ill-6-33

ファイル番号

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

所在番号 作成年月日

19-33 1961年6月7日

11-77 1961年6月9日

3-5 1961年6月11日

19-32 1961年6月12日

11-61 1961年6月13日

3-6 1961年6月21日

11-91 1961年9月10日

25 -1 1961年9月15日

3 -17 1961年9月20日

25-2 1961年9月21日

19-15 [1961年9月〕

19 -7 1961年10月9日

3-15 1961年10月15日

19 -5 1961年10月16日

19-2 [1961年10月18日〕

25-6 1961年10月18日

24-29 1961年10月21日

作成者 資料名

京大社学同 『理論戦線.1No20 

日本共産党京大細胞 『れいめし~.1

社学同レフト尽大支部(共産青年イ
『インテルナツイオナーレ.1No.40 

ンター準備会加盟)

社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線.1No.お

日本民主青年同盟京大学生班 『海燕』第17号

社学同レフト京大支部 『インテルナツイオナーレ.1No.44 

全自連現地オルグ団(全学連統一派) 『新島斗争情報.1No.5 

日本共産党京大学生細胞 『れいめい.11961旦15号

社学同レフト(国際主義共産青年イ
『インテルナツイオナーレJ

ンター準備会)京大支部

日本共産党京大学生細胞 『れいめい』特別号

社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線.1No.29 

社会主義学生同盟京大支部 『理論戦車泉JNo.31 

国際主義共産青年同盟(共産青年イ
『蜂起.1No.12 

ンター)京都準備会書記局

社学同京大支部 『理論戦車泉JNo.3 

社学同京大支部 『理論戦線.1No.33 

日本共産党京大学生細胞 『繁明.1'61.10.18号

マルクス主義学生同盟京大支部 『変革のパトス.1No.2 

備考

l枚、両面、山口純「真の勝利とは何か

民主主義一般を乗りこえよう」

l枚、「燃えあがる斗いの炎で池田内閣を倒

せlIJ
l枚、両面、「政暴法斗争の教訓。臨時国会

へ向けて斗う態勢を作ろう IJ
l枚、両面、「新左翼か既成左翼か教養

部自治会・同学会選挙にあたって」

l枚、両面、「尽大教養自治会・同学会選挙

に際して全学連統一派を支持して斗お

う1J書き込みあり

l枚、両面、「我々学生の要求の実現は労働

者階級との統一した斗いのもとに IJ
9枚、ホッチキスとめ

l枚、両面、「政暴法の息のねをとめよ IJ1ソ
連政府の措置を支持しよう! 帝国主義者

の侵略を粉砕し、第三次世界大戦を阻止し

ょう 1J 1日本共産党第八回大会の訴え」

l枚、両面、「政暴法を完全に粉砕せよ」、

号数不明、破レあり

l枚、両面、「修正主義を粉砕しマルクス・

レーニン主義の旗の下日本共産党と共に前

進しよう!一三名の処分にさいして-J
l枚、両面、「政暴法を完全に粉砕せよ 11
秋の学生運動の任務と方針」など

2枚、両面、ホッチキスとめ、「両度成長の

破綻と秋の斗争 日本帝国主義復活への

道=政暴法再審を粉砕せよ IJなど

l枚、両面、「スト態勢を固め政暴法斗争へ

高めよ11-全電通労働者諸君に訴える-J
l枚、両面、 111月祭によせて 人間不在の

文化論既成左翼運動論批判」など

l枚、両面、「政暴法の実体=公安条例撤

廃斗争に起ち上ろう IJなど

l枚、両面、「政暴、法案をぶつつぶすために

全力を 1J 1-11月祭の成功のために一平

和と民主主義の文化創造を! き社込学み同あ・京り I
大支部の批判に答える(l)J、書

l枚、両面、「政暴法粉砕! 公安条例反対!

警察権力による弾圧に抗して立ちあがろ

う1J 1米・ソ核実験反対! 11・9反戦デー

を成功させよう IJ
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戦後学生運動ill-6-34 MP70116 2-1 1961年10月23日
社学同レフト(国際主義共産青年同

1枚、両面、110・26へむけクラス討議を¥J 1政

盟結成準備会)京大支部
『インテルナツイオナーレjNO.37 暴法にとどめを! 継続審議反対! 公安

条例粉砕 !Jなど

戦後学生運動ill-6-35 MP70116 24-30 1961年10月23日 マルクス主義学生同盟京大支部 『変革のパトスjNO.3 
l枚、両面、「ハンガリア革命5周年記念日

に際してのアッピ ル」など

l枚、両面、「政暴法、断固廃棄へ継続審

戦後学生運動ill-6-36 MP70116 25-8 1961年10月26日 日本共産党京大学生細胞 『繁明j1961.10.26号 (P.E.M.3号)
議を許すな!J 1日本学生運動の輝かしい

伝統のスクラムで守ろうJ1クラス・ゼミ・

サ クルぐるみの斗いをJ
l枚、両面、「政暴法完全粉砕に決起せよJIソ

戦後学生運動ill-6-37 MP70116 25-9 1961年10月30日 日本共産党京大学生細胞 『雲寺明j1961.10.30号P.E.M.4号
連の水爆実験をめぐって 原水爆禁止・完

全軍縮の斗いへの我々の立場 府学連集

会の民主的運営を要求する」

戦後学生運動E嗣6-38 MP70116 23-2 1961年10月31日 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線jNo.3 
1枚、「憲法改悪への突破口…政暴法を完全

粉砕せよJ

戦後学生運動ill-6-39 MP70116 25-10 (1961年JlO月31日 日本共産党京大学生細胞 『れいめい』号外
l枚、「政暴法斗争の最終段階を迎えて国鉄

労働者の斗いを支援せよ !J

戦後学生運動ill-6-40 MP70116 24-28 (1961年10月〕 マルクス主義学生同盟京大支部

1枚、両面、「帝国主義打倒、スターリン主

『変革のノTトス』創刊号 義打倒の斗いを始めるにあたってのあいさ

つ」、書き込みあり

戦後学生運動ill-6-41 MP70116 2-2 1961年11月6日
社学同レフト(共産青年インター)

l枚、両面、「帝国主義的軍事力強化を暴露

京大支部
『インテルナツイオナーレjNO.40 し斗いを用意せよ! ーソ連核実験と我々

の態度 」など

戦後学生運動ill-6-42 MP70116 24-31 1961年11月9日 マル学同京大支部 『変革のノTトスjNO.7 
1枚、両面、「全学連11.9反戦斗争デーに際

してのアッピル」など

戦後学生運動ill-6-43 MP70116 24-32 1961年11月14日 マルクス主義学生同盟京大支部 『変革のノTトスjNO.8 
1枚、両面、 111・29反戦斗争を組織しよう

社学同の自己批判への批判」

l枚、両面、「日韓会談反対'NEATO結成

戦後学生運動ill-6-44 MP70116 25-11 1961年11月16日 日本共産党京大学生細胞 『繁明jP.E.M.5号
を許すな! 完全軍縮の斗いを前進させ

よ!J 111月祭を右翼から守ろう! 影山正

治の来学を許した同学会に抗議せよ!J 

戦後学生運動ill-6-45 MP70116 25-12 1961年11月17日 日本共産党京大学生細胞 『れいめいJ号外
1枚、「全ての学友の団結で右翼『影山正治J
の学園導入を阻止せよ」

l枚、両面、 112.8斗争を日韓会談粉砕、全

戦後学生運動ill-6-46 MP70116 25 -13 1961年11月29日 日本共産党京大学生細胞 『繁明jP.E.M.7号
面完全軍縮を目指す斗争にしよう 社学同

=京大主流派の方針を批判する」など、書

き込みあり

戦後学生運動ill-6-47 MP70116 24-33 1961年12月2日 マルクス主義学生同盟京大支部 『変革のノTトスjNO.11 
l枚、両面、「労働者の立場か官僚の立場か

日共…民青への批判 」

戦後学生運動ill-6-48 MP70116 25-14 1961年12月4日 日本共産党京大学生細胞 『雲寺明jP.E.M.8号
l枚、「統一派を勝利させ反帝反独占の下学

戦後学生運動ill-6-49

生運動を再建統せよ」

MP701l6 19 -3 (1961年〕 社会主義学生同盟京大支部 『火花J第3号 3枚、両面、ホッチキスとめ、「当面する情勢J
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識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

1枚、「ソ連=赤色侵略国家をとなえる自称

戦後学生運動ill-6-50 MP70116 2-4 [1961年〕 社学同レフト京大支部 『インテルナツイオナーレJ号外
「全学連」派マル同を拒否せよ!!J1京大主

流派(教養正副委員長)・社学同レフト(同

学会代議員)に投票を !J
1枚、両面、「一九六二年初頭にあたって

戦後学生運動ill-6-51 MP70116 22-56 1962年1月10日 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線.1NO.40 
世界社会主義革命の旗をか、げ更に前進し

ょう!!J、江波慎一「高山市政打倒の現時

点の意義と我々の方針」など

1枚、両面、「一九六一年を我々の輝かしい

戦後学生運動ill-6-52 MP70116 25-15 1962年1月12日 日本共産党京大学生細胞 『繁明.1PEM目10 前進の年としようJ1京都市長選を統一戦

線の力で勝利させよう !J
1枚、両面、「学生の責任において民主勢力

の勝利を! 京都市長選を数日後に控え

戦後学生運動ill-6-53 MP70116 25-16 1962年1月12日 日本共産党京大学生細胞 『雲寺明.1PEM-ll てJ1プチブル狂信者集団・マル同の反革命

性は何か?J 1一・二六決起大会(今日・五・

三O~円山音楽堂)に参加しようリ

一一すぺ戦後学生運動ill-6-54 MP70116 24-34 1962年1月16日 マルクス主義学生同盟京大支部 『変革のパトス.1No.l5 態度 地方公共団体は反動の防波堤か?

社会党・共産党は“革新勢力"か?J
1枚、両面、本山徹視「日本経済の現状と

戦後学生運動ill-6-55 MP70116 22-55 1962年1月19日 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線.1NO.41 日韓会談J、菊池火山「春斗と学生活動家

その任務と方針J
1枚、両面、「新段階に入った日韓会談に注

戦後学生運動ill-6-56 MP70116 9-7 1962年4月18日 日本共産党京大学生細胞 『繁明.162-2号 視せよ NEATO結成粉砕に立ちあがれ

!!Jなど

1枚、両面、「新段階に入った日韓会談に注

戦後学生運動ill-6-57 MP70116 25悶 17 1962年4月18日 日本共産党京大学生細胞 『雲寺明.162-2号 視せよ NEATO結成粉砕に立ちあがれ

!!Jなど

l枚、両面、「軍縮会議への幻想をすてよ!

戦後学生運動ill-6-58 MP70116 24-35 1962年4月24日 マルクス主義学生同盟京大支部 『変革のノfトス.1Noお 社学同の分裂行動を粉砕し、 4.27の日米

英統一行動に起て !J
l枚、両面、 1-第33回メーデー・アピール

戦後学生運動ill-6-59 MP70116 25 -18 1962年5月1日 日本共産党京大学生細胞 『繁明j号外
一四・二八斗争の成果の上に、二つの敵と

の対決点を明確にしメーデーを斗おう!J 
「日本共産党メーデースローガン」

戦後学生運動ill-6-60 MP70116 2-7 1962年5月8日 社学同レフト京大支部
『週刊インテルナツイオナーレ.1NO.54 (特 20頁、ホッチキスとめ、 M.F1学生運動と

別号) 社会主義一新入生諸君のために-J

戦後学生運動ill-6-61 MP70116 25-19 1962年5月10日 日本共産党京大学生細胞 『繁明.162-4号
l枚、両面、「ふたたび、憲法斗争の戦術につ

いて 四月斗争の総括と展望」など

l枚、両面、長谷四郎「海外派兵と大衆抑

戦後学生運動ill-6-62 MP70116 2-8 1962年5月11日 社学問レフト京大支部 『週刊インテルナツイオナーレ.1NO.53 庄の憲法改悪反対! 教養自治会の下、憲

」一一一一ーー
法問題研究会を設置せよ !J
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l枚、両面、「広島公聴会斗争の教訓と我々

戦後学生運動ill-6-63 MP701l6 25-20 [1962年J5月17日 日本共産党京大学生細胞 『雲寺明.15/17号
の任務再度憲法斗争の戦術を論ずJ1学
部各自治会に統一派進出すJ15おガガーリ

ン京大訪問」など

1枚、両面、酒匂}II頁「帝国主義的改憲阻止!

戦後学生運動ill-6-64 MP701l6 22-58 1962年5月23日 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線.1NO.55 
5.30を授業放棄で起て!!J、黒田貴子「平

和屋の描いたマンガ 原水協の全学連除

名をめぐって-Jなど

l枚、両面、「歓迎 ユ・ア・ガガーリン少佐

戦後学生運動ill-6-65 MP701l6 25-21 1962年5月23日 日本共産党京大学生細胞 『裳明.162-6号
!! 平和と友好の使節を京大あげて迎えよ

うJ1アメリカのラオス侵略戦争に反対する

!!Jなど

1枚、両面、「始まった憲法斗争の展開は?

変革のエネルギーに依拠せよ! 5'30を
戦後学生運動ill-6-66 MP701l6 22-57 (1962年5月〕 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線JNO.54 圧倒的に成功させよう!!J、榔子近歌「米

第七艦隊のラオスへの反革命介入を許す

な! 我々の反帝斗争を更に強化せよ !J
1枚、両面、「社会と学生生活、学生と政治、

戦後学生運動ill-6-67 MP701l6 22旬 59 1962年6月9日 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線.1NO.59 国家権力と政治運動 政治的ひきまわしと

は何か」

l枚、両面、酒匂}II買「全学連の再建統一を我々

戦後学生運動ill-6-68 MP701l6 13-37 1962年6月23日 社会主義学生同盟京大支部教養班 『理論戦線JNO.61 の手で!全学連第四回大会をひかえて」な

ど

戦後学生運動ill-6-69 MP70l16 25-22 1962年6月26日 京大学生細胞情宣部 『雲寺明』
1枚、両面、「教養自治会選の総括←夏の

斗いの準備を開始する為に-Jなど

l枚、両面、「秋の斗いの中心環 日韓会談

粉砕に全力をJ1一核戦争阻止・第八回原水

戦後学生運動ill-6-70 MP701l6 25-23 1962年9月17日 日本共産党京大学生細胞情宣部 『繁明.1No.l1 禁世界大会についてJ1重大な局面を迎え

た日韓会談粉砕斗争一どう斗うべきか?

-Jなど

戦後学生運動ill-6問71 MP701l6 2 -12 1962年9月18日 社学同レフト京大支部 『インテルナツイオナーレ.1NO.70 
1枚、両面、「米ソ核実験に対する我々の態

度J1われわれの斗うスローガン」

戦後学生運動ill-6-72 MP701l6 2-13 1962年9月18日 社学同レフト京大支部 『インテルナツイオナーレ.1NO.70 
1枚、両面、「米ソ核実験に対する我々の態

度J1われわれの斗うスローガン」

4頁、「新人民文化運動グループ」代表・水

戦後学生運動ill-6-73 MP701l6 6-44 1962年9月18日 新人民文化運動グループ 『題・広募中』第l号 谷忠弘(経II)1築こう l 斗う人民文化を

ーあいさつにかえて-Jなど

1枚、両面、「国大協案の意味するものJ1我々

戦後学生運動ill-6-74 MP701l6 2-14 1962年9月21日 社学同レフト京大支部 『インテルナツイオナーレ.1NO.72 
の斗うスローガン」、林達郎「憲法斗争は

民族解放斗争なのか?! 民族主義者集団

“日共"批判」
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識別番号

戦後学生運動ill-6司75

戦後学生運動ill-6-76

戦後学生運動ill-6-77

戦後学生運動ill-6-78

戦後学生運動ill-6-79

戦後学生運動ill-6-80

戦後学生運動ill-6-81

戦後学生運動ill-6-82

戦後学生運動ill-6-83

戦後学生運動ill-6-84

戦後学生運動ill-6-85

戦後学生運動ill-6-86

戦後学生運動ill-6-87

戦後学生運動ill-6-88

ファイル番号 所在番号

MP70116 22-60 

MP70116 22-61 

MP70116 22-62 

MP70116 22-89 

MP70116 21-12 

MP70116 6白 64

MP70116 24-36 

MP70116 2-16 

MP70116 7 -29 

MP70116 24-37 

MP70116 2-17 

MP70116 6-66 

MP70116 24値 38

MP70116 25-25 

作成年月日 作成者

1962年9月25日 社会主義学生同盟・教養部

(1962年9月〕 〔社会主義学生同盟京大支部〕

0962年)10月15日 社会主義学生同盟京大支部

0962年)10月15日 社会主義学生同盟京大支部

1962年10月18日 社会主義学生同盟

1962年10月18日 10・21関西平和大会京都実行委員会

1962年10月23日 マルクス主義学生同盟京大支部

1962年10月29日 社学問レフト京大支部

日ソ協会京大支部・日中協会京大支

1962年10月29日 部・日朝協会京大支部三団体連絡協

議会

1962年10月30日 マルクス主義学生同盟京大支部

1962年10月31日 社学同レフト京大支部

(1962年10月〕 10・21関西平和大会実行委員会

1962年11月5日 マルクス主義学生同盟京大支部

1962年11月12日 日本共産党京大学生細胞情宣部

資料名

『理論戦線jNo.65 

『理論戦車剥 64号

『理論戦線j66号

『理論戦線j66号

『鉄鎖を砕けjNo.5 

nO・21関西平和大会準備ニュース』

『変革のパトスjNo.43 

『インテルナツイオナーレjNo.78 

『新しい紳』創刊号

『変革のパトスjNo.48 

『インテルナツイオナーレjNo.80 

n0.21関西平和大会ニュース』

『変革のパトスjNo.49 

『雲寺明j'62第16号

備考

l枚、両面、「中央公聴会断固粉砕! 全力

を賭して新段階の政治攻勢と対決せよ!J、
桧原均「一切の法制化反対! 大管法斗争

の今後の展望について」など

1枚、両面、「大学の権力支配=大管法粉

砕 !J
2枚、両面、ホッチキスとめ、「ゼネストに

起て!J 1大学の自治、学問の自由は存在

するか?J
2枚、両面、ホッチキスとめ、「ゼネストに

起て!J 1大学の自治、学問の自由は存在

するか?J
26頁、ホッチキスとめ、「日本資本主義の

現局面と労働者階級J1大学の自治ーそれ

は何か?=帝国主義と現代知識人=J1大
衆斗争における反帝反スタ=反戦斗争路線

の破産と悪しき「学校権力論」極左日和見

主義の亡霊=マル同・全学連・民青・統一派

批判=J、書き込みあり

l枚、両面、「日韓会談粉砕10.21関西大会

に盛上る労組・諸国体」など

1枚、両面、「ハンガリア労働者の血の叫ぴ!

ハンガリア革命六周年を迎えて反スター

リン主義を更に深めよ !J
l枚、両面、 111・1ストに起てJ、塩津明「大

管法の問題点」、書き込みあり

l枚、両面、「日中友好運動への道J1世界

の人民と手をつなごう! 創刊にあたって

-Jなど

l枚、両面、「大管法=ファシズムか?ーデ

マゴギーで駆りたてる社学問粉砕!-J、書

き込みあり

l枚、両面、槙信ニ「フルシチョフの妥協

は世界人民の理性の勝利か? 米国の

キューバ侵略は『解決』されたか?J、書き

込みあり

1枚、両面、「大会の日程 スローガン等き

まる」など

1枚、両面、「大管法斗争の方向は何か?

戦術論のみの自治会執行部(社学同) 統

一戦線を自己目的化する民青」

l枚、両面、「大管法斗争現段階と勝利の展

望」

'-.0 
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戦後学生運動lli-6-89 MP70116 7 -49 (1962年)11月14日 〔平和を守る会〕
『平和を守る会ーユース』日本平和大会討

1枚
議資料2

戦後学生運動ill-6-90 MP70116 7 -57 1962年11月15日 京都実行委員会事務局
『アジアの平和のための日本大会尽都ニ 1枚、両面、「第一回実行委員会聞かる」な

ユース.1No.l ど

l枚、両面、村山英樹「全国共斗を先進的

戦後学生運動ill-6-91 MP70116 2幽 19 1962年11月15日 社学問レフト京大支部 『インテルナツイオナーレ.1No.84 
に組織せよ!リ、児玉範敏「大学当局の圧

迫にはわれわれ学生の一層強固な斗争体制

で応えよ!!J、書き込みあり

戦後学生運動ill-6-92 MP70116 24-39 1962年11月16日 マルクス主義学生同盟京大支部 『変革のパトス.1NO.50 
l枚、両面、「大管法粉砕のため我々の戦線

強化を!J 

戦後学生運動ill-6-93 MP70116 2-20 1962年11月19日 社学同レフト京大支部 『インテルナツイオナーレ.1NO.85 
1枚、両面、児玉範夫「勝利の展望は我々

の斗いの中で !J

戦後学生運動ill-6-94
日ソ協会京大支部、日中協会尽大支 l枚、 11月祭特集 111月祭で友好の粋を結

MP70116 7 -72 1962年11月20日 部、日朝協会京大支部連絡協議会事 『新しい紳j第2号 ぼう !-11月祭友好フェスティバルに参加

務局 しようりなど

戦後学生運動ill-6-95 MP70116 25-26 1962年11月22日 日本共産党京大学生細胞 『察明.1'62第17号
l枚、両面、「再び大管法斗争の理論と戦術

について」、書き込みあり

戦後学生運動ill-6-96 MP70116 2-24 1962年11月27日 社学同レフト京大支部

1枚、両面、戸田茂雄 111・30を全国共斗の

『インテルナツイオナーレ.1NO.86 足掛りにせよJ1統一派=民青=共産党の

分裂行動を弾該せよ !J

戦後学生運動ill-6-97 MP70116 24開 40 1962年11月27日 マルクス主義学生同盟京大支部 『変革のノTトス.1NO.51 
1枚、両面、「我々の実力斗争を基軸に大学

閉鎖を !J

戦後学生運動ill-6-98 MP70116 22-63 1962年12月1日 社会主義学生同盟京大支部教養班 『理論戦線.1NO.85 
l枚、両面、「日共一民青の階級的犯罪を弾

劾せよ !J

戦後学生運動ill-6-99 MP70116 24-41 1962年12月2日 日本マルクス主義学生同盟京大支部 『変革のパトス』第52号
1枚、両面、「斗争の妨害者=共産党・民青

粉砕! 反動と差悪に野合した彼等J

戦後学生運動E司6-100 MP70116 2-21 1962年12月6日 社学同レフト京大支部 『インテルナツイオナーレ.1NO.91 
l枚、「特別アピール投票を! そして確

固とした斗いの追求を!J 

戦後学生運動ill-6-101 MP70116 24-42 1962年12月6日 マルクス主義学生同盟京大支部 『変革のパトス.1NO.54 
l枚、「大学全体対文部権力なる図式は破産

した !J、号数ママ

戦後学生運動ill-6-102 MP70116 2-22 1962年12月7日 社学同レフト京大支部 『インテルナツイオナーレ.1NO.92 
l枚、両面、島内良「困難を排して新たに

斗争体制を固めよ」

戦後学生運動ill-6-103 MP70116 24-43 1962年12月7日 マルクス主義学生同盟京大支部 『変草のノTトス.1NO.54 
l枚、両面、「全学閉鎖戦術破産の根源をつ

きだし強固なスト体制の確立を !J
戦後学生運動ill-6-104 MP70116 24-48 1962年12月11日 マルクス主義学生同盟尽大支部 『変革のノTトス.1NO.55 1枚、両面、「斗う動力車労組に支援をリ

戦後学生運動ill-6四105 MP70116 2-26 1962年12月11日 社学同レフト京大支部

l枚、「処分粉砕の実力斗争を組織せよ!!

『インテルナツイオナーレ.1NO.95 大学当局の反動的性格をパクロせよ 学生

独自の大管法斗争を組織せよ !!J

戦後学生運動E四6-106 MP70116 17岨 39 1962年12月11日 日本共産党京大学生細胞 『雲寺明』 第18号
3枚、両面2枚、白川真澄 112・8斗争の総括

と運動の現段階J

戦後学生運動ill-6-107 MP70116 25-30 1962年12月11日 日本共産党京大学生細胞 『察明.1'62第18号
3枚、両面、ホッチキスとめ、白川真澄 112・
8斗争の総括と運動の現段階」
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識別番号

戦後学生運動ill-6-108

戦後学生運動ill-6-109

戦後学生運動ill-6-110

戦後学生運動ill-6-111

戦後学生運動ill-6-112

戦後学生運動ill-6-113

戦後学生運動ill-6-114

戦後学生運動ill-6-115

戦後学生運動ill-6四116

戦後学生運動ill-6-117

戦後学生運動E嗣6-118

戦後学生運動ill-6-119

戦後学生運動ill-6-120

戦後学生運動ill-6-121

戦後学生運動ill-6-122

戦後学生運動ill-6-123

戦後学生運動E開6-124

ファイル番号

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

MP70116 

所在番号

25-31 

2 -31 

25-48 

17 -79 

22-66 

17 -37 

17 -38 

25-32 

24-46 

2-32 

2-5 

22-83 

24-47 

9白 9

17 -36 

22-87 

24-49 

作成年月日 作成者

1962年12月11日 日本共産党京大学生細胞

1962年12月30日 社学同レフト京大支部

[1962年12月〕 日本共産党尽大学生細胞

1963年1月1日 京都勤労者演劇協会

1963年1月10日 社学問京大教養部班

1963年1月10日 日本共産党京大学生細胞情宣部

1963年1月10日 日本共産党京大学生細胞情宣部

1963年1月10日 日本共産党京大学生細胞情宣部

1963年1月11日 マルクス主義学生同盟京大支部

1963年1月17日 社学同レフト京大支部

1963年1月19日
社学問レフト(共産青年インター)

京大支部

1963年1月20日 社学同京大支部教養班

1963年1月20日 マルクス主義学生同盟京大支部

1963年1月22日 日本共産党京大学生細胞情宣部

1963年1月22日 日本共産党京大学生細胞情宣部

1963年1月24日 社会主義学生同盟京大支部教養班

1963年1月24日 マルクス主義学生同盟京大支部

資料名

『雲寺明j'62第18号

『インテルナツイオナーレjNo.100 

『雲寺明 特集現代修正主義批判論文集J

『京都労演jNo.98 (1月号)

『理論戦品問

『察明jNo.19 

『雲寺明jNo.19 

『雲寺明jNo.19 

『変革のパトスjNo.59 

『インテルナツイオナーレjNo.104 

『インテルナツイオナーレjNo.45 

『理論戦線JNo.29 

『変革のパトスjNo.61 

『繁明jNo.20 

『繁明jNo.20 

『理論戦線JNo.92 

『変革のパトスjNo.62 

備考

3枚、両面、ホッチキスとめ、白川真澄 112・
8斗争の総括と運動の現段階J
3枚、両面、ホッチキスとめ、 100号記念特

別号、村山英樹「大学当局の弾圧に屈せ

ず斗う体制を固めよ 処分斗争の総括と自

己批判」、児玉範敏「社会主義の理論の学

習を !J、松崎良夫「斗う労働者に支援を!

炭労の動向と我々」

76頁、尽大学生細胞再建2周年記念

16頁、 12・13頁聞にチフシ「尽都労演特別

例会のお知らせ」挿入

l枚、両面、「大管法斗争を戦斗的に斗いぬ

き日本帝国主義打倒に前進せよ!J 1大管

法国会上程必至! 試験ボイコットで法制

化を阻止せよ! 改憲に至るブルジョア

ジ の政治反動化のプランをぶち段せ!J
l枚、両面、白川真澄「斗争の新しい局面

と我々の戦術j、書き込みあり

l枚、両面、白川真澄「斗争の新しい局面

と我々の戦術」、書き込みあり

1枚、両面、白川真澄「斗争の新しい局面

と我々 の戦術」

1枚、両面、 119.24波状スト 試験ボイコッ

トで大管法の国会上呈を阻止せよ !J
l枚、両面、松浪健作「大管法粉砕! 試

験ボイコットで立て !J
l枚、両面、佐伯耕一「政府の労働治安攻

勢に反撃を準備せよ!!J、号数ママ

1枚、両面、「権力の走狗=国大協! 池田

政府の陰謀を粉砕せよ! 大学を権力の出

庖一御用機関とするな !J
1枚、両面、「一切の幻想を絶ち試験ボイコッ

トで斗おう !J
l枚、両面、白川真澄「大管法の新しい情

勢と斗争の新しい段階」

l枚、両面、白川真澄「大管法の新しい情

勢と斗争の新しい段階」、書き込みあり

l枚、両面、 11大管法」上程の挫折と池田・

国大協の陰謀成立」

l枚、両面、「大管法改悪の第一歩大運

協+認証官学長制を粉砕しよう! 「自主管

理」への幻想を打破したたかいの隊列をう

ちかためよう」

00 
t、



1枚、両面、海口昌夫「中教審答申粉砕!

戦後学生運動ill-6四125 MP70116 2 -34 1963年1月29日 社学問レフト京大支部 『インテルナツイオナーレJNo.106 政治活動への弾圧を許すなリ、口は印

刷薄く判読不可

戦後学生運動ill-6-126 MP70116 17 -35 1963年1月30日 日本共産党京大学生細胞情宣部 『察明JNo.21 
2枚、両面l枚、江坂淳「一月斗争と大学管

理制度問題の現段階」、書き込みあり

戦後学生運動ill-6-127 MP70116 25-33 1963年1月30日 日本共産党京大学生細胞情宣部 『繁明JNo.21 
2枚、両面l枚、ホッチキスとめ、江坂淳「一

月斗争と大学管理制度問題の現段階J

l枚、両面、「中ソ論争一学習会シリーズ(1)

現状維持のソ連と“資本主義"の理解な

戦後学生運動ill-6-128 MP70116 22-90 (1963年2月11日〕 社会主義学生同盟京大支部教養班 『理論戦線』第104号 き中共J1社学問春季学習会シリーズ(1)

春斗を中心とした労働運動に注目せよ!

一日本的組合主義の評価をめぐって-J

戦後学生運動ill-6-129 13-72 1963年3月7日 日本共産党中央委員会 『アカハタ』号外
2頁、「原水協の統ーのために日本共産党は

訴える」など

戦後学生運動ill-6-130 MP70116 25-34 1963年3月30日 日本共産党京大学生細胞情宣部 『泰明JNo.22 
1枚、両面、城冗治「反帝反独占の旗を両

く掲げよう 日本共産党は訴える lJ

2枚、両面l枚、ホッチキスとめ、市川篤二「戦

戦後学生運動E・6・131 MP70117 13-69 1963年4月20日 日本共産党京大学生細胞情宣部 『泰明』
争と侵略、全面反動への道一日韓会談粉

砕! 日韓斗争の現状と展望-J、書き込

みあり

2枚、両面l枚、ホッチキスとめ、市川篤二「戦

戦後学生運動ill-6-132 MP70117 17 -41 1963年4月20日 日本共産党京大学生細胞情宣部 『繁明』 争と侵略、全面反動への道一日韓会議粉

砕 日韓斗争の現状と展望-J

戦後学生運動ill-6-133 MP70117 23-19 (1963年4月〕 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線JNo.124 
l枚、 15・1メーデに結集し5月下旬全国ゼネ

ストを準備せよlJ

戦後学生運動ill-6-134 MP70117 17 -49 (1963年4月〕 WUS京大学内委員会 rs. c.ニュースJNo.1 
l枚、 IWUSJはWorldUniversity Service、
IS. c. JはStudentCounselor 

戦後学生運動ill-6司 135 MP70117 13問 68 1963年5月13日 日本共産党京大学生細胞情宣部 『雲寺明JNo.24 
3枚、両面2枚、白川真澄旧韓会談の理論

的諸問題と斗争の展望」、書き込みあり

l枚、「五・二二地裁デモを踏台に、五・

戦後学生運動ill-6-136 MP70117 23-10 (1963年5月24日〕 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線j号外3号 二五五者共斗を成功させ、五・三一ストを

圧倒的に勝ち取ろう lJ

戦後学生運動ill-6-137 MP70117 17司 17 1963年5月25日 京都平和委員会 『平和通信J
l枚、「アメリカ潜水艦=キヤピティン号=

五・二八~二O宮津港に寄港llJ

l枚、両面、江坂淳「核潜艦寄港阻止五・

戦後学生運動ill-6・138 MP70117 15-86 1963年5月29日 日本共産党京大学生細胞教養班 『先駆者JNo.1 
三一全学ストに起ち日本原水協の再建をか

ちとろう! =1先駆者」発刊にあたって=J
など

戦後学生運動ill-6-139 MP70117 23-6 (1963年5月〕 5・31全国斗争実行委員会 『実行委員会ニュースJNo.1 
l枚、両面、 15・31全国統一ストライキ斗争

を展開しよう 1J、書き込みあり
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識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

l枚、両面、 15・16の圧倒的成功をパネにし

て5・31全学ストライキを勝ちとろう 1J、八
戦後学生運動E問6-140 MP70117 13-67 (1963年5月〕 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線』第122号 木沢二郎「原子力潜水艦の寄港と平和運

動の課題一憲法斗争へ集約される平和運

動の新たな段階Jなど

l枚、「あらゆる自治活動の絞殺、ポポロ事
戦後学生運動E司6-141 MP70117 23-9 (1963年5月〕 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線』号外2号 件判決を大衆的に粉砕せよ lJ、書き込み

あり

l枚、両面、是久勲「六・一五米核潜水艦

寄港阻止・ポポ口座判決反対・神戸領事館包

戦後学生運動ill-6-142 MP70117 23-22 (1963年J6月4日 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線』第124号
囲斗争で阻止への展望を切り開こう lJ、一

向影丸「憲法斗争に備え戦う平和運動を11
原水禁の崩壊と立体的統一戦線」、6-143

のl枚目のみ

2枚、両面、ホッチキスとめ、是久勲「六・

一五米核潜水艦寄港阻止・ポポ口座判決反

戦後学生運動ill-6聞143 MP70117 23-23 (1963年J6月4日 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線』第124号
対・ネ申戸領事館包囲斗争で阻止への展望を

切り開こう lJ、一向影丸「憲法斗争に備え

戦う平和運動を11 原水禁の崩壊と立体的

統一戦線Jなど

1枚、両面、鈴木隆夫「安保斗争における
戦後学生運動ill-6同144 MP70117 15-81 1963年6月4日 日本共産党京大学生細胞教養班 『先駆者JNo.2 トロツキストの真の役割は何か一日韓核潜

艦斗争の高揚にむけて-Jなど

l枚、両面、「政府寄港の意志を固める!

戦後学生運動ill-6-145 MP70117 2-36 1963年6月6日 〔社学同レフト京大支部〕 『インテルナツイオナーレJNo.129 
大衆的実力行動で粉砕の斗いを! 本日の

抗議集会に結集せよ 1J 1労働者学生の共

斗体制の追求を lJ

大阪大学工学部学生自治会自衛隊問
7頁、「阪大への「防衛庁派遣学制」問題

戦後学生運動ill-6-146 MP70117 16 -3 1963年6月11日 『阪自連情報』第10号 特集号 学内をカッ歩する三十四人の現職
題資料編纂小委員会

自衛隊員」など

戦後学生運動ill-6-147 MP70117 23-3 1963年6月13日 (関西)共産主義者同盟 『燐火』特別号
4頁、「日本帝国主義打倒!一日本共産党綱

領批判-J

戦後学生運動ill-6-148 MP70117 23-30 1963年6月13日 (関西)共産主義者同盟 『蜂火』特別号
4頁、「日本帝国主義打倒!一日本共産党綱

領批判-J、書き込みあり

戦後学生運動ill-6-149 MP70117 24-63 1963年6月14日
マルクス主義学生同盟草命的マルク

『戦旗JNo.1 
1枚、両面、「平和運動の混迷を打ち破り、

ス主義派京大支部 新たな反戦斗争を推進しよう lJ
12枚、両面、ホッチキスとめ、「学生運動

戦後学生運動E司6-150 MP70117 23-5 1963年6月15日 社会主義学生同盟 『鉄鎖を砕けJNo.7 ーそれは何かJ1情勢の転換と我々の任務」

「新左翼とは何かJ、書き込みあり

戦後学生運動E闘6-151 MP70117 24-61 1963年6月15日 マルクス主義学生同盟京大支部 『変革のパトスJNo.78 
l枚、両面、「真の労働者との連帯一統一戦

線の発展とは何か? 6.15アッピール」

戦後学生運動ill-6-152 MP70117 2-39 1963年6月19日 社学問レフト京大支部 『インテルナツイオナーレJNo.133 
1枚、両面、田植七郎 11平和運動」の混乱

を克服し戦争粉砕へ前進せよ 1!J
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l枚、両面、白川真澄「京大学生運動の転

戦後学生運動ill-6-153 MP701l7 25-35 1963年6月23日 日本共産党京大学生細胞情宣部 『雲寺明jNo.25 換と核潜艦斗争一C正副委員長選挙の若干

の総括-J、書き込みあり

1枚、両面、「平民学連全国代表者会議に

戦後学生運動ill-6-154 MP701l7 15-43 (1963年6月〕 平民学連中央事務局 『平民学連中央事務局通信jNo.4 て「全学連再建への道」明らかとなる」な

ど

戦後学生運動ill-6司155 MP701l7 15-13 (1963年6月〕 平民学連中央事務局 『平民学連中央事務局通信jNo.7 
1枚、「全国自治会代表者会議の成功をめざ

し奮斗しよう」など

1枚、 16・15の巨大な成果をもって今日の斗

戦後学生運動ill-6-156 MP701l7 2-40 (1963年6月〕 レフト 『インテルナツイオナーレ』号外 いに参加しようJ16・19をステップに6・25全
国ゼネスト・京大全学ストを勝取れ !J
25頁、「一、いわゆる原子力潜水艦の“安

戦後学生運動ill-6-157 MP701l7 13-12 1963年7月15日 原水爆禁止日本協議会 『原水協通信j1963年No.l3 全性"をめぐってJ1二、ポラリス戦略・

F205D.日本核武装について」

戦後学生運動ill-6-158 MP701l7 9-18 1963年8月1日 (関西)共産主義者同盟 『峰火jNo.l5 l枚、両面、書き込みあり、 8-95に挟み込み

戦後学生運動ill-6-159 MP701l7 16-55 1963年9月10日
日本民主青年同盟示大学生班総班委

『総班情報』 2枚、両面、 19月斗争へ向けて」など
員会

l枚、両面、戸田茂夫「ブルジョアジーの

戦後学生運動ill-6-160 MP701l7 2-44 1963年9月12日 社学同レフト京大支部 『インテルナツイオナーレjNo.l41-1 戦争政策を実力で粉砕せよープチ・ブル『平

和運動』にこたえて(1)J 

戦後学生運動ill-6-161 MP701l7 16“ 53 1963年9月13日 日本共産党京大学生細胞情宣部 『禁明jNo.27 
4枚、両面3枚、白川真澄「原水禁大会の

概括と日本平和運動J、号数・年月日はママ

戦後学生運動ill-6-162 MP701l7 25-38 1963年9月13日 日本共産党京大学生細胞情宣部 『雲寺明jNo.27 
4枚、両面3枚、白川真澄「原水禁大会の

概括と日本平和運動J、号数・年月日はママ

1枚、両面、戸田茂雄「ブルジョアジーの

戦後学生運動ill-6-163 MP701l7 2-45 1963年9月14日 社学同レフト京大支部 『インテルナツイオナーレjNo.l42 戦争政策を実力で粉砕せよ! ープチ・プ

ル『平和運動Jにこたえて (2)J

戦後学生運動ill-6-164 MP701l7 16司 52 1963年9月14日 日本共産党京大学生細胞情宣部 『繁明jNo.26 
2枚、両面、城元治「内外の情勢と秋の斗ぃ」、

号数・年月日はママ

戦後学生運動ill-6-165 MP701l7 25-37 1963年9月14日 日本共産党京大学生細胞情宣部 『禁明jNo.26 
2枚、両面、城元治「内外の情勢と秋の斗ぃ」、

書き込みあり、号数・年月日はママ

戦後学生運動ill-6-166 MP701l7 16-54 1963年9月17日
日本民主青年同盟尽大学生班総班委

『総班情報jNo.2 
2枚をホッチキスとめ、両面、 19・23斗争に

員会 むけてJなど

戦後学生運動ill-6-167 MP701l7 2-43 1963年9月18日 社学問レフト京大支部 『インテルナツイオナーレjNo.l43 
l枚、両面、多国建夫「総長選挙に我々の

要求を持って介入せよ」

2枚、両面、村田一郎「政府ブρルジ、ヨアジー

戦後学生運動ill-6-168 MP701l7 2-42 1963年9月18日 社学問レフト京大支部 『インテルナツイオナーレjNo.l44 はなぜ黙っているのか? 政治情勢の停滞

に惑わされず更に攻勢的な斗いを !Jなど

戦後学生運動ill-6-169 MP701l7 2-46 1963年9月18日 社学問レフト京大支部 『インテルナツイオナーレjNo.l45 
l枚、両面、榊原彰治「民青=統一派の府

学連大会に於る分裂行動を許すな!J 
4枚、両面3枚、ホッチキスとめ、白川真澄「国

戦後学生運動ill-6-170 MP701l7 16-2 1963年10月16日 日本共産党京大学生細胞情宣部 『繋明jNo.28 
会解散総選挙の情勢と日本的統一戦線の

今日的課題一現情勢と学生運動の戦術-J
など、書き込みあり
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識別番号

戦後学生運動ill-6-171

戦後学生運動E凹6-172

戦後学生運動ill-6-173

戦後学生運動ill-6-174
戦後学生運動ill-6-175

戦後学生運動ill-6-176

戦後学生運動ill-6司177

戦後学生運動ill-6-178

戦後学生運動E四6-179

戦後学生運動ill-6-180

戦後学生運動ill-6-181

」一

ファイル番号

MP70117 

MP70117 

MP70117 

MP70117 

MP70117 

MP70117 

MP70117 

MP70117 

MP70117 

MP70117 

所在番号 作成年月日

25-36 1963年10月16日

2-49 1963年10月30日

25-39 (1963年10月〕

l同 35 1963年11月18日
1-44 1963年11月18日

23-59 (1963年12月〕

15 -15 (1963年〕

2舗 37 0963年〕

5圃 57 1964年1月30日

5-53 1964年1月31日

5同 54 1964年2月7日

作成者 資料名

日本共産党京大学生細胞情宣部 『雲寺明JNo.28 

社学同レフト京大支部 『インテルナツイオナーレJNo.149 

日本共産党京大学生細胞情宣部 『繁明JNo.29 

京都地区大学生協会館 『月刊消費者運動』第16号
京都地区大学生協会館 『月刊消費者運動』第16号

社学同京大支部 『理論戦線JNo.168 

平民学連中央事務局 『平民学連中央事務局通信JNo.6 

レフト 『インテルナツイオナーレ』号外

〔平民学連書記局〕 『平民学連書記局通信JNo.13 

平民学連中央常任委員会書記局 『平民学連闘争ニュースJNo.6 

平民学連中央常任委員会書記局 『平民学連闘争ニュースJNo.7 

備考

4枚、両面3枚、白川真澄「国会解散総選

挙の情勢と日本的統一戦線の今日的課題一

現情勢と学生運動の戦術-J、書き込みあ

り

1枚、両面、山岡啓 rl1.1ゼネストに向け前

進せよ! 選挙ムードを打破し攻勢的な斗

いを!J 
2枚、両面、ホッチキスとめ、桐生勇「市

電市バス値上げ反対斗争の総括と池田高

度成長政策との斗争の展望J
42頁、「下半期総代会の報告書」

42頁、「下半期総代会の報告書」

l枚、両面、八木沢二郎 r12.5斗争で日韓・

ポラ潜・憲法答申阻止の展望を切り開け!

全クラスに憲研を組織し学生運動の新な発

展を勝ちとれ!J

1枚、「全国学生自治会の組織的統一と全日

本の学友の団結のために=平民学連中央委

アピール」

1枚、両面、「戦争粉砕の道は何か!? 統
一派=民青の平和共存・軍縮の幻想をブチ|

破れ」

l枚、両面、「二全代・六中委以後の情勢に

確信をもち断固斗おうJr一・二六と二全代

の実践一東京での若干の経験から-J、裏

面は r3・1ビキニ被災10周年原水爆禁止全

国大会成功のための全国青年学生大集会

よびかけにこたえよう〈平民学連中央書記

局アピール>J
1枚、両面、「パナマ人民・学生の正義の斗 l

いを支持し、米国の弾圧に抗議しようJr岩
大で1.13要求貫徹全学集会Jr大阪の授業

料値上反対斗争ひろがり前進している」な

ど

l枚、両面、「全土核基地化反対、日韓会談

粉砕! 平和と独立の斗い大きく前進一

一・二六中心に、全国五七00の学生が決

起一Jr横田基地でさらにすわりこみ続く一

学生も参加-Jなど

小3
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αコ

l枚、両面、書き込みあり、 rr 情勢把握

の要点Jrrr 当面する任務についてJrill 
戦後学生運動ill-6-182 MP701l7 4-34 1964年2月12日 京大学生総細胞委員会 rL.C報JNo.l 教育理論活動についてJrw 4月「平民

学協J(仮称)結成へ向け大衆的準備を開

始せよ JJ 
l枚、両面、「米軍のアジアに於る挑発に抗

戦後学生運動ill-6-183 MP701l7 5-55 1964年2月19日 平民学連中央常任委員会書記局 『平民学連闘争ニュースJNo.8 
議し、 3.1を成功させようーキャラウェー来

日に抗議を J-J、新保としお「全道二月学

生集会、道学連再建大会に出席して」など

l枚、両面、 r3/1へ向け急ピッチの盛りあ

戦後学生運動ill-6-184 MP701l7 5-56 1964年2月21日 平民学連中央常任委員会書記局 『平民学連闘争ニュースJNO.9 がり示すJr3/1平民学連三千名目標大幅に

現実化する JJなど

l枚、両面、書き込みあり、 r3.l斗争の具体

戦後学生運動ill-6-185 MP701l7 4-35 1964年2月26日 京大学生総細胞委員会 rL.C報JNO.3 
的展開の為にJr2.25学S代決定について」

「各学部自治会選挙準備の為にJr新入生

対策Jrスケジ、ユールj

1枚、書き込みあり、rr 拡大運動について」

戦後学生運動ill-6司186 MP701l7 4-37 1964年2月26日 京大学生総細胞委員会 rL.C報JNO.4 
rrr 初級党学校についてJrill 第17回府

党会議Jrw 農村活動に関する通達につ

いてJrv 情勢について」

l枚、書き込みあり、「スケジュールJr事務

局よりJr細胞活動の手51き購入についてj

戦後学生運動ill-6-187 MP701l7 4“36 1964年 (2月〕 京大学生総細胞委員会 rL.C幸~J No.2 
「文化部スケジ、ユールJr“組織防衛"につ

いてjなど、原資料では発行月は3月21日
とあるがNO.Hま2月12日、 No却ま2月26日発

行につき2月の誤りと推定

l枚、両面、「平民学連は南ベトナム人民学

生支援国際学生大会の宣言を熱烈に支持

する 七中委にて決議Jr第二次訪中代表

戦後学生運動E四6-188 MP701l7 5-73 1964年3月8日 平民学連中央常任委員会書記局 『平民学連書記局通信JNo.l7 団派遣について」、平民学連第七回中央常

任委員会決議「日本と朝鮮民主主義人民

共和国との自由な往来の実現を要求し、断

固として斗うJ(1964年3月6日)など

l枚、両面、平民学連「南朝鮮学生の不屈

戦後学生運動ill-6-189 MP701l7 5-76 1964年3月31日 平民学連中央常任委員会書記局 『平民学連書記局通信JNo.l8 
の闘いを支持する 日韓会談粉砕のため今

こそ全日本の学友は決起しようJ(1964年3
月30日)
1枚、両面、「日韓会談粉砕のため平民学連

戦後学生運動ill-6-190 MP701l7 5蜘 74 1964年4月5日 平民学連中央常任委員会書記局 『平民学連書記局通信JNo.l9 
の緊急アピールにこたえ安保の様な闘いを

まきおこそうリ r4・11全関東学生総決集会・

デモ一東京でひらく」など
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回

同

識別番号

戦後学生運動E・6-191

戦後学生運動lli-6-192

戦後学生運動lli-6-193

戦後学生運動lli-6-194

戦後学生運動lli-6-195

戦後学生運動lli-6-196

戦後学生運動lli-6-197

戦後学生運動lli-6-198

戦後学生運動lli-6-199

戦後学生運動lli-6-200

戦後学生運動lli-6-20l

戦後学生運動lli-6-202

戦後学生運動lli-6-203

戦後学生運動lli-6-204

ファイル番号

MP70117 

MP70117 

MP70117 

MP70117 

MP70117 

MP70117 

MP701l7 

MP701l7 

MP701l7 

MP701l7 

MP701l7 

MP701l7 

MP701l7 

MP701l7 

所在番号 作成年月日

25-40 1964年4月13日

5-6 1964年4月17日

5-14 1964年4月21日

5 -17 1964年4月24日

5 -19 1964年4月24日

25-41 1964年4月26日

5 -18 1964年4月28日

5 -15 1964年5月l日

5-28 1964年5月12日

5-29 1964年5月13日

5曲 30 1964年5月16日

5 -31 1964年5月17日

5-42 1964年5月19日

4-42 1964年6月4日

作成者 資料名

日本共産党京大学生細胞 『雲寺明』号外

平民学連中央常任委員会書記局 『平民学連書記局通信.1No.20 

平民学連中央常任委員会書記局 『平民学連闘争ニュース.1No.l2 

書記局 『平民学連闘争ニュース.1No.l3 

平民学連書記局 『平民学連書記局通信.1No.21 

日本共産党京大学生細胞 『繁明』悩年度第2号

平民学連書記局 『平民学連闘争ニュース.1No.l4 

社青同京大班書記局 『解放』号外

平民学連中央常任委員会書記局 『平民学連闘争ニュース.1No.l5 

平民学連中央常任委員会書記局 『平民学連書記局通信.1No.23 

平民学連中央常任委員会書記局 『平民学連闘争ニュース.1No.l6 

平民学連書記局 『平民学連書記局通信.1No.24 

平民学連中央常任委員会書記局 『平民学連斗争ニュース.1No.l7 

SSLC rL.c.報.1NO.8 

備考

l枚、「春斗のさなか、全京大の学友に訴え

る! 全民主勢力と団結し、危険な挑発行

動をはねのけ日本の労働者階級の歴史的使

命の擁護と実現のため斗おうJ
2枚、両面、「四・一八沖縄返還デーを戦斗

的に迎えよう IIJ 1第二次訪中代表団の出

発にあたっての訴えJ1四・一一全関東決起

集会=春の斗いの火ぶた」、別表「沖縄県

解放国民大行進日程表」

1枚、両面、 14・19南朝鮮学友、再び、決起IJ 
14・28に呼応して福岡の学友、行動を開始」

「新暴力法の事態緊迫IJ 1愛知県学連第

十四回大会聞かる」など

l枚、「平民学連第35回メーデースローガン」

「日韓、沖縄、で斗いすすむ」

I枚、両面、「一点の火も僚原を焼きつくす

ことができる」、平民学連中央常任委員会

「全国の学友は平民学連の旗を高く掲げて

メーデーを戦斗的に斗かおうJ
3枚、両面、「当面する情勢と学生運動の若

干の展望-r4・17ストJの背景と教訓-J、
後切れ

l枚、「ニ全代方針の実践、全国的にすすむ!

五・三全国活動者会議にむけ、すべての

斗いを結集し、「斗いの五月、我々の五月J
をかちとろう」

l枚、両面、「メーデーと政治情勢J1きみ自

身の問題に労働者階級と共に答えよう-

メーデーに参加しよう-J
1枚、両面、 15.3全活の成果をふまえ、全国

に無数の「一点の火」を燃え上がらせよう IJ
l枚、両面、「当面する情勢の中で平民学連

統一行動の意義を深くとらえ、斗いをすす

めよう」

l枚、両面、「全国の学友は5.22統一行動に

決起しようJ
l枚、両面、「五月斗争の両まりのなかで第

一回日本青年学生大集会成功のための奮

斗を続けよう」

l枚、両面、「一点の火を僚原の火ヘリ

2枚、両面、 ISSLCアッピールJ1六月斗争

をめぐる情勢と任務j
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戦後学生運動ill-6-205 MP70117 5-109 1964年6月17日 社会主義学生同盟京大支部 『理論戦線j1964-8号
l枚、両面、「学生運動の“新しい波"に応

え全学連の大衆的再建を勝ち取ろう !J

戦後学生運動ill-6-206 MP70117 5-103 1964年6月23日 平民学連中央常任委員会 『選対ニュースjNo.3 
l枚、「平民学連結集自治会名一覧(六四年

六月二十三日現在)J

戦後学生運動ill-6-207 MP70117 1-42 1964年7月10日 京都地区大学生協会館 『月刊消費者運動』第19号
52頁、「日協連・事業連総会をおえてJ1<資
料>40年度求人動向の調査」

戦後学生運動ill-6-208 MP70117 5-110 1964年7月17日 左京原水協下鴨支部
nO原水爆禁止世界大会左尽原水協下鴨 l枚、 18.3植物園・府大グフンド、世界大会

支部ニュース』 開会総会は下鴨で聞かれる」など

l枚、両面、「一刻も早く細胞の団結を回復し、

戦後学生運動ill-6-209 MP70117 8-1 1964年7月24日 日本共産党京大学生細胞委員会 WL.C報jNo.13 
当面の原水禁大会に向け奮斗しようJ1京
大Sをめぐって発生した新しい事態につい

て」など

4頁、「通達(再録)1九月、十月の党勢拡

大月間jについてJ1ただちに第十回原水

戦後学生運動ill-6-210 MP70117 8-10 1964年9月4日 日本共産党中央委員会書記局 『党報jNo.65 
禁世界大会の二百人報告集会を組織し、

大会諸決定を幾千万の行動に発展させよ

うJ1連絡(再録)出かせぎ党員用の I(出)

紹介状」の活用について」など

19頁、「四つの旗を向くかかげ、アメリカ原

子力潜水艦の『寄港』、インドシナ侵略・憲

法改悪に反対する統一行動を強め、安保共

斗・平民共斗の再開をかちとろう! 職場・

戦後学生運動ill-6-211 MP70118 8-12 1964年9月8日 日本共産党京都府委員会 『府党報jNo.119 
地域にみちている労農市民、人民各層の要

求をかちとる活動の先頭にたとう l この

なかで、九.-0月党勢拡大月間の成功を

かちとるために、すべての党組織とすべて

の党員が奮斗しよう!-第八回京都府委員

会総会決定 」など

4頁、「党生活確立、党費・機関紙誌代完納

戦後学生運動ill-6-212 MP70118 8幽 11 1964年9月15日 日本共産党中央委員会書記局 『党報jNo.66 
に努力し、第九回党大会の成功をたたかい

とろうJ1全日本学生自治会総連合の再建

と学生戦線の統ーのために」など

3枚、両面、日本共産党尽大学生総細胞委

員会「全日本学生自治会総連合の再建、京
戦後学生運動ill-6-213 MP70118 8-13 1964年9月29日 日本共産党京大学生総細胞委員会 WSSLC報』第14期No.2 都府学連の再建、同学会の民主化をめざし、

当面の大衆運動を強化発展させるために」

(1964年9月26日)、書き込みあり

4頁、「ソ連共産党中央委員会の書簡

(一九六四年四月十八日)にたいする日本

戦後学生運動ill-6-214 MP70118 8-25 1964年9月30日 日本共産党中央委員会書記局 『党報jNo.67 共産党中央委員会の返書を普及しようJ1連
絡(再録):農村労働組合の諸活動にたい

する指導と援助の強化について」など
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同長
q同

回

同

識別番号

戦後学生運動i11-6-215

戦後学生運動i11-6抽216

戦後学生運動i11-6-217

戦後学生運動i11-6-218

戦後学生運動i11-6-219

戦後学生運動i11-6-220

戦後学生運動i11-6-221

戦後学生運動i11-6-222

戦後学生運動i11-6司223

戦後学生運動i11-6-224

戦後学生運動i11-6-225

戦後学生運動i11-6-226

ファイル番号 所在番号

MP70118 8-20 

MP70118 8司 21

MP70118 8-23 

MP70118 8-24 

MP70118 1-13 

MP70118 8-30 

MP70118 8-14 

MP70118 8-22 

MP70118 8-29 

MP70118 1-7 

MP70118 8-31 

MP70118 8-32 

作成年月日 作成者

日本共産党京大学生細胞れいめい編
1964年10月12日

集局

1964年10月15日 日本共産党中央委員会書記局

1964年10月20日 京大学生SSLC

1964年10月21日 京大学生総細胞細胞委員会

1964年10月25日 京都地区大学生協会館

1964年10月31日 日本共産党中央委員会書記局

[1964年10月〕 京大学生総細胞委員会

[1964年10月〕 〔京大学生総細胞委員会〕

1964年11月6日 京大学生総細胞

1964年11月14日 京都地区大学生協会館

日本共産党京大学生細胞総細胞委員
[1964年J11月16日

~ 、

1964年12月2日 京大学生総細胞委員会

資料名

『再刊れいめいJNo.1 

『党報JNo.68 

rssニュース』

rssニュース』

『月刊消費者運動j第20号

『党報JNo.69 

rSSLC報JNo.3 

rSSLC報J

rS.S.L.C報JNo.5 

『月刊消費者運動』第21号

rSSLC報J第14期6号

rSSLC報』

備考 ~ 
6枚、ホッチキスとめ、白川真澄・江坂淳「

いめいJ再刊にあたって」ほかJ“れいめ

No.l 正誤表」挟み込み

8頁、「先進に学び、全党の力で「党勢拡大

月間」をやり抜こうJI大衆斗争、党勢拡大、

党生活確立のための努力をいっそうつよ

め、これをやりぬくなかで第九回党大会の

成功をたたかいぬこうJなど

l枚、両面、「先進に学び、全員が拡大しょ

うリ、裏面は京都大学A.A連帯委員会学

生班「マラヤ人留学生復学のよびかけ」

(1964年10月14日)
l枚、両面、「一、主張「党勢拡大二目標の

総達成のために」の討議をし、自主目標を

必ずやりとげよう!JI二、 C、二日間でGを

22部拡大、沖同志、下回同志が奮斗!J I三、
HKで党勢拡大の意義を固く意思統一しょ

う!J
42頁、特集・単一同盟化論争、「業務報告J
など

4頁、 11第九回党大会にたいする中央委員

会の報告案」の討議についてJI第九回党

大会後の地方党会議について」など

1枚、両面、「党建設についての学習資料JI党
建設についてJI当面の活動」など、書き

込みあり

2枚、両面、ホッチキスとめ、「米原子力潜

水艦寄港阻止、 -0・二五神戸港大集会、

-0・一六全京都統一行動を成功させよう

!!J I現職自衛官の大学院入学反対、学外

追放の斗いを強化しよう!!Jなど

2枚、両面、 112月全学連再建、同学会民主

化をめざし、大衆活動をひろげ、さらに党

勢を拡大しよう」、書き込みあり

52頁、「下半期総代会議案書」、田中福二(経

理課長)I四単協上半期経営分析JI続
単一同盟化論争Jなど

1枚、「第九回党大会までに、全ての滞納を

一掃し、 Sの財政活動と一人一人の経済生

活を確立しよう!!J

2枚、両面、 12月1日に開催されたSSLCで
の決定事項、書き込みあり

t..O 
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戦後学生運動ill-6-227 MP701l8 8-34 1964年12月16日 京大学生総細胞委員会 rSSLC報』
l枚、両面、 12月15日に開催されたSSLCで
の決定事項、書き込みあり

2枚、両面l枚、ホッチキスとめ、南橋公 rTー

戦後学生運動ill-6-228 MP701l8 8-33 1964年12月23日 日本共産党京大れいめい編集局 『再刊れいめい.1No.5 
つの全学連」と学生運動-今期C自治会・

同学会選挙の総括と若干の問題提起J、書

き込みあり

2枚、両面l枚、ホッチキスとめ、南橋公 rTー

戦後学生運動ill-6-229 MP701l8 12-51 1964年12月23日 日本共産党京大れいめい編集局 『再刊れいめい.1No.5 
つの全学連」と学生運動-今期C自治会・

同学会選挙の総括と若干の問題提起一」

など、書き込みあり

戦後学生運動ill-6-230 MP701l8 1-36 1964年12月26日 京都地区大学生協会館 『月刊消費者運動j第22号
44頁、特集・単一同盟化と地域生協、江村

正「水道料金値上反対ト争Jなど 」

戦後学生運動ill-6-231 MP701l8 12-52 (1964年12月〕
全日本学生自治会総連合中央執行委

『全学連書記局通信.1No.1 
l枚、両面、「全学連再建大会の成果を広め、

員会書記局 全学連4つの課題を高くかかげ前進しようJ

戦後学生運動ill-6-232 MP701l8 12劃 49 1965年1月1日 レフト(第四インター)京大支部 『鉄の剣.1No.8 
3枚、両面2枚、ホッチキスとめ、楠木京一「選

挙斗争の総括と今後の方針」など

15頁、「一一九六五年を党と人民の躍進の

戦後学生運動ill-6-233 MP701l8 8開 39 1965年1月14日 日本共産党京都府委員会 『府党報.1No.122 
年とするために-第十九回府党会議の成功

をかちとり参議院選挙の必勝態勢を確立し

ょう 第十三固定例府委員会総会-J
自頁「大会決定の具体化

戦後学生運動ill-6-234 MP701l8 8-42 1965年1月15日 日本共産党中央委員会書記局 『党報.1No.1 
統制監査委員会「規律違反事件を処理す

るばあいの党規約の厳密な実施について」

など

2枚、両面、ホッチキスとめ、「教員養成制

戦後学生運動ill-6-235 MP701l8 12-50 1965年1月18日 レフト(第四インター)京大支部 『鉄の剣.1No.9 度改悪反対! 教育への文部権力介入強

化反対 IJなど

戦後学生運動ill-6-236 MP701l8 8雌 36 1965年1月20日 日本共産党京都東地区学対部 『学対ニュース』 1枚、両面、「拡大奨励制採用について」

戦後学生運動ill-6-237 MP701l8 8-35 1965年1月21日 京大学生総細胞委員会 陪SLC報』
l枚、両面、「当面の活動の重点について」

など

17頁、「日本共産党第十九回尽都府党会議

戦後学生運動ill-6-238 MP701l8 8-38 1965年1月22日 日本共産党京都府委員会 『府党報.1No.123 
にたいする京都府委員会の報告要旨案

一九六五・ー・-0 日本共産党京都府委員

会第十三回総会」

戦後学生運動ill-6-239 MP701l8 8四 37 1965年1月22日 東地区学対部 『学対ニュース.1No.4 l枚、大学・各地区の活動状況

l枚、 IC、ほとんどの党員が拡大英雄に立

戦後学生運動ill-6-240 MP701l8 8-43 1965年1月23日 京大学生総細胞委員会 陪Sニュース』 候補。岩見沢同志が寮でN1、g5を拡大、

宇野同志P1、H1、gloJ
l枚、両面、「一月目標達成率一1月17日を

戦後学生運動ill-6司241 MP701l8 8-44 1965年1月25日 京大学生SSLC rssニュースj
基準にして-JI拡大の結集、まだ不十分!

一人残らず拡大し、必ず目標を達成しょ

うけなど

戦後学生運動ill-6-242 MP701l8 8-47 1965年1月25日 日本共産党京都府委員会 『府党ニュース.1No.215 
l枚、両面、「民青と青年学生運動の指導に

ついてJなど
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同性4
q告t

血

同

識別番号

戦後学生運動ill-6ω243

戦後学生運動ill-6-244

戦後学生運動ill-6-245

戦後学生運動ill-6-246

戦後学生運動ill-6-247

戦後学生運動ill-6・248

戦後学生運動ill-6-249

戦後学生運動ill-6-250

戦後学生運動ill-6四251

戦後学生運動ill-6岨252

戦後学生運動ill-6・253

戦後学生運動ill-6-254

戦後学生運動ill-6-255

戦後学生運動ill-6司256

ファイル番号

MP70118 

MP70118 

MP70118 

MP70118 

MP70118 

MP70118 

MP70118 

MP70118 

MP70118 

MP70118 

MP70118 

MP70118 

MP70118 

MP70118 

所在番号 作成年月日

8-45 1965年1月25日

12-72 1965年1月25日

12-56 1965年1月27日

8-52 (1965年J1月29日

12-65 1965年1月31日

8-48 1965年1月31日

12-59 (1965年1月〕

8-54 (1965年1月〕

12剛 64 1965年2月l日

8嗣 55 1965年2月l日

8明 53 1965年2月1日

8-49 1965年2月2日

12-63 1965年2月2日

8 -51 1965年2月10日

作成者 資料名

日本共産党東地区委員会 『地区ニュースJ

民主主義学生同盟全国(準)委員会 『民主主義の旗jNO.21 

全国学生文化会議事務局 『文化会議ニュースjNo.2 

日本共産党学生総細胞委員会 rs.s.L.C報』

全日本学生自治会総連合中央執行委
『全学連書記局通信jNO.4 

員会書記局

日本共産党中央委員会書記局 『党報jNo.2 

全日本学生自治会総連合中央執行委
『全学連書記局通信』

員会書記局

日本共産党京都東地区学対部 『学対部ニュースjNO.5 

日本共産党京大れいめい編集局 『再刊れいめいjNO.6 

日本共産党京都府委員会 『府党報jNo.124 

日本共産党東地区委員会 『地区ニュースjNO.113 

京大学生SSLC rSSLC報』

京都民主主義学生同盟京大班 『統ーへの道』第2号

京大学生SSLC rSSLC報』

備考

l枚、両面、「地区政策学習会開く 一月

二四日 九回大会『報告と結語』は全党員

が学習するよう義務づけるJ，第二次二カ

年計画の実践を強化しよう一三・一五目標

を二月十三日までにやりきろう-Jなど

2頁、「民学同全国(準)委結成、 3月全国

大会へ全国学友へのアピール発表」など

1枚、両面、「全国学生文化会議を成功させ

るための活動者会議の報告J
1枚、両面、「自衛官斗争第一歩を踏み出

す!J ，党勢拡大全体的に低下すJ，五点改

善運動の中で読者会を」など

l枚、両面、「歴史的な“祖学"の復刊!

すでに全国へ発送!Jなど

8頁、「憲法改悪阻止斗争の車且織化と、沖縄・

小笠原返還要求斗争の組織化問題につい

てJ，r第二次党勢拡大と思想教育活動の総

合二カ年計画』作成について」など

l枚、両面、「祖学復刊第l号発送!!Jなど

1枚、両面、「拡大英雄立候補百名に達す!

一月中に全員が必ず目標をやりぬこう」

「拡大について何うすればよいか」

2枚、両面、ホッチキスとめ、白川真澄・江

坂淳「第一期を清算せよ一日本共産主義運

動と我々の任務によせて-J
10頁、，-第九回党大会の成果を基礎に-

第十九回府党会議を成功させ参議院選挙

の必勝態勢の確立に向けて前進しよう!!-

第十四回臨時府委員会総会-J
l枚、両面、「毎日結集に入るまでに減紙を

克服して大幅な拡大をしよう!!J，明日 (2日)
原潜再び入港(佐世保)各職場・地域で抗

議決意をあげよう 抗議団、明日正午府庁

前出発」など

2枚、両面、ホッチキスとめ、第15期STK
決定に基づく党勢拡大活動の現状について

1枚、両面、「全学連第二創成期への課題と

展望」など ¢め実、SS施LドC立あ案たっのて「第I3枚、両面、ホッチキスと

二次総合二か年計画」

αコ
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4頁、「当面する大衆斗争と選挙準備をつよ

め全党員が第九回大会報告と結語を独習し

戦後学生運動ill-6-257 MP70118 8幽 61 1965年2月15日 日本共産党京都東地区委員会 『東地区党報jNo.29 党建設を一層すすめる特別会議を全党員で

実践しよう 11 日本共産党第十七回京都東

地区党会議」

戦後学生運動ill-6-258 MP70118 8-58 1965年2月15日 日本共産党中央委員会書記局 『党報jNO.3 
4頁、「参議院選挙の準備をただちにつよめ

ょうJなど

l枚、両面、「一、学習についてJI一、党

勢拡大JI三、機関紙活動JI四、生協総代

戦後学生運動ill-6-259 MP70118 8-57 1965年2月18日 京大学生SSLC rsSLC報』 選挙の準備JI五、自治会選挙JI六、新入

生歓迎と新入生対策JI七、参院選準備に

ついて」

14頁、「第九回党大会の輝かしい成果を基

礎に、全ての党組織と全ての党員が、大衆

戦後学生運動ill-6-260 MP70118 8-60 1965年2月19日 日本共産党京都府委員会 『府党報jNo.l25 活動と党建設を進め参議院選挙の必勝態

勢確立のために奮斗しよう!!=日本共産党

第十九回府党会議」

3枚、両面、ホッチキスとめ、「一、当面の

党活動の重点についてJI二、同学会、白

戦後学生運動ill-6-261 MP70118 8-56 1965年2月21日 京大学生SSLC rSSLC報J 治会選挙の意義と方針JI三、京学文、全

学文についての指示JI四、新入生歓迎実

行委員会についての指示」

4頁、「参議院選挙をめざす宣伝活動を強め

戦後学生運動ill-6闘262 MP70118 8-59 1965年2月28日 日本共産党中央委員会書記局 『党報jNO.4 
ょうJI連絡(再録)Iアカハタ写真ニュース」

の発行を旬刊制、ーセット四枚にすること

についてJなど

戦後学生運動ill-6-263 MP70118 5 -127 7月29日 尽都印刷出版労組小川分会 『斗争ニュース』 l枚、「地方裁判所へ大動員を願う!!J

戦後学生運動ill-7司1 MP70119 11-32 [1961年4月〕
日本共産党尽都府委員会学生対策 思大反戦・自由の伝統 河上精神を復活

ピラ、 1枚、両面
部、日本共産党京大学生細胞 し継承しよう

戦後学生運動ill-7-2 MP70119 11自 33 1961年5月14日
日本共産党京都府委員会、アカハタ

日本共産党躍進第2回アカハタまつり ピラ、 1枚
京都支局

戦後学生運動ill-7-3 MP70119 3-9 [1961年5月19日〕 社学同レフト京大支部教養班
学友諸君へのアッピール 本日の統一行

ピラ、 l枚、両面
動に参加せよ!!

戦後学生運動ill-7-4 MP70119 3-10 [1961年5月30日〕 社学同レフト京大支部
時計台前を斗いのエネルギーでうめよ!

ピラ、 1枚、両面
政暴法粉砕! 臨教粉砕のために!

戦後学生運動ill-7-5 MP70119 11-49 [1961年5月30日〕 全学連統一派
本日の政暴法・臨教・学生部次長制粉砕統

ピラ、 l枚、書き込みあり
一行動に全員参加しよう。

自治会の下、斗争委員会に参加せよ 民

戦後学生運動ill-7-6 MP70119 3-11 [1961年5月〕 社学問レフト京大支部
主的ルールによって大衆的統一行動を展

ピラ、 1枚、両面
開しよう 四五月行動委員会は直ちに解

散して斗争委員会に合流せよ!!

戦後学生運動ill-7-7 MP70119 11-40 [1961年5月〕
日本共産党尽大学生細胞、日本民主

学習会招請状 ピラ、 l枚、 5月20・21日開催
青年同盟京大学生班

国
莫
綱
雄
監
掘
削
川
町
糾
巡
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指
識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

戦後学生運動ill-7-8 MP70119 11-45 (1961年5月〕
日本民主青年同盟泉大学生班、府立 新緑の北山は招く 11 合同ハイキングに

ピラ、 l枚、 5月28日開催
大学班、洛北高校班 参加しよう!

全学連統一派アピール 全学連の民主的
戦後学生運動ill-7-9 MP70119 11-58 1961年6月12日 全学連続一派 統一への道 学生運動の正しい発展を保 ピラ、 1枚

障するものは誰か

反動勢力の必死の努力 政暴法二日米会
戦後学生運動ill-7-1O MP70119 11司 64 (1961年J6月14日 全学連統一派 談=弾圧強化の内閣改造=全面的反動攻 ピラ、 l枚、両面

勢

戦後学生運動E平11 MP70119 19-23 1961年6月17日 社会主義学生同盟京大支部
政暴法完全粉砕のため九月臨時国会冒

ピラ、 1枚、両面
頭、全国学生ゼネストで斗おう!

東京大学教養学部自治会、名古屋大
京大教養の全学友に訴える 池田内閣の

学教養部自治会、神戸大学教養部自
反動的軍国主義的政策に対決し安保破

戦後学生運動ill-7-12 MP70119 11-62 1961年6月19日
治会、東北大学教養部自治会、大阪

棄・日本の中立化をかちとろう! 学生運 ピラ、 1枚、両面

大学教養部自治会
動の統一再建をわれわれの手で達成しょ

う!

東京大学教養学部自治会、名古屋大
尽大教養の全学友に訴える 池田内閣の

学教養部自治会、神戸大学教養部自
反動的軍国主義的政策に対決し安保破

戦後学生運動ill-7-13 MP70119 11-70 1961年6月19日
治会、東北大学教養部自治会、大阪

棄・日本の中立化をかちとろう! 学生運 ピラ、 l枚、両面

大学教養部自治会
動の統一再建をわれわれの手で達成しょ

う!

全学連(日本学生運動の伝統)の断絶者
戦後学生運動ill-7-14 MP70119 11-67 (1961年J6月20日 京都学芸大学学友会常任委員会 “四五月行動委"(全学連統一派)を阻止 ピラ、 l枚

し主流派統一候補に投票せよ!

教養正副委員長今泉大主流派統一候補

戦後学生運動ill-7-15 MP70119 3-8 1961年6月22日 社学問レフト京大支部 同学会代議員二今社学同レフト統一候補 ピラ、 1枚、両面

我々の立場はこうだ!

戦後学生運動ill-7-16 MP70119 19-28 (1961年6月〕 社会主義学生同盟京大支部
学生運動の第二組合全自連(四、五月行

ピラ、 l枚、両面
動委員会、統一派活動者会議)打倒

戦後学生運動ill-7-17 MP70119 19-25 (1961年6月〕 社会主義学生同盟京大支部
政暴法完全粉砕をめざして9月臨時国会

ピラ、 l枚、書き込みあり
冒頭の全国学生のゼネストで斗う全学連

戦後学生運動ill-7-18 MP70119 19-26 (1961年6月〕 社会主義学生同盟京大支部
政暴法を完全に粉砕しよう 主流派の斗

ピラ、 l枚
う方針 全自連派の混乱した方針

ピラ、 l枚、「政暴法完全粉砕めざして九月
戦後学生運動ill-7司19 MP70119 19-27 (1961年6月〕 社会主義学生同盟京大支部 我々の主張のまとめ 臨時国会官頭に全国学生のゼネストでたち

あがろうJなど

戦後学生運動ill-7-20 MP70119 19-29 (1961年6月〕 社会主義学生同盟京大支部
学生運動の統一のために-全自連の解散

ピラ、 1枚、書き込みあり
を一

教養部自治会正副委員長選挙にさいして

社会主義学生同盟左翼反対派 京大主流派統一候補をわれわれの代表

戦後学生運動ill-7-21 MP70119 3 -13 (1961年6月〕 (LEFT) (共産青年インター準備会 におくれ! 共産党=民青=四五月行動 ピラ、 1枚、両面

加盟)京大支部 委員会派の日和見主義と分裂主義を粉砕

」一一
せよ!

江口

同

。。



社会主義学生同盟左翼反対派(レフ
教養正副委員長 尽大主流派(秋本・上

戦後学生運動E・7-22 MP70119 3-7 (1961年6月〕
ト)京大支部

山)は勝った! 政暴法粉砕のため全力 ピラ、 l枚
をあげて準備を!

戦後学生運動E平23 MP70119 11-59 (1961年6月〕 〔全学連統一派〕
全学連統ーを一刻も早く勝取り池田の全

ピラ、 l枚、両面
面的攻勢に備えよう!

戦後学生運動E午24 MP70119 11-68 (1961年6月〕 〔全学連統一派〕
統一か分裂か全学連統一派候補に投票

ピラ、 l枚、両面、書き込みあり
しよう 11

京都大学の学友たち! 平和と民主主義、

よりよき学園生活のために団結しよう!

戦後学生運動ill-7-25 MP70119 11-51 (1961年6月〕
全学連民主的統一派(全国学生自治 学生戦線を労働者、農民、市民、知識人

ピラ、 l枚、両面
会連絡会議) と共に進む民族民主統一戦線に結集しょ

う 全学連統一派と共に学生戦線の民主

的統一再建の大道を進もう!

戦後学生運動ill-7-26 MP70119 11-66 (1961年6月〕 日本共産党京大学生細胞
反共主義による学生運動の分裂作動を許

ピラ、 l枚、書き込みあり
すな!

戦後学生運動ill-7-27 MP70119 11-90 (1961年J9月11日 日本共産党京都東地区委員会
政暴法粉砕のためストフイキ体制を固め

ピラ、 1枚、4-40に挟み込み
ょう

戦後学生運動ill-7-28 MP70119 11-84 (1961年9月18日〕
青学共斗統一行動、日本民主青年同 政暴法粉砕決起集会11 臨時国会前に断

ピラ、 l枚、 9月18日開催
盟京大生協班、京大学生班 国粉砕しよう!

戦後学生運動ill-7-29 MP70119 3-14 (1961年9月〕 社学同レフト京大支部 「仮眠」への批判 ピフ、 l枚

戦後学生運動ill-7-30 MP70119 11-85 (1961年9月〕
総評京都地方評議会、平和と民主々 政暴法完全粉砕.9月20日夕円山大会へ結

ピラ、 1枚
義を守る京都共斗会議 集しよう

戦後学生運動ill-7-31 MP70119 25-7 (1961年10月〕 日本共産党泉大生協細胞 全学のストフイキで政暴法を粉砕しよう ピラ、 l枚

日本平和委員会・京都平和委員会京
核実験について平和を守る会アッピール

戦後学生運動ill-7-32 MP70119 10-17 1961年11月13日
大支部平和を守る会

今こそ・諸君! 完全軍縮のスローガン ピラ、 l枚、両面

を11

戦後学生運動ill-7-33 MP70119 3 -12 (1961年〕 社学同レフト京大支部
革命キューパを衛れ! アメリカ帝国主

ピラ、 l枚、両面
義をバックとする反革命軍を粉砕せよ!

労働者協会、共産主義者同盟、社会
ピフ、 l枚、「これが今年春斗勝利への唯一

戦後学生運動ill-7-34 MP70119 20-16 (1962年1月16日〕
主義学生同盟

非妥協と組織性で武装せよ! の道だ! ボス交反対!ストライキ体制

でlJなど

戦後学生運動ill-7-35 MP70119 24-4 (1962年1月〕
マルクス主義青年労働者同盟国労大

全学連派を支持せよ ピラ、 l枚
阪支部

戦後学生運動ill-7-36 MP70119 24-5 (1962年2月〕 マル学同冬季第2回公開学習会 ピラ、 l枚、切り取りあり

戦後学生運動ill-7-37 MP70119 21-53 1962年5月20日 社学問レフト京大支部総会 われわれのスローガン
ピラ、 l枚、「一、海外派兵と大衆抑圧の憲

法改悪を許すなけなど3項目

日本共産党京大学生細胞、京大生協
全学の力で平和と生活向上の斗いを更に

戦後学生運動ill-7-38 MP70119 9-8 1962年5月30日 前進させよう!一五者共斗を復活強化し ピラ、 l枚
細胞

ょう-

米ソ核実験反対! 憲法改悪反対! 大
戦後学生運動ill-7-39 MP70119 24-8 (1962年5月〕 奈良女自治会 学管理制度改悪反対! を真に斗い得る ピラ、 l枚

のは全学連主流派のみだ!

戦後学生運動ill-7-40 MP70119 13-61 (1962年6月11日〕 民青・東地区常任委員会
緊急アピール 全力を集中して6.15までに

ピラ、 l枚
目標を完遂しよう 11
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識別番号

戦後学生運動ill-7-41

戦後学生運動ill-7-42
戦後学生運動E午 43

戦後学生運動ill-7-44

戦後学生運動ill-7-45

戦後学生運動ill-7-46

戦後学生運動ill-7-47

戦後学生運動ill-7-48

戦後学生運動ill-7-49

戦後学生運動ill-7-50
戦後学生運動ill-7-51

戦後学生運動ill-7-52

戦後学生運動ill-7-53

戦後学生運動ill-7陶54

戦後学生運動ill-7司55

戦後学生運動ill-7-56

戦後学生運動ill-7-57

戦後学生運動ill-7-58

戦後学生運動ill-7-59

戦後学生運動ill-7-60

ファイル番号 所在番号

MP70119 6幽 13

MP70119 6岨 16

MP70119 6-19 

MP70119 6-21 

MP70119 6-17 

MP70119 6-39 

MP70119 6-53 

MP70119 6-51 

MP70119 6-52 

MP70119 6-42 
MP70119 6-41 

MP70119 6-65 

MP70119 7 -43 

MP70119 7 -42 

MP70119 7-41 

MP70119 24司 9

MP70119 6圃 74

MP70119 6-61 

MP70119 6-73 

MP70119 25-24 

作成年月日 作成者

(1962年J7月15日 全国学生集会のため発起人会議

(1962年7月〕
(1962年7月〕

(1962年8月〕
全京都女子学生連絡会準備会尽大準

備委員

(1962年8月〕 洛北青年の夕実行委員会

(1962年J9月15日 日韓会談反対学生対策会議

(1962年9月21日〕 全京都日韓会談反対学生協議会

日韓会談反対京大学生対策会議、朝
(1962年J9月21日

鮮人留学生同盟京大支部

(1962年9月〕 京都平民共斗統一行動

(1962年9月〕 朝鮮文化研究会、日朝協会京大支部

(1962年9月〕 〔平和を守る会〕

1962年10月10日 10・21関西実行委員会京都連絡所

(1962年10月〕
「アジアの平和のための日本大会」
京都実行委員会

阿部知二、井上良雄、上原専禄など
1962年10月

28名

在日本朝鮮人総連合会中央帰国対策
1962年10月

委員会

(1962年10月〕 全学連中央執行委員長根本仁

(1962年10月〕 日韓会談反対学生対策会議

(1962年10月〕
日韓会談反対対策会議、東南ア研反

対対策会議

(1962年10月〕 日朝協会京都府連合会京大支部

(1962年10月〕 日本共産党京大学生細胞

資料名

大学管理制度改悪粉砕のために全国の学

友は団結して立ちあがろう!

第八回原水禁大会をめぐる情勢

第八回原水禁大会をめぐる情勢

呼びかけ

若い仲間たち“第八回原水禁大会報告と

フォークダンスの夕べ"に集ろう!

“宣言"日韓会談粉砕のために起ちあがろ

う!!

市民の皆さんに訴えます!

労働者人民と共に日韓会談粉砕への巨歩

をすすめよ 13団体共同声明

21日日韓会談反対・大管法反対・改憲反対

全京大集会

朝鮮を正しく知り、朝鮮人と手をつなごう

「平和を守る会」学習会への案内

1021関西平和大会の支持決議をあげ大会

に参加しよう!

アジアの平和のための日本平和大会=意
義と要綱

核武装阻止・基地撤去・日韓会談粉砕・全

般的軍縮促進 アジアの平和のための日

本大会開催のよびかけ

日本当局は、帰国協定を即時無修正延長

せよ

全学連委員長アッピール 10.31大管法阻

止全国ゼネストにたて

25日(木)3時法経第1 日韓会談粉砕・

大管法粉砕大講演会全面的核戦争の

危機迫る! 米帝のキューバ侵略を許すな!

(10月18日大講演会の開催案内〕

日韓会談粉砕中央集会 (10:25於・東尽)

を成功させよう! 安保反対国民会議は

ついに再開された!

米帝のキューバ侵略に際して非常事態宣

言を声明す!

備考

ピラ、 2枚、両面、ホッチキスとめ

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 1枚、両面

ピフ、 l枚、第8回日本母親大会参加の呼ぴ

かけ

ピラ、 1枚、 8月27日開催

ピラ、 l枚、両面、裏面は日韓会談反対尽

大学生対策会議「“勧告"九・二一へむけて

今すぐ行動を !J、1961年と表記されている

が1962年の誤り

ピフ、 l枚
ピフ、 1枚、日韓会談反対忠大学生対策会

議は平和を守る会、中国研究会、部落問題

研究会など13団体より構成

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚、書き込みあり

ピラ、 1枚、 9月18日開催

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚、両面

ピラ、 1枚、 11月20日 ~22日開催

4頁、「帰国事業の正常な実施を妨害しよう

とする日本側の不当な策動を糾弾する」な

ど

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚、書き込みあり

ピラ、 l枚

小司
σコ



日中友好協会ライシャワ一大使来校
ライシャワ一大使同志社来校反対に立ち

戦後学生運動ill-7司61 MP70119 7 -31 1962年11月2日 阻止対策会議同志社大・京都大・立命
上ろう!-要請文

ピラ、 1枚
館大・府立大学生班

京大の諸君へ! 大管法国会上程阻止!

戦後学生運動ill-7四62 MP70119 22勘 28 1962年11月27日 立命館大学一部学友会 12・8全学閉鎖を勝ち取れ!! 共に斗い ピラ、 l枚
抜こう!

戦後学生運動ill-7-63 MP70119 2-18 (1962年11月〕 ML研
ML研アピール 11・1斗争の成果を社会

ピラ、 l枚、 11月9日の例会案内あり
主義の理論で打ち鍛えよ!!

在日朝鮮人帰国協定の無修正延長を要求
ピラ、 l枚、 11月9日開催の日朝青年学生の

戦後学生運動ill-7-64 MP70119 7 -38 (1962年11月〕 日朝協会京大支部 する! 北鮮帰遷問題は朝鮮人だけの間
集いの案内あり

題でない!

戦後学生運動ill-7-65 MP70119 7 -37 (1962年11月〕 日朝協会尽大支部、朝鮮文化研究会 “日朝青年学生の集い"を成功させよう! ピラ、 l枚、 11月9日開催

戦後学生運動ill-7幽66 MP70119 7 -39 (1962年11月〕 日朝協会京都府連合会
在日朝鮮人帰国協定の無修正延長を訴え

ピラ、 l枚
る!

ピラ、 1枚、 11月24日開催、テーマは iW日
戦後学生運動ill-7-67 MP70119 6-70 (1962年11月〕 十一月祭テーマ講演会 米文化交流』下における学生の思想と生き

方」

戦後学生運動ill-7-68 MP70119 7 -65 (1962年11月〕 「思想、と文化J創刊号案内 ピラ、 l枚

戦後学生運動ill-7司69 MP70119 2-23 1962年12月8日 社学問レフト京大支部
本日の斗いに決起し、 12.14の展望を切り

ピラ、 1枚
開け! 斗争宣言

京大全学閉鎖を支援する いっさいの妨

戦後学生運動ill-7-70 MP70119 22-35 (1962年12月〕 大阪市立大学全学学生自治会 害を排し代議員大会の圧倒的成功を勝ち ピラ、 l枚
とれ!

斗争アッピール 民青の妨害を粉砕し教

戦後学生運動ill-7-71 MP70119 22-41 (1962年12月〕 同志社大学E回生英語F23クラス 授会の弾圧をはねかえせ!! 京大大学閉 ピラ、 l枚
鎖支持 12.8;同志社全学ストライキ

大学当局の形式主義を排し全学投票・大
戦後学生運動ill-7圃72 MP70119 22-43 (1962年12月〕 同志社大学学友会 学閉鎖を勝ち取れ 我々は十二・八を大 ピラ、 1枚、両面

学閉鎖支持の全学ストで斗う

君が投票しなければ? 尽都大学の全学

同志社大学学友会、経済学部自治会、 友諸君!! 教職員の皆さん!! 生協の皆

戦後学生運動ill-7-73 MP70119 22-40 (1962年12月〕
文学部自治会、法学部自治会、工学 さん!! 作業員の皆さん!! 今日の全学

ピラ、 l枚
部自治会、商学部自治会、神学部自 投票に参加しましょう!! 私達、同志社

治会 大学の学生は、京都大学の全学投票、大

学閉鎖を熱烈に支持します!!

十一・八大管法粉砕斗争勝利のためのわ

戦後学生運動ill-7-74 MP70119 25-29 (1962年12月〕 日本共産党京大細胞
れわれの方針 共斗を破壊する閉鎖戦術

ピラ、 l枚、両面
反対・学生全学スト・学内八000の署名

総長参加を含む全京大集会とデモへ!

大学管理制度改悪反対・法制化阻止のた
ピラ、 l枚、両面、 12月8日の「全学閉鎖」

戦後学生運動ill-7開75 MP70119 25‘ 27 (1962年12月〕 日本共産党東地区委員会 めに教官、職員、大学院生、学生の諸兄
に反対

姉に訴える!

戦後学生運動ill-7-76 MP70119 25-28 (1962年12月〕 日本共産党東地区委員会 真に全学を結集した大統一行動を!!
ピラ、 l枚、両面、 12月8日の「全学閉鎖」

に反対
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識別番号

戦後学生運動ill-7-77

戦後学生運動E午 78

戦後学生運動ill-7-79

戦後学生運動E平副80

戦後学生運動ill-7-81

戦後学生運動ill-7-82

戦後学生運動ill-7四83

戦後学生運動ill-7-84

戦後学生運動ill-7-85

戦後学生運動ill-7-86

戦後学生運動ill-7-87

戦後学生運動E・7-88

戦後学生運動ill-7-89

戦後学生運動ill-7開90

ファイル番号

MP70119 

MP70119 

MP70119 

MP70119 

MP70119 

MP70119 

MP70119 

MP70119 

MP70119 

MP70119 

MP70119 

MP70119 

MP70119 

MP70119 

所在番号 作成年月日

24国 44 (1962年〕

6嗣 81 (1962年〕

9向 10 1963年1月24日

15幽 24 1963年6月8日

15-23 1963年6月8日

15町 27 1963年6月8日

15-14 (1963年6月〕

13-8 1963年8月2日

13 -7 1963年8月

2四 50 1963年10月31日

16-27 (1963年11月〕

16-29 (1963年11月〕

16副13 1963年12月11日

16-18 (1963年12月〕

作成者

全学連主流派活動者会議、マルクス

主義学生同盟

日本民主青年同盟鴨祈定時制班

全学統一派活動者会議

大西良慶、大谷鐙潤、末川博、捲川

虎三、湯川秀樹、米川清吉

米原子力潜水艦「寄港j反対六-

二三全関西神戸港大集会京都実行

委員会

米原子力潜水艦「寄港」反対六・

二三全関西神戸港大集会京都実行

委員会

平民学連中央常任委員会、北大中央

委員会、岩手大学芸学部自治会、東

北大学川内、向川内東分校自治会、

東大教育学部自治会、一ツ橋大前期、

間後期自治会、横浜市大文理学部自

治会、明治大二部商学部自治会、愛

知県学連、名大教養部自治会、大阪

外大自治会、大阪府大経済・農・工学

部自治会、大阪市大E部自治会、神

戸商大自治会、山口大経済・文理・教

育学部自治会

大西良慶

日本原水爆被害者団体協議会

レフト

「京学文」京大経済学部実行委員会

民主々義科学者協会京大学生支部

百万遍学生会館自治委員会

十二・七集会実行委員会

資料名

社学同「ソ連核実験反対は反動的だ」、

レフト「ソ連は核実験の権利をもっ」京

大主流派 この「京大主流派」には“統

一派"を

危い11 ケネディの火遊び、

大管法阻止の力で政府の陰謀(認証官制

大運協)を粉砕せよ! 1.26全学スト全学

集会を準備せよ!

米原子力潜水艦「寄港」反対神戸港大集

会(六・二三)への参加をよびかけます

米原子力潜水艦「寄港J反対、 6.23全関

西神戸港大集会に参加し、その力で日本

原水協を統一させ第9回原水禁世界大会

を成功させましょう!

米原子力潜水艦「寄港J反対、 6.23全関

西神戸港大集会に参加し、その力で日本

原水協を統一させ第9回原水禁世界大会

を成功させましょう!

学生戦線統一に関するアピール

第九回原水禁世界大会に参集した皆様へ

老宗教者のうったえ

被爆者の訴え 被爆者援護法制定のため

代議員諸君! 11.1ストの呼びかけに応え

よ!

全京都の学生の学術文化組織尽都学生

学術文化会議へのよびかけ

講演会一芝田進午氏 「科学運動と知識

人の問題J
「同大事件Jに関して全館生に訴える!

12.7全京都青年学生総決起集会に立ち上

ろう 11

備考

ピラ、 1枚

ピフ、 1枚

ピラ、 1枚、両面

ピラ、 I枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 1字文

ピラ、 l枚、 11月30日・12月1日開催

ピラ、 1枚、 11月30日開催

ピラ、 l枚、両面

ピラ、 l中文

寸 4
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戦後学生運動E平 91 MP701l9 16-9 1963年12月 同志社大学全学統一派活動者会議
盗難事件をめぐる紛争問題についての声

ピラ、 l枚、両面
明

戦後学生運動ill-7欄92 MP701l9 17 -44 [1963年〕 日本民主青年同盟京大班
共に学ぴ共に斗おう一日本民主青年同盟

ピラ、 l枚
京大班の呼びかけ-

全国合唱団会議、宗教青年平和協議 ニ・ービキニ被災十周年原水爆禁止全国 ピラ、 1枚、両面、墨面は平民学連第二回

戦後学生運動ill-7-93 MP701l9 5-52 1964年1月20日 会、安保反対平和と民主主義を守る 大会成功のための「全国青年学生大集会」 拡大全国代表者会議「全国学生文化会議

学生自治会連合、日本民主青年同盟 よびかけ のよびかけJ(1963年12月)

戦後学生運動ill-7・94 MP701l9 5-79 1964年2月13日
海野晋吉、大内兵衛、太田薫など25

日中国交回復を国民の手で! よびかけ
ピラ、 l枚、他に「よびかけ」賛同者として

名 33名の名前

安保反対平和と民主々義を守る学生

戦後学生運動ill-7-95 MP70119 5-7 1964年4月14日 自治会連合(平民学連)中央常任委 「四・一七ストJを前に学友に訴える! ピラ、 l枚、両面

員会

全民主勢力の団結で…・一新暴力法『迷惑

新暴力法・迷防法粉砕京都実行委準
防止条例』を粉砕しよう! 新暴力法「迷

戦後学生運動ill-7-96 MP70119 5-100 1964年6月22日
備会、京都府職員労働組合

惑防止条例」粉砕の六月府会開会日(六・ ピラ、 l枚
二六)決起集会を成功させるために、全

民主勢力によびかける

戦後学生運動ill-7-97 MP70119 5-101 [1964年6月〕
安保反対・平和と民主主義を守る尽

七月京都学生集会のよびかけ ピラ、 1枚、両面
都学生自治会連絡会議

戦後学生運動ill-7-98 MP70119 5-102 [1964年6月〕 平民学連中央常任委員会 新潟地震への救援活動の強化を訴える ピラ、 l枚

沖縄県民の不屈の斗いを支持し、沖縄の

戦後学生運動ill-7-99 MP70119 5-111 [1964年7月〕 京都府アジア・アフリカ連帯委員会 解放をかちとろう! 北緯27度線をのりこ ピラ、 1枚
えて8月15日海上大会を成功させよう!

戦後学生運動ill-7-100 MP70119 5-129 1964年7月
尽都労働学校学生自治会、尽都労働

働く仲間のみなさん、ともに学びましよう ピラ、 1枚
学校同窓会

戦後学生運動ill-7-101 MP70119 5-126 [1964年7月〕 大西君を守る会
川島の労働者大西君の第一回公判(七

ピラ、 1枚
月三十日)傍聴をおねがいします

戦後学生運動ill-7-102 MP70119 5嗣 120[1964年7月〕 平民学連中央常任委員会
七月全国学生集会・平民学連第2回全国大

ピラ、 l枚、両面
会アピール

戦後学生運動ill-7-103 MP70119 12-97 [1964年9月〕 〔日朝協会京都府連合会〕
日本と朝鮮との友好は平和への道 “日朝

ピラ、 l枚
協会に入会しましょう"

戦後学生運動ill-7-104 MP70119 8-15 1964年9月 平民学連
全日本学生自治会総連合を再建しよう-

ピラ、 l枚、両面
全国学友へのよびかけ-

戦後学生運動ill-7-105 MP70119 12-95 1964年9月 平民学連
全日本学生自治会総連合を再建しようー

ピラ、 l枚、両面
全国学友へのよびかけ-

日本共産党京大学生細胞 角田惇、
全京大の学友に訴える=日本共産党の再

戦後学生運動ill-7-106 MP70119 8-17 1964年10月12日 建と、日本民主主義斗争、学生運動の統 ピラ、 l枚
西村光雄

ーと前進のために=

声明 共産党と革命運動からの敗走者の

戦後学生運動ill-7-107 MP70119 8-19 1964年10月13日 日本共産党京大学生細胞
その奇弁を批判する-1全京大の学友に

ピラ、 1枚、両面
訴えるJの反党的反人民的本質について

戦後学生運動ill-7-108 MP70119 12-82 [1964年10月25日〕 平民学連
米原潜「寄港J阻止12月全学連再建全 l枚書き込みあり
関西学生総決起集会に参加しよう!

国
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指
識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日

血 戦後学生運動ill-7四109 MP70119 12-91 [1964年10月〕

同

戦後学生運動E平110 MP70119 12同 80 [1964年10月〕

戦後学生運動ill-7-111 MP70119 8-16 (1964年10月〕

戦後学生運動ill-7-112 MP70119 12-85 (1964年10月〕

戦後学生運動ill-7-113 MP70119 12-94 (1964年10月〕

戦後学生運動ill-7-114 MP70119 8-27 (1964年10月〕

戦後学生運動ill-7-115 MP70119 8-28 [1964年11月〕

戦後学生運動E司7-116 MP70119 12-32 (1964年J12月2日

戦後学生運動ill-7-117 MP70119 12-39 (1964年J12月15日

戦後学生運動ill-7-118 MP70119 5-51 [1964年〕

戦後学生運動ill-7-119 MP70119 5-128 [1964年〕

戦後学生運動ill-7-120 MP70119 12-60 1965年1月16日

戦後学生運動ill-7-121 MP70119 12-58 1965年l月26日

作成者 資料名

思都府勤労者文化団体連盟(労演、

労音、労映、自立劇団うたごえ、音 講演会「原子力潜水艦寄港をどうみるか」

サ協、民主主義文学会)

全京都学生集会京大教養部実行委員
全尽都学生集会に参加しよう 日本の独

ぷヱ〉ミ、 立・平和・民主主義・明るく豊かな学生生活

のために、全京都の学友は団結しよう!!

“全京都学生集会開催のよびかけ"日本の

全京都学生集会実行委員会
独立・平和・民主主義・明るく豊かな学生々

活のために、全京都の学友は団結しよう

“全京都学生集会開催のよびかけ"日本の

全京都学生集会実行委員会
独立・平和・民主主義・明るく豊かな学生々

活のために、全京都の学友は団結しよう

" “全京都学生集会開催のよびかけ"日本の

全京都学生集会実行委員会
独立・平和・民主主義・明るく豊かな学生々

活のために、全京都の学友は団結しよう

!! 
十月尽都学生集会を成功させよう!

第九回党大会の成功をめざし、草案討議

〔京大学生総細胞委員会〕 を深め、大衆斗争と固く結合して、党勢

拡大11月目標を達成しよう

原潜阻止自治会連絡会議
平民学連(民青)の全学連“再建"に対

する声明

欺臓に満ちた平民学連「全学連」の全貌

統一会議は“行動の統一"を追求し、

真の全学連再建の為に斗う

発起人 間幸久(国公共斗青婦協議

長)、伊藤正一(日本勤労者山岳会 豊かな青春美しい未来をめざす第一回日

会長)、石渡健司(全国合唱団会議 本青年学生大集会のよびかけ

事務局長)など34名
劇団尽芸 〔劇『河』の上演案内〕

古島敏雄など27名、東京大学教職員
よびかけ

組合など4団体

全学連中央執行委員会 声明

備考

ピラ、 1枚、 10月23日開催

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 l枚

ピラ、 I枚

ピラ、 l枚、両面、書き込みあり

ピラ、 l枚

ピラ、 1枚

ピラ、 l枚、両面、 5月3~5日開催

ピラ、 l枚、 8月2日上演

ピフ、 1枚、両面、「一月十六日朝御茶の水

駅頭で学パス料金値上げ反対のため乗車

拒否をよびかけていた東大の学生二名」が

逮捕されたことを受けて即時釈放を求める

署名をよびかけ

ピフ、 l枚、授業料値上げ等に反対を呼ぴ

かけ

(，!) 
σコ
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一月十六日・学パス値上げ反対乗車拒否

行動中学友二名が不当に逮捕されました ピラ、 l枚、両面、生活と権利を守る東大

戦後学生運動ill-7-122 MP701l9 12-61 [1965年1月〕 東京大学生活と権利を守る共斗会議 一明らかに計画的にしくまれた弾圧一一一 共斗会議 116日学パス値上げ反対=自主乗

地で行く憲法破壊を許すなーポポロ判決 車拒否完全に成功」など

(二月)への布石か-

物価値上げ反対運動への不当弾圧に直面

戦後学生運動ill-7-123 MP701l9 12-57 (1965年1月〕 東京大学生活と権利を守る共闘会議 し全国の学生自治会・生協・労働組合各種 ピラ、 l枚、両面

民主団体への訴えとお願い

朝鮮民主主義人民共和国政府声明 南朝

戦後学生運動ill-7-124 MP701l9 8-46 [1965年1月〕
鮮青壮年を侵略戦争の弾よけにするアメ

ピラ、 1枚
リカ帝国主義と朴正照一味の南ベトナム

派兵策動をきゅう弾する

戦後学生運動ill-7-125 MP701l9 10-57 4月20日
尽都合同繊維労働組合 日本クロス

働らく仲間のみなさん ピラ、 1枚
支部

戦後学生運動ill-7-126 MP701l9 7 -32 (11月5日〕 京都学生新制作座を観る会
明日六日(火)新制作座「泥かぶらj尽

ピラ、 1ネ文
都公演!

戦後学生運動E司7-127 MP70119 5-112 東映労組東撮支部
スクリーンうらの黒い霧 両岩東映東撮

ピラ、 1枚
委員長の首切りをゆるすな

戦後学生運動ill-7-128 MP70119 5-125 東映労組東撮支部
スクリーンうらの黒い霧 局岩東映東撮

ピラ、 1枚
委員長の首切りをゆるすな

京都府立品等学校教職員組合、尽都
『愛知県に於ける高校制度改正後の実態

戦後学生運動ill-8-1 MP70119 18幽 8 1957年6月25日 市立高等学校教職員組合、京都市中 17頁
学校教職員組合

報告J

京都市立品等学校教職員組合、尽都
『高等学校三原則(綜合制、学区制、男

戦後学生運動ill-8-2 MP701l9 18-9 1957年6月 府立高等学校教職員組合、京都市中 7頁
学校教職員組合、京都市教職員組合

女共学制)改変に対する意見書』

日本革命的共産主義者同盟(第四イ
討議資料1 第四インターナショナル第六

戦後学生運動E幽8-3 MP70119 2-6 (1960年〕
ンター)京大細胞

大会 ('60、スイス) 世界情勢とわれわ 14枚、ホッチキスとめ

れの任ム

戦後学生運動ill-8-4 MP70119 9-2 [1961年4月〕 日本共産党京大学生細胞
4.28夜の「トロツキスト」の暴力事件につ

l枚
いて

戦後学生運動ill-8-5 MP70119 9-1 [1961年4月〕 戦後学生運動の歴史 レジュメ、 2枚、書き込みあり

反帝・反独占、反動立法と独占の教育支

日本共産党京都府委員会学生対策部 配粉砕のために大衆的学生運動を発展さ

戦後学生運動ill-8-6 MP70119 4-43 1961年5月12日 立命大一、二部、京大、同大、学 せよ!反共分裂主義者トロッキストを放 4頁
大、学生細胞 逐し、学生戦線の民主的再建統ーのため

に、わが党は訴える

反帝・反独占、反動立法と独占の教育支

日本共産党京都府委員会学生対策 配粉砕のために、大衆的学生運動を発展

戦後学生運動ill-8-7 MP70119 11-34 1961年5月12日 部、立命大一、二部、京大、同大、 させよ! 反共分裂主義者トロッキストを 4頁
学大、学生細胞 放逐し、学生戦線の民主的再建統ーのた

めに、わが党は訴える

戦後学生運動ill-8-8 MP70119 9司 31 [1961年6月13日〕 日本共産党京大学生細胞
トロツキズムとは何か? 復活したトロツ

16頁、ホッチキスとめ、書き込みあり
'---

キーの亡霊
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q告、

江口

同

識別番号

戦後学生運動ill-8-9

戦後学生運動ill-8-1O

戦後学生運動ill-8-11

戦後学生運動ill-8-12

戦後学生運動ill-8-13
戦後学生運動ill-8-14

戦後学生運動ill-8司15

戦後学生運動ill-8司16

戦後学生運動ill-8-17

戦後学生運動ill-8-18

戦後学生運動ill-8-19

戦後学生運動ill-8-20

戦後学生運動ill-8-21
戦後学生運動ill-8-22
戦後学生運動ill-8-23

戦後学生運動ill-8-24

戦後学生運動ill-8-25

戦後学生運動ill-8-26

戦後学生運動ill-8四27

ファイル番号 所在番号

MP70119 19-30 

MP70119 11-81 

MP70119 11-82 

MP70119 11-86 

MP70119 19四 13
MP70119 19-12 

MP70119 25-3 

MP70119 3-16 

MP70119 10-2 

MP70119 2-3 

MP70119 19-31 

MP70119 10-18 

MP70120 4-2 
MP70120 4-4 
MP70120 4-3 

MP70120 9-5 

MP70120 4-6 

MP70120 4-10 

MP70120 4-8 

作成年月日 作成者

1961年6月15日 社会主義学生同盟京大支部

1961年7月4日 日本民主青年同盟京大学生班

(1961年7月〕
日本民主青年同盟京大学生班班委員
iヱb2Z、

(1961年9月1日〕 河田賢治・鈴木市蔵後援会

(1961年9月18日〕 児島悠

(1961年9月18日〕 清水徹厳

(1961年9月〕 日本共産党京大学生細胞

(1961年JlO月17日 社学同レフト尽大支部

1961年11月20日
日本平和委員会尽都平和委員会泉大

支部京大平和を守る会

共産青年インター(社学同レフト)
1961年11月28日

京大支部

(1961年〕 社会主義学生同盟 内田久夫

(1961年〕

1962年1月7日
(1962年J3月6日 日本共産党京大学生細胞委員会

(1962年3月〕

1962年4月13日

1962年4月18日 細胞委員会民青対策部

(1962年J4月19日 細胞委員会

(1962年4月〕 細胞委員会 大衆運動・自治会部

資料名

6.15大弾圧一周年に際し全京大学友に訴

える

班内通報

一民青同盟尽大学生班緊急通達一民青

帰活第一回センター会議

政治暴力防止法案を粉砕しよう-凶悪な

人民弾圧法一

戦争の問題と平和共存政策について

ベルリン問題とソヴェトの核実験再開

11月祭テーマについての我々の提案

情勢・任務・方針

米・ソ両国の全般的完全軍縮案の要点比

較

第5期間学会代議員会への提案核実験、

内外情勢、任務・方針についての我々の

見解

構造改革理論への批判

当面の情勢と方針

当面の情勢と大衆運動の諸任務レジ、ユメ

我々の斗争の基本的任務

62 ・ 1.7~3・ 1細胞活動総括

学習会レジ、ユメ 日本革命=反帝反独占

の人民の新しい民主主義革命

P内通達 党の具体的指導を強め9中委を

発展させ、政治的中心課題を明らかにし、

分班体制の確立を目指し、同盟の積極的

活動を再開しよう

P内通達62-3号幹部会決定を実践的に

討議し、京大における党の政治的影響と

党勢をひろげ、選挙戦と、大衆斗争を斗

い抜こう!

新入生の中に深く入り憲法講座を成功さ

せ、 4.28伊丹基地包囲斗争に全力を集中

しよう

備考

6枚、両面、ホッチキスとめ、「学生運動の

真の強化発展とは何か 統一を口にする分

裂派全自連=共産党の誤りJ
1枚、 7月2日に開催された民青尽大班総会

記事(同盟の総括、今後の方針、新同盟の

承認など)

1枚

パンフレット、 l枚、両面、政暴法闘争に関

する9月の日程など

8夏、 8-14とまとめてホッチキスとめ

6頁、 8-13とまとめてホッチキスとめ

2枚、両面、ホッチキスとめ、「テーマ:1激
変する世界J-我々は如何に生きるべきか

l枚

l枚

5枚、両面、ホッチキスとめ

7枚、両面6枚、ホッチキスとめ

l枚、両面、全面完全軍縮協定実現、日韓

会談反対など

2枚、両面l枚、書き込みあり

l枚、両面、書き込みあり

1枚、両面、書き込みあり

2枚、両面

l枚、両面

l枚

2枚、両面

αコ
σコ



当面する大衆運動の問題点 あらゆる形

態で学生大衆を党のまわりにしっかりと

戦後学生運動ill-8-28 MP70l20 4-9 (1962年4月〕 細胞委員会 大衆運動・自治会部 ひきつけ、具体的な行動に立上らせてい 1枚、両面、書き込みあり

く中で、 4.28斗争を成功させ5月斗争への

展望を切り開こう。

戦後学生運動ill-8-29 MP70l20 4-13 (1962年J5月18日 LC 緊急通達 l枚、書き込みあり

5-25のガガーリン歓迎を全Pをあげてとり

くみ、生協総代選挙選に勝利し、全学的

戦後学生運動ill-8-30 MP70l20 4-14 (1962年J5月18日 細胞委員会 にPの組織活動、宣伝活動を強化する中 1枚、書き込みあり

で、参院選・自治会選挙の勝利の展望を

切り開こう!!

戦後学生運動ill-8-31 MP70l20 4-7 1962年5月23日
日本共産党京大学生細胞京大生協細 物価値上に反対し学内共斗を強めよう-

l枚、両面
1包 生協運動に対する我々の提案一

戦後学生運動ill-8-32 MP70l20 4-15 1962年5月26日 細胞委員会
組織せよ、深く広くたゆみなく最後まで

2枚、両面、書き込みあり
5.30闘争とC自治会選挙斗争の方針-

五月斗争の任務と方針 大衆との組織的

結びつきを点検し再組織し多面的な分野

戦後学生運動ill-8-33 MP70l20 4嗣 11 (1962年5月〕 細胞委員会 大衆運動・自治会部 で波状的に攻撃を組織し党の政治路線を 1枚、両面、書き込みあり

大衆化し一切の斗いを参議院選挙斗争と

自治会選挙に向けていこう。

戦後学生運動ill-8-34 MP70l20 21-42 (1962年6月21日〕 〔東京教育大学文学部教授会〕
東京教育大学文学部教授会の全国国立大

1枚、両面、裏面は前切れの別資料
学教授会あてアッピール

戦後学生運動E同8-35 MP70l20 21-49 (1962年6月21日〕 〔東京教育大学文学部教授会〕
東京教育大学文学部教授会の全国国立大

l枚、両面、裏面は前切れの別資料
学教授会あてアッピール

7枚、両面5枚、ホッチキスとめ、 D、われ

京大主流派・社学同レフトに投票を! わ われの斗いの方針Jf2、主流派はかく斗っ

戦後学生運動ill-8-36 MP70l20 2-9 (1962年6月〕 社学同レフト れわれの主張はこうだ! 社学問レフト・ たJf3、憲法問題についてJf4、大学の権

選挙綱領 力支配を粉砕せよJf5、核実験についてJf6、
全学連の統一について」

日本民主青年同盟京大学生班班委員
班内通報No.l6 -全ての斗いを参院選

戦後学生運動ill-8-37 MP70120 25-43 (1962年6月〕 に集中し、票読みの目標を超過達成しょ 1枚
~ 、

つO ー

戦後学生運動ill-8-38 MP70l20 13 -1 1962年 (7月〕
在日本朝鮮留学生同盟中央本部

1962年度在日朝鮮学生夏期大野営会 13頁、ホッチキスとめ、 7月 17~20日開催
1962年度夏期大野営会実行委員会

戦後学生運動ill-8-39 MP70l20 4-17 (1962年8月2日〕 日本共産党京大学生細胞 当面する秋の情勢と党細胞の活動方針案
4枚、両面2枚、ホッチキスとめ、書き込み

あり

戦後学生運動ill-8-40 MP70l20 6 -14 (1962年8月6日〕
〔核戦争阻止、第八回原水爆禁止世

国際共同行動の勧告 l枚
界大会〕

戦後学生運動ill-8-41 MP70l20 6-15 1962年8月6日
核戦争阻止、第八回原水爆禁止世界 先主三=主，ょ面=二・ 1枚

L...ーーーーーーーーーー自由
大会
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識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

11枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり、
思議

回 「はじめにJ1" 1部総括J(1" 1 1"新しい型

戦後学生運動ill-8-42 MP70l20 6-12 [1962年8月〕 京都統一派自治会 第四回京都府学連大会への提案
の学生運動Jの視点JI"II 1"新しい学生運動」

の芽ばえJ)I"II部情勢J(1" 1国際情勢JI"II同

国内情勢J)I"ill部任務方針JI"N部全

学連再建統への道」

戦後学生運動ill-8-43 MP70l20 6-33 [1962年8月〕
第l課戦後日本の憲法と国家権力全 4枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり、
体会議レジ、ユメ 統派活動者会議夏季合宿用ヵ

戦後学生運動ill-8-44 MP70l20 6-31 [1962年8月〕
第l課第3分科会レジ、ユメ 日本国家の構 2枚、両面、ホッチキスとめ、統一派活動

造と機能 者会議夏季合宿用ヵ

戦後学生運動ill-8-45 MP70120 6-30 (1962年8月〕
第2課 日本経済の現状と方向一レジメ 2枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり、

-(第1分科会 自由化と日本経済) 統一派活動者会議夏季合宿用ヵ

戦後学生運動ill-8-46 MP70l20 6国 26 [1962年8月〕
第2分科会レジ、ユメ 第3課憲法斗争の 2枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり、

理論と戦術 統派活動者会議夏季合宿用ヵ

戦後学生運動車-8-47 MP70l20 6-32 [1962年8月〕
第一課第一分科会レジュメ 国家の性格 2枚、両面、ホッチキスとめ、統一派活動

と機能 者会議夏季合宿用ヵ

戦後学生運動ill-8-48 MP70l20 6-28 (1962年8月〕
第二課憲法斗争の理論と戦術全体会 5枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり、
議レジ、ユメ 統派活動者会議夏季合宿用ヵ

8 
戦後学生運動ill-8-49 MP70l20 6-27 (1962年8月〕

第二課第一分科会 階級斗争の理論と経
I枚、両面、統一派活動者会議夏季合宿用ヵ

験

第八回日本母親大会の手ヲINo.3 設営に
戦後学生運動ill-8-50 MP70120 6-22 [1962年8月〕 御参加下さる各係のみなさんへ一分科会 l枚、両面、 8月19.20日開催

の分一

戦後学生運動ill-8-51 (1962年8月〕
日本経済分析の基本的視点一戦後日本に

1枚、両面、書き込みあり、統一派活動者
MP70l20 6-29 おける帝国主義復活をめぐって一第2課・

第2分科会
会議夏季合宿用ヵ

戦後学生運動ill-8-52 MP70l20 6-23 (1962年8月〕
〔第八回日本母親大会設営要員分担一覧

2枚、ホッチキスとめ
表〕

戦後学生運動ill-8-53 MP70120 6四 24 [1962年8月〕 〔統一派活動者会議合宿食事献立表〕 l枚

戦後学生運動ill-8-54 MP70l20 4-18 1962年9月6日
党内通達 第5回細胞委員会総会の決定

2枚、両面、書き込みあり
-9月斗争の任務と方針一

戦後学生運動ill-8-55 MP70l20 6-25 1962年9月7日 統派事務局会計 統一派活動者会議夏季合宿会計報告 l枚、裏紙を使用

戦後学生運動ill-8-56 MP70l20 7 -119 1962年9月12日
日朝協会京都府連合会々員 小棚・ 1韓会談"即時打切り要求中央大会特

1枚
中畑・長沢・野間・吉田 別参加報告

8枚、両面6枚、ホッチキスとめ、1"1、世界

情勢J1"2、反戦斗争の課題(米ソ核実験に

対する我々の態度)J1"3、圏内情勢・任務方

戦後学生運動ill-8-57 MP70l20 2 -10 1962年9月14日 社学同レフト代議員一同 同学会代議員大会へのわれわれの提案 針J1"4、憲法斗争についての我々の任務方

針J1"5、全学連再建統一にむけてJr6、斗

争宣言Jcrインテルナツイオナーレ』

No.68、1962年9月15日)



マル同批判 反帝反スタの反革命性の批
6枚、両面4枚、ホッチキスとめ、岡本哲史

戦後学生運動ill-8-58 MP70l20 2-11 1962年9月17日 社学同レフト京大支部 r1.反帝反スタの反革命性」、島内良 r2.マ
判

ル同ソ連のマンガ性」

戦後学生運動ill-8-59 MP70l20 4-19 1962年9月22日 党内通達 第6回細胞委員会総会の決定 1枚、両面

戦後学生運動ill-8司60 MP70l20 6-56 1962年9月
在日本朝鮮人総連合会中央常任委員

『侵略と戦争につながる『韓日会談11 6頁
ぷZL3Z 

戦後学生運動ill-8-61 MP70120 6-46 (1962年9月〕
討議資料 日韓会談の本質と背景・レ

l枚
ジ、ユメ

l枚、 rr代議員会の結果についてJr JI斗
戦後学生運動ill-8-62 MP70120 7 -66 (1962年10月31日〕 オルグ要綱 争の展望と方針Jrilll1.1 /クラス組織のた

めにJ

戦後学生運動ill-8-63 MP70l20 21-1 (1962年10月31日〕
ストライキ決議が可決された場合の任務

l枚、両面
分担

戦後学生運動ill-8-64 MP70l20 6-68 (1962年10月〕 10・21関西平和大会実行委員会 10・21関西平和大会支持カード l枚

戦後学生運動ill-8-65 MP70l20 6-58 (1962年10月〕 日韓会談反対学生対策会議事務局
日韓会談反対学生対策会議代表者会議の

l枚、民青宛て、 10月16日開催
招請

戦後学生運動ill-8-66 MP70l20 7 -67 1962年11月10日
在日本朝鮮留学生同盟中央常任委員 『侵略的な「韓日会談」を即時中止させよ

5頁4;; 、 う』

大管法粉砕斗争発展のためにトロツキス

戦後学生運動ill-8-67 MP70l20 4四 20 1962年11月26日 日本共産党京都府委員会 トの極左分裂主義を粉砕し統一戦線強化 l枚、両面、各地区・細胞宛指示文書

にむかつて前進しよう!

戦後学生運動ill-8-68 MP70120 7 -64 (1962年11月〕 「現代における奇型」実行委員会 『プログラム 現代に於ける奇型』 8頁
12枚、両面8枚、ホッチキスとめ、「今まで

の斗いの総括Jr大管法、日韓会談をめぐ

戦後学生運動ill-8-69 MP70l20 2-27 (1962年11月〕 社学同レフト京大支部
討議資料 N05 11.30・12.8大管法・日韓 る情勢Jr大管法の問題点と背景Jr斗争の

会談斗争に向けて 方針Jr日韓会談の歴史的過程Jr日韓会談

の意図するものJr大学の我々に対する弾

圧」

10枚、両面9枚、ホッチキスとめ、 rl1.1斗

討議資料 11.16大管法・日韓会談斗争に
争の総括Jr大管法、日韓会談をめぐる情勢J

戦後学生運動ill-8-70 MP70l20 2国 28 (1962年11月〕 社学問レフト京大支部 「大管法の問題点と背景Jr斗争の方針Jr日
向けて

韓会談の歴史的過程Jr日韓会談の意図す

るもの」

戦後学生運動ill-8-71 MP70l20 7舗 51 1962年11月 日本平和大会京都実行委員会
核戦争阻止・日韓会談粉砕・基地撤去・全

l枚
般的軍縮促進署名

戦後学生運動ill-8-72 MP70120 16-39 1962年11月 防衛庁 昭和38年度自衛隊技術貸費学生志願案内
4枚、両面、自衛隊貸費学生推薦書・学資金

貸与願書2点添付

l枚、 r12・14ストライキを提起Jrクラス討

戦後学生運動車-8-73 MP70120 2-25 (1962年12月〕 社学同レフト京大支部 今后の斗争方針レヂ、ユメ 論は徹底的に巻き起こしていかねばなら

ぬ」

1枚、 r12・14ストライキを提起Jrクラス討

戦後学生運動ill-8凶74 MP70l20 2-33 (1962年12月〕 社学同レフト京大支部 今后の斗争方針レヂ、ユメ 論は徹底的に巻き起こしていかねばなら

L...ーーーーー
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識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

戦後学生運動ill-8司75 MP70l20 4-22 (1962年12月〕 日本共産党京大学生細胞
尽大における十二・八斗争の総括と大管

13頁、書き込みあり
法斗争の発展のために

母語

江口

戦後学生運動ill-8-76 MP70120 17 -40 (1962年12月〕 日本共産党京大学生細胞
尽大における十二・八斗争の総括と大管

13頁
法斗争の発展のために同

戦後学生運動ill-8-77 MP70l20 4-24 (1962年12月〕 日本共産党京大学生細胞委員会
細胞総会への一般報告(案) '62年秋の 10枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあ

斗争の総括と教訓 り

戦後学生運動ill-8-78 MP70120 4-21 (1962年12月〕 文化思想斗争の総括に関する案 2枚、両面l枚

戦後学生運動ill-8司79 MP70l20 4-5 (1962年〕 日本共産党京大学生細胞委員会
平和擁護斗争発展のために 平和を守る

5枚、両面3枚
会を大衆的行動組織にたかめるために

戦後学生運動ill-8-80 MP70120 4-16 (1962年〕 三月以後の細胞活動の総括案 1枚、書き込みあり

戦後学生運動ill-8白81 MP70l20 6町 20 (1962年〕 資料戦後日本の平和運動ーメモー 1枚、両面、書き込みあり

戦後学生運動ill-8-82 MP70l20 21“ 58 (1962年〕 憲法改悪反対署名簿 l枚

戦後学生運動ill-8-83 MP70l20 4-12 (1963年1月〕 細胞委員会
日韓会談・大管法粉砕の当面の斗争を発

l枚、書き込みあり
展させるための若干の問題点

戦後学生運動ill-8-84 MP70120 9 -13 (1963年2月〕 統一派合宿事務局
〔統一派春季合宿学習会 (3月7~ 11日) 17枚、合宿申込書および学習会レジ、ユメ、

に関する資料〕 書き込みあり

戦後学生運動ill-8-85 MP70120 4-23 (1963年3月〕 日本共産党尽大学生細胞 民青の諸君、地方選挙を共にたたかおう l枚、両面

戦後学生運動ill-8-86 MP70l20 4-25 (1963年3月〕 日本共産党京大学生細胞委員会 第十期ニ回細胞総会への報告 5枚、両面、書き込みあり

『新たに戦列に加わる諸君へ社会主義
8頁、「日韓会談粉砕党争に参加し学生運動

戦後学生運動ill-8-87 MP70120 23-4 1963年4月20日 社会主義学生同盟関西地方委員会 の隊列を固めよう! 全学連の再建をテコ
学生同盟の呼びかけJ

に秋からの憲法党争の準備を始めよ !J

戦後学生運動ill-8-88 MP70120 18-1 1963年4月21日
安保反対・平和と民主主義を守る全

『三月全国学生集会十三分科会報告集』
46頁、見返し部分に「地方自治体と公立大

国学生連絡会議全国中央常任委員会 学分科会報告」を挟み込み

戦後学生運動ill-8拍89 MP70120 9-11 1963年5月5日
日本共産党京大学生細胞機関紙「繋 「全般的危機の新たな段階における日本 5枚、ホッチキスとめ、京大統一派学習会

明」評論員グループ 資本主義と日韓会談J要綱 における報告レジ、ユメ

C正副委員長・D代議員選挙に際し京大レ
6枚、両面5枚、ホッチキスとめ、 r1 我々

戦後学生運動ill-8-90 MP70l20 2-38 (1963年6月〕 京大レフト の斗うスローガンJr2 斗争の現段階とそ
フトに投票せよ! レフトはかく訴える!

の展望Jr3 我々の原則的立場」

戦後学生運動ill-8-91 MP70121 13 -11 (1963年6月〕 一九六三年度平和行進についての資料
l枚、「本年度平和行進の構想Jr広島への

直結コースJr各ブロック・県内行進J
1枚、全国自治会代表者会議開催発起人団

体は北海道大学学生自治会中央委員会、

岩手大学学生自治会、東北大川内分校学

生自治会、同川内東分校学生自治会、横浜

市立大商学部学生自治会、東大教育学部

全国自治会代表者会議開催発起人団 全学連再建のための全国自治会代表者会
学生自治会、一ツ橋大前期学生自治会、同

戦後学生運動ill-8-92 MP70l21 15-44 (1963年6月〕 後期学生自治会、明治大E部商学部学生白
体 議開催のよびかけ

治会、愛知県学生自治会連合、名古屋大

教養部学生自治会、大阪府立大工学部・同

農学部・同経済学部学生自治会、大阪市立

大E部学生自治会、神戸商科大学生自治会、

山口大学経済学部・同文理学部・同教育学部

学生自治会で構成
」一一一 ーー一一ー」ーー一一一一ー」一一



『原水爆禁止運動の統一と発展のために

戦後学生運動ill-8-93 MP70121 13 -13 1963年7月13日 京都平和委員会教宣部
一原水爆禁止運動の歴史と成果、統一の

30頁
ための方向一(附・原水爆禁止に関する宣

言決議集).1

第九回世界大会まであと18日! 代表を

戦後学生運動ill-8-94 MP70l21 13-6 1963年7月15日 8.6全京都学生実行委員会事務局 決め、署名カンパの体制を組み、理論・学 l枚

習活動を断固強化せよ

戦後学生運動ill-8-95 MP70l21 9-17 1963年7月23日 平和擁護斗争の現代的課題 No.1 
4枚、両面、ホッチキスとめ、泉大統一派

夏季合宿第A-第三分科会レジュメ

戦後学生運動ill-8-96 MP70l21 9-19 1963年7月
現代帝国主義の評価と平和共存の現代的

レジ、ユメ、 4枚、両面、ホッチキスとめ
条件

戦後学生運動ill-8司97 MP70l21 13-14 1963年8月1日 原水爆禁止日本協議会
第九回原水爆禁止世界大会会場案内

8頁
資料・海外代表名簿

戦後学生運動ill-8司98 MP70l21 9-27 [1963年8月20日〕 全学連第九固定期全国報告決定集抜すい 3枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり

戦後学生運動ill-8-99 MP70l21 13開 2 (1963年8月〕 8.6京都学生実行委員会
第九回原水禁大会成功のために-討議資

7枚、ホッチキスとめ
来ト

戦後学生運動ill-8-100 MP70121 4明 27 1963年9月12日 文化部
文化部通達 “学生民科"設立に関する

l枚、両面
方針案

戦後学生運動ill-8-10l MP70121 4-26 1963年9月14日 文化部 〈通達〉 思想と文化一発行について l枚、両面、書き込みあり

戦後学生運動ill-8-102 MP70121 4-28 1963年9月15日 文化部
今期における文化斗争の主要な課題につ

l枚、両面、書き込みあり
いて

戦後学生運動ill-8-103 MP70l21 4-29 (1963年9月21日〕
日本共産党泉大学生細胞〈細胞委員 第一一期細胞総会への「当面する政治情

6枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり
会〉 勢と斗いの任務についてjの報告要綱

戦後学生運動ill-8-104 MP70121 14-55 1963年9月23日 日ソ友好協会京大支部
市電・市バスの料金値上げに反対する請

l枚、両面、京都市議会長藤井英一宛
願書

戦後学生運動ill-8-105 MP70l21 14-54 1963年9月23日 日本ベトナム友好協会京大支部
市電・市バスの料金値上げに反対する請

l枚、両面、京都市議会長藤井英一宛
願書

戦後学生運動ill-8-106 MP70121 25-45 1963年9月24日
全京都学生学術文化会議準備運営委

全京都学生学術文化会議について 2枚、両面
員会 (pグループ)

〔平和運動、市電・市バス値上げ反対斗争、

戦後学生運動ill-8-107 MP70l21 4-30 [1963年9月〕 総選挙準備と党勢拡大、反党分子・修正 4枚、ホッチキスとめ

主義者・トロツキストの動きに関するメモ〕

戦後学生運動ill-8-108 MP70121 16-48 [1963年9月〕 市電・市バス料金値上げ反対署名 l枚、署名用紙

12頁、「九月以降の学生のおかれている情

戦後学生運動ill-8-109 MP70l21 25同 46 1963年10月7日 平民学連 平民学連第四回中央常任委員会決議
勢JI七月全国学生集会の成果をさらに広

め、学生戦線の統ーをいっそう前進させよ

う」など

「第一回全京都学生学術文化会議(尽学

戦後学生運動ill-8-110 MP70l21 14-36 [1963年J10月12日 民主主義科学者協会京大学生支部 文)J京大実行委員会結成総会へのよぴ l枚、 10月18日開催
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識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

l枚、両面、第l回実行委員会の開催は10月

資料全青年へのよびかけピラとして「未 9日、資料として、未来をつくる京都青年集

戦後学生運動lli-8-111 MP70l21 5-59 0963年10月〕 未来をつくる京都青年集会準備会 来をつくる京都青年集会」開催について 会実行委員会 IW未来をつくる京都青年集

のよびかけとごそうだん 会』のよびかけ(案)J(1963年10月9日)、「未
来をつくる京都青年集会開催要項(案)J

監事尽都大学生活協同組合中居

文治、同志社大学消費生活協同組合
1963年度上半期京都地区大学生協会館に l枚、京都地区大学生協会館運営委員長横

戦後学生運動lli-8-112 MP70l21 1-45 1963年11月21日 駒井四郎、立命館大学消費生活協

同組合 日比野晃、京都府立大学医
対する監査報告書 関武宛、 6-175に挟み込み

科大学生活協同組合

14頁、I(ー)親愛なる日本の友人たちJI(二)

“マライシア連邦"の背景JI(三)“マライ

シア連邦"の内容JI(四)“マライシア連邦"

戦後学生運動lli-8-113 MP70l21 5-22 1963年11月24日 マラヤ留日学生連合会
『日本人民に告げる「マライシア連邦jの の成立過程JI(五)“マライシア連邦"は

真相J 新植民地主義の陰謀であるJI(六)人民の

“マライシア連邦"反対の高まった風潮」

I(七)“マライシア連邦"の成立は何をもた

らすか」

戦後学生運動lli-8-114 MP70l21 16-30 (1963年11月30日〕
第一回 尽都学生学術文化会議レジ、メ

3枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり
『自然科学J分科会基調報告

戦後学生運動lli-8-115 MP70l21 4-33 0963年11月〕 中央斗争委員会
現情勢と12月斗争におけるわが戦術につ

3枚、両面、ホッチキスとめ
いて

7枚、両面6枚、ホッチキスとめ、 11.なぜ主
C正副委員長・D代議員選挙に際し主流 流派として立候補したかJ12.我々の斗うス

戦後学生運動lli-8-116 MP70121 2-48 0963年12月〕 京大レフト 派・京大レフトに投ぜよ! わカ宝レフトの ローガンJ13.斗争の総括と展望J14.平民

主張! 学連批判」附の原則的立場J16他雪
批判」

戦後学生運動lli-8四 117 MP70l21 5-58 0963年12月〕
未来をつくる尽都青年集会尽都実行 “未来をつくる京都青年集会"開催のため

1枚、 12月23日開催
委員会 の実行委員会のごあんない状

戦後学生運動lli-8-118 MP70l21 17 -55 0963年〕 寺前さん、水口さんをはげます会
資料勝利のために二人のあゅんでき

4頁
た道

戦後学生運動E開8-119 MP70l21 15-42 (1963年〕 〔七月集会実行委員会〕
七月全国学生集会構想決定!一七月集会

1枚
実行委員会において一

戦後学生運動lli-8-120 MP70l21 15 -39 (1963年〕
〔日本共産党中央委員会宣伝教育文 日本共産党創立40周年記念映画 日本の

パンフレット、 1枚、両面
化部〕 夜明け

戦後学生運動lli-8-121 MP70l21 9駒 16 (1963年〕 学生運動における“転換理論"批判 4枚、両面、書き込みあり

戦後学生運動lli-8-122 MP70121 17 -32 0963年〕 南朝鮮の現状 6頁、ホッチキスとめ

戦後学生運動lli-8-123 MP70l21 5-65 1964年1月20日
「平和と民主々義を守る」左京共斗

申入書

2枚、「両物価と重税に反対する実行委員会」

会議・近衛共斗会議 中田勇次郎
の件につき京大学内共斗のため実行委員会

組織化の要請 1 
戦後学生運動lli-8-124 MP70l21 4司 31 (1964年1月〕 第11期細胞委員会 日(案本)共産党尽大学生細胞第11期斗争総括 4枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり
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11枚、両面、ホッチキスとめ、「ー はじめ

にJI二 今期における個々の斗争の経験

と教訓JI三 文化斗争の諸任務の統一的

戦後学生運動ill-8-125 MP70l21 4-32 0964年l月〕 日本共産党京大学生細胞文化部 第11期文化総括(案) 把握と組織の指導体制についてJI四 い

くつかの理論的課題についてJI五 今期

の斗争の全体的総括JI六 第12期の実践

的課題JI七むすびJ
戦後学生運動ill-8-126 MP70121 9-29 1964年3月5日 瀬川純 最賃制斗争の理論と「日本的」労働運動 4枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり

戦後学生運動ill-8-127 MP70l21 4-39 1964年3月26日
第13期細胞党会議への総細胞委員会一般

3枚、両面、書き込みあり
報告

戦後学生運動ill-8-128 MP70l21 4-40 1964年3月29日
第13期細胞党会議一般報告への理科系細

l枚
胞補足報告

戦後学生運動ill-8-129 MP70l21 5司 75 (1964年3月〕 平民学連中央常任委員会 平民学連第三回全国代表者会議招請状
l枚、京都大学工学部自治会宛、 3月22日開

催

2枚、両面、書き込みあり、 11 思都平民

戦後学生運動ill-8-130 MP70l21 4-38 0964年3月〕 特別報告
学協結成についての報告JIII 新入生対

策を中心とする当面の行動方針Jlill 党

と党建設」

6頁、第11期総会 (1963年9月)、第12期総

戦後学生運動ill-8-131 MP70l21 8-3 (1964年3月〕 〔細胞総会関係資料〕 会 (1964年1月)、第13期党会議 (1964年3月)

の議題資料

戦後学生運動ill-8-132 MP70l21 4輔 41 1964年4月9日 理科系細胞委員会通達No.l 1枚、書き込みあり

戦後学生運動ill-8~133 MP70l21 5-71 1964年4月12日
安保反対、平和と民主主義を守る尽 安保反対、平和と民主主義を守る京都学

1枚、両面、書き込みあり
都学生自治会連絡協議会 生自治会連絡協議会結成大会プログラム

安保反対、平和と民主主義を守る京
1枚、安保反対、平和と民主主義を守る尽

戦後学生運動ill-8-134 MP70l21 5-72 0964年4月12日〕
都学生自治会連絡協議会

基調報告の訂正並ぴに補充 都学生自治会連絡協議会結成大会におけ

る基調報告関係

学友諸君! 統一戦線の旗の下、平和・

独立・民主主義とよりよい学生生活のため

戦後学生運動ill-8-135 MP70l21 5-3 (1964年J4月12日 平民学協結成準備委員会
に、分裂を排し、嵐をついてっき進もう 11

14頁、書き込みあり
安保反対、平和と民主々義を守る京都

学生自治会連絡協議会結成大会 〈基調

報告〉

戦後学生運動ill-8-136 MP70l21 5-5 1964年4月16日
平民学連中央常任委員会、組織部、

組織・選対部調査表 1枚、記入なし
選対部

日中友好協会学生班、泉大学生平和
四・二八沖縄デー記念京大全学集会学生

戦後学生運動ill-8-137 MP70l21 5-80 0964年4月〕 委員会、 A.A連帯委員会京大学生支
実行委員会への参加をよびかける。

l枚、工学部自治会宛、 4月17日開催

部

戦後学生運動ill-8-138 MP70l21 5-8 0964年4月〕
(11四・一七ストJについてJ11五月青年

l枚、平民学連関係
学生大集会JについてJJ

17頁 附 報 . 1No.ll忌日本共産党思都|

戦後学生運動ill-8-139 MP70l21 8開 2 (1964年4月〕 S.S.L.C資料No.l 府委員会「京都における学生運動の再建

統ーのためにJ(1963年8月20日)

戦後学生運動ill-8-140 MP70l21 5-26 1964年5月8日 朝鮮文化研究会 日朝学生の集いプログフム 1枚
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識別番号

戦後学生運動ill-8-141

戦後学生運動ill-8-142

戦後学生運動ill-8-143

戦後学生運動ill-8-144

戦後学生運動ill-8-145

戦後学生運動ill-8司146

戦後学生運動ill-8四147

戦後学生運動ill-8-148

戦後学生運動ill-8-149

戦後学生運動ill-8-150

戦後学生運動ill-8帽151

戦後学生運動ill-8-152

戦後学生運動ill-8-153

戦後学生運動ill-8-154

ファイル番号

MP70l21 

MP70l21 

MP70l21 

MP70l21 

MP70l21 

MP70l21 

MP70l21 

MP70l21 

MP70l21 

MP70l21 

MP70l22 
MP70l22 

MP70122 

MP70l22 

所在番号 作成年月日

1-18 [1964年J6月9日

5-107 1964年7月4日

5-106 [1964年7月4日〕

12 -1 1964年7月17日

12 -104 1964年7月18日

8“ 8 [1964年7月〕

8-5 (1964年7月〕

5欄 1321964年8月4日

8目 4 [1964年8月〕

8-6 (1964年8月〕

5-133 (1964年8月〕

12-98 1964年9月8日

12 -2 1964年9月21日

12岨 96 (1964年9月〕

作成者 資料名 備考

12頁、 11.生協をめぐる情勢の基調と運動の

京都地域大学生協会館組織部 『総代会のための討議資料(その1H 方向J12.物価値上げ反対J13.書籍斗争の

基本方向J14.同盟化を推進しよう」

安保反対・平和と民主主義を守る尽
第10回原水爆禁止世界大会支持全京都学

都学生自治会連絡会議、第10回原水 2枚、両面

禁世界大会支持京都学生委員会
生大集会基調報告

京都平民学協、京都学生支持委員会
〔第10回原水爆禁止世界大会支持全京都

l枚、集会は7月4日・5日の両日
学生大集会プログラム〕

静岡大学工学部七月集会実行委員会
マスプロ教育のめざすものと静大工学部

20頁、ホッチキスとめ
の反対斗争

平民学連中央常任委員会
七月全国学生集会 平民学連第二回全国

3枚、両面、書き込みあり
大会基調報告

日本共産党京都東地区委員会
査問に附せられた同志の自己批判書を発

24枚
表するに当って

(STK関係資料〕
峨 、 11第14期STKの意義と任務JIII第 l

13期の活動総括Jlill情勢についてJIN当
面の任務方針J

第10田原水爆禁止世界大会記念うた 『第10回原水爆禁止世界大会記念うたご
パンフレット、 8頁、入場チケット挟み込み

ごえ祭典実行委員会 え祭典』

さ3
12頁、 IBG細胞総括小委員会の報告JIRG 

日本共産党京大学生総細胞委員会 内部資料NO.3 細胞総括小委員会の報告JIC細胞総括小

委員会の報告」

21頁、「一、序J1二、従属帝国主義論につ

いてJ1三、民族民主統一戦線とプロレタ

リアートの独裁，-w国会解散総選挙の情勢

と日本的統一戦線の今日的課題』批判JI四、

日本共産党京都東地区委員会 資料
統一戦線政策の正しい理解のために-w国

会解散総選挙の情勢と日本的統一戦線の

今日的課題』批判J1五、『繁明』の学生運

動論J1六、党、及びマルクス=レーニン

主義の理想に関してJ1七、二つの根本的

に誤った思想」

日本原水協現地本部 分散会場設営要領 3枚

平民学連中央常任委員会書記局 『全日本学生自治会総連合再建のために』 15頁

第10回原水爆禁止世界大会京都大学
106頁、「第十回原水禁世界大会の総括と今

『亜州連帯(第十回原水禁大会報告集H 後の方針J1各国体のとりくみを省みて」な
全学支持委員会

ど

l枚、「チョンリマ千里馬J1ヒマラヤの屋

祇園会館 〔映画チラシ〕 根を行くJ1鉄腕アトム 宇宙の勇者J1帝

銀事件死刑囚Jなど



c 

1枚、両面、後半は忠大学生総細胞党会議

第九回党大会をめざして飛躍的に党勢を
「反党的分派的行動と徹底的に斗い、細胞

の強固な団結と統ーをうちかため、第九回
戦後学生運動ill-8司155 MP70l22 8-9 (1964年9月〕 第一四回総細胞党会議 拡大し、政治的思想的組織的に強固な党

党大会成功をめざし強大な細胞建設と統一
を建設しよう

戦線の発展をめざし奮斗しよう!リ (1964年
9月13日)

戦後学生運動E・8-156 MP70122 8-18 (1964年9月〕 第14期STKに関する資料 9枚、ホッチキスとめ

学生細胞の党建設をいっそうつよめ、九・
2枚、両面、ホッチキスとめ、各地区細胞

戦後学生運動ill-8-157 MP70122 8-26 1964年10月5日 日本共産党京都府委員会 十月党勢拡大目標を達成し、学生運動の
宛の「指示J文書

統一と再建のたたかいを前進させよう!

戦後学生運動E・8-158 MP70l22 12-14 (1964年10月〕 十月全京都学生集会実行委員会 第l回全京都学生集会プログラム 11頁

戦後学生運動ill-8-159 MP70l22 12-34 (1964年10月〕 〔平民学連中央常任委員会〕
全日本学生自治会総連合再建に総力を結

5頁、ホッチキスとめ
集しよう!一平民学連六全代への報告ー

『日本の独立と平和、民主主義 明るく豊

戦後学生運動ill-8句160 MP70l22 12-13 1964年11月 第一回京都学生集会実行委員会 かな学生生活のために 全京都の学友は 22頁
団結しよう u

戦後学生運動ill-8-161 MP70l22 12-53 (1964年12月〕 全学連臨時分担金納入状況 1枚、一覧表、臨時分担金納付を呼びかけ

戦後学生運動ill-8-162 MP70l22 12-54 (1964年12月〕 全学連再建大会参加自治会一覧 1枚
戦後学生運動ill-8-163 MP70l22 12-55 (1964年12月〕 全学連の当面の行動方針 l枚

戦後学生運動ill-8四164 MP70l22 5-124 (1964年〕 京都勤労者映画協議会
〔映画『チョンリマ〈千里馬〉一社会主義

1枚、 1964年9月上映予定
朝鮮の記録-jの上映案内〕

戦後学生運動ill-8-165 MP70l22 5-63 (1964年〕
新世紀・科学と産業 京都大博覧会

科学と産業新世紀京都博
パンフレット、 l枚、書き込みあり、開催期

事務局 聞は1964年3月20日から5月31日まで

戦後学生運動ill-8司166 MP70l22 12-43 (1964年〕 全学連再建準備委員会 全学連の当面の運動方針(案) 2枚、両面l枚、ホッチキスとめ

戦後学生運動ill-8-167 MP70l22 8-7 (1964年〕 日本共産党京大学生総細胞委員会 内部資料NO.4
4頁、ホッチキスとめ、「党内の分派活動は

ゆるしえない」

戦後学生運動ill-8-168 MP70l22 8-40 1965年1月17日 第15期総細胞党会議 当面の行動方針
1枚、「衆院選をめざす活動JI自衛官学内

侵入反対の活動」、書き込みあり

23枚、書き込みあり、「序章第15期総細

胞党会議の意義と任務JI一章 情勢JI第

戦後学生運動ill-8-169 MP70122 8-41 (1965年1月〕 〔第15期総細胞党会議に関する文書〕
二章 京大における大衆斗争と細胞の中心

任務JI第三章反党修正主義者の分裂、

かくらん活動との斗争JI第四章 党建設

の総括と当面の方針J

戦後学生運動ill-8-170 MP70l22 8-50 (1965年2月〕
第十九回府党会議にたいする尽都府委員

l枚、両面
会の報告要旨案の補正

戦後学生運動ill-8-171 MP70122 4-1 水口 日本共産党綱領について
2枚、両面l枚、ホッチキスとめ、書き込み

あり

戦後学生運動ill-8-172 MP70l22 9-24 清水伴雄
反ファッショ斗争と人民戦線一統一派夏

5枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり
期合宿学習会レジ、ユメー

戦後学生運動ill-8-173 MP70l22 17 -31 朝鮮文化研究会、日朝協会尽大支部 学習会レジュメ 民族とは何か 13頁、ホッチキスとめ

型fき竺生運動ill-8-174 MP70l22 9-6 日本民主青年同盟尽大学生班 平和斗争の発展のために レジ、ユメ、 2枚、両面、ホッチキスとめ

国
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裕
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識別番号 ファイル番号 所在番号 作成年月日 作成者 資料名 備考

戦後学生運動ill-8-175 MP70l22 17 -77 
[World University Service尽大サー 〔大学のサークル活動の実態調査に関する 1枚、「大学に於けるサークル活動に意義を

クル〕 アンケート〕 認められますかjなど

思言

田

戦後学生運動ill-8-176 MP70l22 9-3 平和擁護斗争について 6枚、ホッチキスとめ、書き込みあり
同

戦後学生運動ill-8-177 MP70l22 9-4 I部現代世界をどうみるか レジュメ、 2枚、両面、書き込みあり

戦後学生運動ill-8-178 MP70l22 9-12 
[fn.A現代の基本的性格とそれを決定す

2枚
る勢力」などに関するレジ、ユメメモ〕

戦後学生運動ill-8-179 MP70122 9-14 
[f戦後学生運動史」などに関するレジ、ユ

l枚、両面、書き込みあり
メ〕

戦後学生運動ill-8-180 MP70122 9 -15 
レジュメ 学生運動と大学自治論 ブン

l枚、両面
ドの学生運動論

戦後学生運動ill-8司181 MP70l22 9-20 
平和共存とレーニン一平和共存論の歴史

レジ、ユメ、 3枚、両面、ホッチキスとめ
的経フー

戦後学生運動ill-8-182 MP70l22 9閉 21 レーニンの世界革命論 レジ、ユメ、 l枚、書き込みあり

戦後学生運動ill-8-183 MP70l22 9四 22 安保斗争史 年表、 1枚
共産主義インターナショナル第七回大会

戦後学生運動ill-8-184 MP70l22 9-23 1935'7 ~8月デイミトロフの報告「反フアツ レジュメ、 l枚
ショ統一戦線J
B-1 ロシアにおける革命の総括ーとく

戦後学生運動ill-8-185 MP70l22 9-25 にトロッキーとレーニン、スターリンの論 レジュメ、 3枚、両面、ホッチキスとめ

争を中心に一 αコ

戦後学生運動ill-8-186 MP70122 9-26 
全学連第七回中央委員会議事録(抜粋)

2枚、両面、ホッチキスとめ
1955.9.2 ~ 4 

戦後学生運動ill-8-187 MP70l22 9-28 
党内討議資料「学生運動の理論に関する

4枚、両面、ホッチキスとめ、書き込みあり
若干の問題J(テーゼ)

戦後学生運動ill-8-188 MP70l22 12-99 
極東からみたアメリカの対社会主義戦略

1枚
体制

戦後学生運動ill-8-189 MP70l22 13-10 広島市近辺略図 l枚、原水禁大会参加者向け案内図ヵ

戦後学生運動ill-8-190 MP70l22 13-39 
〔ラッセル・アインシュタイン等の声明等に

8枚、ホッチキスとめ
ついての資料集〕

戦後学生運動ill-8-191 MP70l22 19-45 
集会・集団行進及び、集団不威運動に関す

2枚、両面1枚、ホッチキスとめ
る条例(昭和二十九年六月一日より施行)

15頁、うち6頁以降「新医協尽都学生支部

戦後学生運動ill-8-192 MP70l22 25-47 医学生のおかれている現状と課題 の性格と課題」、 10頁以降「新医協活動紹

」 一一一
介の手引き」
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