
広島市　山
やま

木
き

茂
しげる

文書仮目録

（請求記号 198832）

平成 19年（2007）12月 （pdf 版公開）

広島県立文書館

凡 　例

1 本目録には，広島市 山木茂文書を掲載した。

2 目録の各項目は以下のとおり。

請求番号 　本文書群の群番号（198832）と，この項目の記号を
組み合わせたものが請求記号になる。
　【例】 　2 　→ 　198832／2

表 　題 　資料に原表題のあるものはそのまま採り，ないものは
適宜付与し〔 　〕書きで表記した。内容等で補記すべきもの
があれば（ 　）で補った。

年 　代 　資料表題に記された作成年月日を採った。
作 　成 　資料に授受関係のあるものは → で結んで表記した。
形 　態 　資料の形態を記した。
数 　量 　資料の点数を記した。

3 文書の排列は請求記号順とした。

4 利用の参考のため，本文書群の概要を冒頭に付した。

広島県立文書館ホームページ

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/monjokan/index.htm

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/monjokan/index.htm


【文書群概要】

広島
ひろしま

市
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　山
やま

木
き

茂
しげる

文書 （請求記号 198832）

山木茂氏が広島県社会運動史研究のため収集した資料

出 　所 山木 茂

出所地名 広島市翠町／広島市南区翠町［現在］

役 　職 社会運動史研究家（元広島市議会副議長）

分 　量 177点（20綴，141冊，4枚，1括，5タイトル，6部）／ データ数254件

収蔵までの経緯 広島県総務部県史編さん室が，昭和40年代後半に山木茂氏より購入。

購入したのは，同氏の収集資料のうち主として原資料およびそれらの複製ならびに調査

ノートで，広島県史編纂に利用した。昭和63年（1988）10月，県立文書館開館とともに当

館に引き継がれる。

年 　代 大正13年（1924）～昭和44年（1969）

歴 　史 山木茂氏は，明治41年（1908）生まれ。広島市議会副議長などを歴任したのち，

在野の研究家として広島県社会運動史の編纂を志し，1960年代を通じて，県内外の個人，

団体，資料所蔵機関などを歴訪し資料を収集した。そして，これらの資料をもとに昭和45

年（1970）に『広島県社会運動史』（労働旬報社）を著した。

内 　容 広島県社会運動史編纂のための種々の資料（原本および複製）が含まれている

が，無産政党・労働組合・農民組合・水平社などの資料，官憲資料および裁判資料，広島

県社会運動史調査ノート（400人以上の個人からの聞き書き）に大別できる。官憲資料や

全国的な団体の資料の複製は，今日では容易に覆刻版で閲覧できるものも多い反面，県内

の農民組合などの原資料類は，他に求めがたい貴重な資料も含まれている。

関連史料 山木氏の残りの資料は昭和59年（1984）に広島市公文書館に寄贈された。そ

の目録として同館から『山木茂資料目録』が刊行されている。

参考資料 山木氏の研究および資料収集の経緯については，『広島県社会運動史』参照。

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」

（2000. 7.19記述／安藤福平）
（2007.11.14改訂／安藤福平）
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広島市 　山木 茂文書（198832）

番号 表 　　　題 年 　代 作 　　　成 形態・数量

1 「思い出の記」綴
※戦前社会運動回想記

　 　 綴 1綴

2 海軍聯盟十年史 昭和 9. 4. 5 海軍聯盟出版部 コピー 1冊

3 芸備日日新聞（抄録） 大正 6 芸備日日新聞社 写真複製
1タイトル（ 7枚）

4 大地（73，73付録，77，85，86，121，133，
134，137，139，144–146，148–150）
※前田陸雄が編綴

昭和 5～14 大地社（細川崇円，のち田
中義信）

綴 1綴

5 評議会・社大党 昭和 6～12 広島県社会運動史刊行会
（山木茂）

綴 1綴

5/1 ◦救援学校テキスト 　戦前の犠牲者救
援運動

1964. 5. 1 日本国民救援会中央本部 活字印刷 （22頁）

5/2 ◦全市の木材労働者諸君に訴ふ！ 昭和 3. 2.21 広島木材工場労働者代表者
会議準備委員会

活字印刷 （ 1枚）

5/3 ◦労働不安は益々加はる 昭和 2. 7.30 　 活字印刷 （ 1枚）

5/4 ◦見よ？此の勝利を…見よ？労働者団
結の力を…！

昭和 3. 2.26 広島木材工場労働者代表者
会議準備会・広島一般労働
者組合木材労働班

活字印刷 （ 1枚）

5/5 ◦労友会の趣旨 　 　 謄写印刷 （ 1枚）

5/6 ◦太平洋労働組合会議の意義 　吾々は
何故代表を送らねばならぬか？

1926.10.29 諸君の同志たる豪州労働組
合協会書記 　ゼー，エヌ，
ゴウアデン

活字印刷 （ 4頁）

5/7 ◦〔新聞切抜〕（黒色秘密結社の大検挙
　武力暴動を起し全国黒色化の計画
　三百五十名を一網打尽「農村成年
社」の大陰謀）

　 　 活字印刷

5/8 ◦党本部ヨリノ指令（複写）（A）〔注
意〕特に所属議員に望ぞむ 　政府員
地方出張挙国一致要望の席に於いて

　 社大党広島県連書記局 謄写印刷 （ 1枚）

5/9 ◦党本部よりの指令（B）北支問題に
就いて特に全党員の自重を要望す

昭和 　　7.13 社大党広島県連書記局 謄写印刷 （ 2枚）

5/10 ◦社会大衆党中国地方協議会結成委員
会

昭和12. 7.25 社会大衆党中国地方協議会 謄写印刷 （ 3枚）

5/11 ◦社会大衆党広島県支部連合会執行委
員会記録

昭和12. 7.25 社会大衆党広島県支部連合
会→社会大衆党支部御中

謄写印刷 （ 2枚）

5/12 ◦要請書（北支事変突発につき出征兵
士家族の救護願）

昭和12. 8. 8 社会大衆党岡山県支部連合
会

謄写印刷 （ 1枚）

5/13 ◦県連の陣容整備さる合同完成一周年
を迎へ更に躍進を期す

1932. 7.24 編集兼発行人 　下関市丸山
町□本□□

謄写印刷 （ 3枚）

5/14 ◦第七十議会院外闘争に関す指令 1937. 1. 6 社会大衆党本部中央執行委
員会

謄写印刷 （ 1枚）

5/15 ◦地方自治体総選挙に関する指令 1937. 1.20 社会大衆党中央執行委員会
→各四部連合会御中

謄写印刷 （ 2枚）

5/16 ◦〔会計通達〕 昭和12. 1.24 社会大衆党本部会計麻生久
→各支部御中

謄写印刷 （ 2枚）

5/17 ◦〔税制整理案に対する闘争指令，社
会大衆党広島支部会議資料等〕
※同一物 4冊あり

昭和 10. 5 　 常任中央執行委員会 謄写印刷 （11枚）

5/18 ◦芸北支部（規約，執行委員会議案，社
大党中国地方協議会結成委員会等）

昭和12. 8.12 社会大衆党芸北支部常任執
行委員会

謄写印刷 （22頁）

5/19 ◦要請書（北支事変突発につき出征兵
士家族の救護願）

昭和12. 8.12 社会大衆党芸北支部常任委
員会→広島電気株式会社加
計出張所長殿

カーボン （ 1枚）

5/20 ◦通告（津麦ケ原畑地小作料納付ノ件
ニ付）
※個人名あり

昭和12. 9. 9 津麦ケ原小作人組合長谷川
庄平→広島市猫屋町佐々木
金槌殿

カーボン （ 1枚）

3



広島市 　山木 茂文書（198832）

番号 表 　　　題 年 　代 作 　　　成 形態・数量

5/21 ◦社大党芸北支部結成報告 　 社大党芸北支部 謄写印刷 （ 1枚）

5/22 ◦町村研究報告 II・ III 　 芸北支部町村研究部 謄写印刷 （ 1枚）

5/23 ◦原始産業擁護同志会同意書 昭和12. 7.18 津麦ケ原小作人組合 謄写印刷 （ 8頁）

5/24 ◦広島消費組合規約 1931. 9.19 広島消費組合 謄写印刷 （ 8頁）

5/25 ◦入党のすゝめ
※同一物 5枚あり

昭和11. 7.22 社会大衆党本部 活字印刷 （ 1枚）

5/26 ◦別ニ会社ヘ対スル要求
※ 5/23「原始産業擁護同志会同意書」の続きか

　 　 謄写印刷 （ 1枚）

5/27 ◦社大党芸北支部第一回委員会議事録 1937. 8.15 社大党芸北支部 謄写印刷 （22頁）

5/28 ◦労働組合法即時制定に関する請願書
※未記入

昭和 →衆議院議長富田幸次郎殿 活字印刷 （ 4枚）

6 日本労働組合評議会広島合同労働組合
大会議案

大正15. 4. 1 広島合同労働組合 謄写印刷 1冊

7 昭和十一年中に於ける社会運動の状況
（抄録）

昭和11 内務省警保局 コピー 1冊

8 昭和十二年中に於ける社会運動の状況
（抄録）

昭和12 内務省警保局 コピー 1冊

9 社会運動の状況（昭和13・14年分抄
録）・新人会機関紙（抄録）合冊

昭和13～14 　 写真複製 1冊

10 昭和十五年中に於ける社会運動の状況
（抄録）

昭和15 内務省警保局 コピー 1冊

11 無産者新聞（抄録） 大正14～昭和 2 無産者新聞社 写真複製
1タイトル（14枚）

12 労働新聞（日本労働組合評議会機関
紙）（抄録）

大正14 労働新聞社 写真複製14枚
1タイトル（14枚）

13 水平新聞（抄録） 昭和 2～10 水平新聞社 写真複製 1冊？
1タイトル（36枚

14 広島県水平社全国聯合大会大会宣言 昭和 9 広島県水平社 活字印刷 1枚

15 広島県における労働運動（戦前編） 　
「全国労働新聞」にみる県下の全労活
動

1966. 6.20 山木茂 活字印刷 1冊

16 全農関係本部 　 広島県社会運動史刊行会
（山木茂）

綴 1綴

16/1 ◦全農全国会議改正行動綱領 昭和 8. 4. 7 全農全国会議本部 活字印刷 （46頁）

16/2 ◦全日農統一十周年・農地改革二十周
年記念 　広島県農民運動小史

1967.11.20 全日本農民組合広島県連合
会

謄写印刷 （20頁）

16/3 ◦福岡県農民運動年表 1967. 9.15 全日本農民組合福岡県連合
会・福岡県農民運動史編纂
委員会

活字印刷 （20頁）

16/4 ◦第一回常任委員会議報告 昭和 3. 1 　 謄写印刷 （ 2枚）

16/5 ◦第一回中央委員会報告 昭和12. 3. 1 　 謄写印刷 （ 3枚）

16/6 ◦起て！全国の戦闘的同志諸君！起っ
て労農政党派をバクロ追撃掃蕩せ
よ！日本農民戦線の戦闘的統一万
才！

　 　 謄写印刷 （ 1枚）

16/7 ◦専門部委員選任の件 1937. 3. 6 全国農民組合総本部→各連
合会御中

謄写印刷 （ 1枚）

16/8 ◦連合会大会案内状 昭和 9. 3.28 全農兵庫県連合会→連合
会・組合御中

謄写印刷 （ 1枚）

16/9 ◦地主の税金が三割減る 　物価騰貴で
地主は得・小作は損 　小作料減額運
動を全国一斉に！

1937. 7.28 全国農民組合岡山県連合会
常任執行委員会→各支部御
中

謄写印刷 （ 1枚）

16/10 ◦中四協議会案内状 1936. 7.12 全国農民組合岡山県連合会
→全農 　県連合会御中

謄写印刷 （ 1枚）
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広島市 　山木 茂文書（198832）

番号 表 　　　題 年 　代 作 　　　成 形態・数量

16/11 ◦第一回全農岡山県連支部代表者会議
事録

1937. 7.28 全農岡山県連支部 謄写印刷 （ 2枚）

16/12 ◦農民手帖発行に当り組織現勢を報告
せられたし

1937. 7.28 全国農民組合岡山県連合会
本部

謄写印刷 （ 1枚）

16/13 ◦全農関協ニュース 1931. 7.29 全農関東地方協議会書記局 謄写印刷 （ 4枚）

16/14 ◦農民新聞号外 昭和 9. .15 全農全国会議 謄写印刷 （ 1枚）

16/15 ◦全国農民組合の革命化と全農全国会
議の任務に関する決議

1931. 9.24 全農全国会議書記局 謄写印刷 （ 4枚）

16/16 ◦〔市電□□会分裂問題に関する批評
送付依頼〕

大正15.12.11 山口□□→片岡学兄へ 鉛筆書き（東京市電
気局用紙）（ 2枚）

16/17 ◦「土地と自由」特別宣伝版に就いて 1937. 9. 5 全国農民組合機関紙部→各
府県連合会地区委員会御中

謄写印刷 （ 1枚）

16/18 ◦全農兵連ニュースNo. 5 昭和 9. 3.25 全国農民組合全国会議兵庫
県連合会本部

謄写印刷 （ 1枚）

16/19 ◦全農兵連ニュース 昭和10. 2. 1 全農兵庫県連合会 謄写印刷 （ 1枚）

16/20 ◦治維法改悪反対闘争についての若干
の訂正・補足

1934. 1.20 全農全国会議常任全国委員
会

謄写印刷 （ 2枚）

16/21 ◦統一戦線に関し声明す 1934. 3. 全農全国会議再建・本部確
立闘争委員会

謄写印刷 （ 2枚）

16/22 ◦全国代表者会議準備委員会結成にあ
たっての共同声明

1934. 5.25 国際共産党日本支部 謄写印刷 （ 3枚）

16/23 ◦ファッショ反対に関する決議 1937. 2.28 全国農民組合第十六回全国
会議

謄写印刷 （ 2枚）

16/24 ◦全国大会へ報告，提出文書について 1937. 1.19 全国農民組合総本部 謄写印刷 （ 1枚）

16/25 ◦大会報告の訂正追加 1937. 3. 8 全国農民組合総本部 謄写印刷 （ 1枚）

16/26 ◦昭和拾弐年度支出予算 　 全国農民組合総本部 謄写印刷 （ 1枚）

16/27 ◦「土地と自由」誌代を送れ！次号記
事を十一月廿日迄に送れ！

昭和12.11.10 全国農民組合機関紙部 謄写印刷 （ 1枚）

16/28 ◦総本部費納入について 　収穫期に当
り月別割当金をまとめて送れ！

昭和12.11.10 全国農民組合総本部 謄写印刷 （ 2枚）

16/29 ◦全農の闘争方針に関する意見書 1931. 7. 7 全農関東地方協議会・全農
近畿地方協議会・労農政党
支持強制反対全国会議

謄写印刷 （ 8頁）

16/30 ◦兵士家族救援活動を報告せよ！ 1937. 9. 5 全国農民組合総本部 謄写印刷 （ 1枚）

16/31 ◦〔無産青年第十二号送付に付受取報
告依頼〕

　 　 謄写印刷 （ 1枚）

16/32 ◦全国農民組合福佐連合会第九回大会
議事録

1936.12.22 全国農民組合福佐連合会本
部

謄写印刷 （16頁）

16/33 ◦全農第二回中央委員会議事録 1937. 7. 6 全国農民組合 謄写印刷 （54頁）

16/34 ◦中央委員会召集状 1937. 6.20 全国農民組合中央委員長杉
山元治郎

謄写印刷 （ 1枚）

16/35 ◦全組合員の支持と協力とに依って
「土地と自由」を発展せしめよ！

1937. 6.20 全国農民組合機関紙部 謄写印刷 （ 1枚）

16/36 ◦「土地と自由」特別宣伝版に就いて 1937. 9. 5 全国農民組合機関紙部 謄写印刷 （ 1枚）

16/37 ◦経済近況調査のお願ひ 昭和12. 8.18 全国農民組合調査部長→ 　
　殿

活字印刷 （ 1枚）

16/38 ◦農民手帳発行に就て組織現勢表を送
付されたし。

1937. 7.23 全国農民組合総本部→各府
県連・地区御中

謄写印刷 （ 1枚）

16/39 ◦小作料引下全国運動の宣伝費用割
当に就て，八月十日迄にご送金を乞
ふ。

1937. 7.23 全国農民組合総本部→各府
県連・地区御中

謄写印刷 （ 1枚）

16/40 ◦「土地と自由」の経営状態に就て 　誌
代の完納，注文部数の増加を望む。

1937. 7.23 全国農民組合総本部→各府
県連合会御中

謄写印刷 （ 2枚）
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16/41 ◦土地貸借価格調査委員選挙に就て 1937. 7.23 全国農民組合総本部→各府
県連合会御中

謄写印刷 （ 1枚）

16/42 ◦小作法制定，全国的小作料改定要求
の全国遊説計画に就いて日取を報告
せよ！

1937. 7.17 全国農民組合総本部→各県
連・地区御中

謄写印刷 （ 2枚）

16/43 ◦高知の農民諸君に訴ふ！ 昭和 6.10 全国農民組合中国四国協議
会

謄写印刷 （ 1枚）

16/44 ◦支部代表者会議召集状
※同一物 2枚あり

1937. 7.18 全国農民組合岡山県連合会
執行委員長宮向国平→各支
部代表者殿

謄写印刷 （ 1枚）

16/45 ◦町村会選挙結果を報告せよ！ 1937. 5.21 全農総本部→県連・地区御
中

謄写印刷 （ 1枚）

16/46 ◦「土地と自由」定期刊行断行に就い
て

1937. 5.20 全国農民組合機関紙部→各
県連・地区御中

謄写印刷 （ 1枚）

16/47 ◦小作法即時制定に関する請願書
※未記入

昭和12. 2. →衆議院議長富田幸次郎殿 謄写印刷 （ 3枚）

16/48 ◦総選挙対策委員会報告 昭和12. 4. 5 全農関東出張所→県連殿 謄写印刷 （ 3枚）

16/49 ◦第七十議会突如解散果敢に総選挙を
闘い抜け！

1937. 4. 1 全国農民組合総本部→各府
県連合会御中

謄写印刷 （ 4枚）

16/50 ◦★「土地と自由」ハガキ通信★杉山
委員長手術さる★町村会議員続々当
選

1937. 3.29 全農総本部 謄写印刷 （ 1枚）

16/51 ◦第十七回メーデー（五月一日労働祭）
を盛大に挙行せよ

1937. 3.30 全国農民組合総本部 謄写印刷 （ 2枚）

16/52 ◦選挙闘争と共に春季闘争を怠るな！ 1937. 4.18 全農総本部→県連地区御中 謄写印刷 （ 1枚）

16/53 ◦選挙に対する一般方策 　 全国農民組合本部 謄写印刷 （ 2枚）

16/54 ◦政見並に演説要旨 　 全国農民組合本部 謄写印刷 （ 3枚）

16/55 ◦選挙演説題目 　 全国農民組合本部 謄写印刷 （ 4枚）

16/56 ◦参考資料第一号 　軍事扶助法に就い
て

1937. 8. 6 社会大衆党岡山県支部連合
会・全国農民組合岡山県連
合会

謄写印刷 （ 6枚）

16/57 ◦要請書（出征兵士家族救援対策） 昭和12. 8. 7 社会大衆党岡山県支部連合
会常任執行委員会代表者重
井鹿治他 4名→岡山県知事
伊藤武彦殿

謄写印刷 （ 1枚）

16/58 ◦第五回常任執行委員会議事録 1937. 8. 8 社会大衆党岡山県支部連合
会常任執行委員会

謄写印刷 （ 1枚）

16/59 ◦出征兵士家族救援活動に就いて！ 1937. 8. 8 全国農民組合岡山県連合会
常任委員会→ 　殿

謄写印刷 （ 1枚）

17 全農広島県 昭和 6～13 広島県社会運動史刊行会
（山木茂）

綴 1綴

17/1 ◦会報 　第 6号 昭和43. 2. 広島弁護士会 活字印刷 （61頁）

17/2 ◦声明書（組合名称及従来規約の一部
変更）

昭和13. 3. 5 旧全国農民組合広島県連合
会・新改称組合名農民組合
広島県連合会拡大委員会

謄写印刷 （ 2枚）

17/3 ◦〔顧問弁護士辞任の件〕 1937.12.24 →全国農民組合総本部御中 ペン書き （ 1枚）

17/4 ◦秋季闘争用伝単の事 1936.11. 1 全農広島県連合会本部→ 　
支部御中

謄写印刷 （ 1枚）

17/5 ◦広島県連ニュース 昭和12. 3.29 全国農民組合広島県連合会 謄写印刷 （ 3枚）

17/6 ◦合村批判大演説会 5.21 合村反対血盟 活字印刷 （ 1枚）

17/7 ◦合村反対農村不況打開大演説会 .25 合村反対同盟 活字印刷 （ 1枚）

17/8 ◦全国農民組合広島県連合会組織現勢
表

昭和12. 8. 1 全国農民組合広島県連合会 カーボン （ 1枚）

17/9 ◦支部調査表
※名簿

1937. 1. 1 全国農民組合広島県連合会 謄写印刷紙にペン
書き（ 2枚）
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17/10 ◦「争議の実情」（調停申立書原文） 　 　 謄写印刷 （ 2枚）

17/11 ◦小作法即時制定に関する請願書
※個人名あり

昭和12. 2. 土岡逸平→衆議院議長富田
幸次郎殿

謄写印刷 （ 3枚）

17/12 ◦全国農民組合広島県連合会規約 1937. 2. 責任者賀茂郡造賀村片岡重
介

謄写印刷 （ 6頁）

17/13 ◦全農広連ニュースNo. 1 1935. 4.15 全国農民連合広島県連合会 謄写印刷 （ 1枚）

17/14 ◦全農広連ニュースNo. 2 昭和10. 5.15 全国農民組合広島県連合会 謄写印刷 （ 4枚）

17/15 ◦信任状（備北地区専従書記兼県連青
年部常任執行委員）

1937. 3. 5 全国農民組合広島県連合会 手書き （ 1枚）

17/16 ◦昭和十三年度拡大委員会議事録 昭和13. 2.26 旧全国農民組合広島県連合
会改メ農民組合広島県連合
会

謄写印刷 （ 2枚）

17/17 ◦全国農民組合川源支部規約 　 全国農民組合川源支部 ペン書き （ 5頁）

17/18 ◦〔山陽自治新聞創刊挨拶〕 1931.11. 山陽自治新聞同人 謄写印刷 （ 1枚）

17/19 ◦加盟申込書
※個人名あり

昭和11.12. 土居正樹→全国農民組合広
島県連合会御中

謄写印刷紙にペン
書き（ 1枚）

17/20 ◦〔全国農民組合広島県連合会会員名〕
※会員名あり

昭和12. 　 ペン書き （ 1枚）

17/21 ◦〔全農広島県連合会中部地区代表者
会議欠席通知〕

1936. 2.25 全農広島県連合会執行委員
長上岡利夫→全農広島県連
合会中□地区代表者会議御
中

ペン書き （ 2枚）

17/22 ◦全国農民組合創立十五周年記念宣言
（抜粋）

　 全国農民組合 謄写印刷 （ 1枚）

17/23 ◦小作争議調停申立書
※個人名あり

　 申立人 (小作)土岡逸平・相
手方 (地主)佐々木博明

カーボン （ 3枚）

17/24 ◦県連小史及大会報告の件 1936.10.10 全農広島県連合会本部→ 　
支部御中

謄写印刷 （ 1枚）

17/25 ◦全国農民組合創立十五周年記念大会
参加報告

昭和11.10.10 全国農民組合広島県連合会
片岡重介

謄写印刷 （16頁）

17/26 ◦全国農民組合広島県連合会規約
※同一物 5冊あり

1937. 2. 責任者賀茂郡造賀村片岡重
介

謄写印刷 （ 6頁）

17/27 ◦加入申込書
※個人名あり

昭和 8. 3.10 松田昌一→全国農民組合総
本部組織部御中

筆書き （ 1枚）

17/28 ◦秋季闘争用伝単の事
※同一物 4枚あり

1936.11. 1 全農広島県連合会本部→ 　
支部御中

謄写印刷 （ 1枚）

17/29 ◦全国農民組合広島県連合会規約
※同一物 3冊あり

1937. 2. 責任者賀茂郡造賀村片岡重
介

謄写印刷 （ 6頁）

17/30 ◦親愛なる北日本農民組合の大衆諸君
に贈る。

1935. 8.20 全農広島県連合会→北日本
農民組合大会御中

カーボン （ 1枚）

17/31 ◦諮問回答の件，行動綱領改正ニ関ス
ル件

1932. 7.18 広島県連合会常任委員会→
全農全国会議本部御中

ペン書き （ 2枚）

17/32 ◦昭和十三年度総本部最低割当額に就
いて

1937. 3.17 全農総本部→広島県連合会 謄写印刷 （ 1枚）

17/33 ◦〔支部名簿と活動状況送付依頼〕 　　　 2.14 全国農民組合関東出張所→
広島連合会殿

ペン書き （ 1枚）

17/34 ◦加入申込書
※個人名あり

昭和 8. 3.30 加藤栄三郎・右錦郡操→全
国農民組合広島県連合会御
中

ペン書き （ 1枚）

17/35 ◦第三回拡大委員会報告 1937. 8.17 全国農民組合広島県連合会
本部

謄写印刷 （ 8頁）

17/36 ◦調査表（府県名及ビ県評地区又ハ支
部ノ名称）
※責任者名あり

　 　 謄写印刷紙にペン
書き（ 1枚）
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17/37 ◦契約書（無産者政治新聞発行保証金
積立ニ関スル）

　 発行人片岡重介 鉛筆書き （ 4枚）

17/38 ◦造賀村青年団紛糾問題 　十二・十五
事件真相並批判（ 1）

　 黎明運動社編 鉛筆書き （22頁）

17/39 ◦合同問題に関する声明書 昭和13. 3. 1 旧全国農民組合広島県連合
会拡大委員会新改称農民組
合広島県連合会

ペン書き （ 2枚）

17/40 ◦小作法即時制定請願闘争の件 1937. 2.10 全国農民組合広島県連合会
→各支部・班御中

謄写印刷 （ 2枚）

17/41 ◦加盟申込書
※未使用，同一物 2枚あり

　 →全国農民組合広島県連合
会御中

謄写印刷 （ 1枚）

17/42 ◦国民組織再編成に就て 　 片岡重介 ペン書き （ 2枚）

17/43 ◦安部内閣成立に就而 　　　 8.末 片岡生 ペン書き （ 2枚）

17/44 ◦小作法即時制定に関する請願書
※個人名あり

昭和12. 2. 船原寅外 6名→衆議院議長
富田幸次郎

謄写印刷紙に書き
込み（ 3枚）

17/45 ◦小作法即時制定に関する請願書
※個人名あり

昭和12. 2. 重光齊外 6名→衆議院議長
富田幸次郎

謄写印刷紙に書き
込み（ 3枚）

17/46 ◦農村の電力問題―全国区々たる電灯
料金

　 　 謄写印刷 （ 1枚）

17/47 ◦加盟申込書
※個人名あり

昭和11.10 土岡逸平→全国農民組合広
島県連合会御中

謄写印刷紙に書き
込み（ 1枚）

17/48 ◦加盟申込書
※個人名あり

昭和12. 8 重原長市→全国農民組合広
島県連合会御中

謄写印刷紙に書き
込み（ 1枚）

18 土地と自由 第96号 　 昭和 6. 2. 2 全国農民組合総本部 活字印刷 1部

19 大正年間地方労組資料（1）
※社会運動関係原資料（ビラ，内偵資料等）の複製

　 広島県社会運動史刊行会
（山木茂）

写真複製 1冊

20 大正年間地方労組資料（2）
※社会運動関係原資料（ビラ，内偵資料等）の複製

　 広島県社会運動史刊行会
（山木茂）

写真複製 1冊

21 労働スト資料
※社会運動関係原資料（ビラ，内偵資料等）の複製

　 ［広島県社会運動史刊行会
（山木茂）］

写真複製 1冊

22 日本労働年鑑（昭和 9～14年分抄録） 昭和 9～14 大原社会問題研究所 写真複製 1冊

23 日本労働年鑑（大正 8～昭和 9年分抄
録）

大正 8～昭和 9 大原社会問題研究所 写真複製 1冊

24 産業労働時報（抄録） 昭和 4～ 7 産業労働調査所 写真複製 1冊

25 社会政策時報（抄録） 昭和 5～ 6 協調会 写真複製 1冊

26 労働運動年報（大正15～昭和 9） 大正15～昭和 9 内務省社会局 写真複製 1冊

27 大正十二年労働運動概況（抄録） 大正12 内務省社会局 写真複製 1冊

28 大正十三年労働運動概況（抄録） 大正13 内務省社会局 写真複製 1冊

29 労働（抄録） 昭和 4～ 6 日本労働総同盟 コピー 1冊

30 新人会年史表（ 1918－1929年） 1969. 1 東大新人会五十周年記念行
事発起人会

活字印刷
1冊（B5，33頁）

31 広島県労働運動史（戦前年表）因島労
働組合の資料による

1952. 8 広島県立労働科学研究所 活字印刷
1冊（B5，130頁）

32 謎の労働紛議 芝浦事件の真相（復刻
版）

大正 9. 6.12 友愛会芝浦支部 活字印刷
1冊（B6，74頁）

33 因島労働組合所蔵文書目録 昭和33.12 日本労働協会 謄写印刷
1冊（B5，52頁）

34 広島県社会運動史目次 1966. 5.20 山木茂 コピー（手書き）
1冊（A4，27頁）

35 総同盟機関紙筆写資料 昭和11～15 　 手書き
1綴（B5）

36 社会民衆新聞筆写資料 昭和 2～ 5 　 手書き
1綴（B5）
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37 総同盟機関誌筆写資料 大正 5～ 6 　 手書き
1綴（B5）

38 労働者新聞筆写資料 大正11 　 手書き
1綴（B5）

39 昭和五年十二月三十日 　電鉄争議判決
文

昭和 6. 8.28 広島県社会運動史刊行会
（山木茂）

綴 1綴

39/1 ◦判決文抄本（中越正男）
※昭和40年 4月 6日に広島地方検察庁が交付した謄本

昭和 6. 8.28 広島地方検察庁 手書き（検察庁用箋）
（B5）

39/2 ◦判決文抄本（佐竹新市）
※昭和40年 4月 5日に広島地方検察庁が交付した謄本

昭和 6. 8.28 広島地方裁判所 手書き（検察庁用箋）
（B5）

40 特高月報綴［呉鎮守府軍法会議・海軍
工廠労働組合関係を含む］

　 広島県社会運動史刊行会
（山木茂）

綴 1綴

40/1 ◦騒擾被告事件判決（写し） 大正 7.10.21 呉鎮守府軍法会議 手書き（広島法律事
務所用箋）（B5，3枚）

40/2 ◦抗命罪等被告事件判決（写し） 明治35 呉鎮守府軍法会議 手書き（広島法律事
務所用箋）（B5，7枚）

40/3 ◦抗命罪等被告事件判決（写し） 明治35.11.28 ［呉鎮守府軍法会議］ 手書き（広島県社会
運動史原稿用箋）
（B4，7枚）

40/4 ◦専修大学社会科学研究所月報 　29
号（聴取座談会 　戦前における呉海
軍工廠労働者状態の一齣 　1）

1966. 2.20 専修大学社会科学研究所 タイプ謄写
（B5，12頁）

40/5 ◦専修大学社会科学研究所月報 　31
号 　（聴取座談会 　戦前における呉
海軍工廠労働者状態の一齣 　2）

1966. 4.20 専修大学社会科学研究所 タイプ謄写
（B5，16頁）

40/6 ◦大逆事件ニュース 　第12号 1966. 2. 1 大逆事件の真実をあきらか
にする会

タイプ謄写
（B5，16頁）

40/7 ◦特高月報，思想調査資料のコピー 　 　

41/1 無名戦士之碑合祀者名簿（解放運動無
名戦士合祀者名簿）第一回～第八回合
冊
※第 7回 2冊あり

1963～1970 広島県解放運動無名戦士合
祀追悼祭実行委員会

綴（刊行物合冊）
1綴（B6，9冊）

41/2 無名戦士墓合葬者名簿 　第十四回～第
二一回合冊
※ 14–16，19回 2冊あり

1961～1968 解放運動犠牲者合葬追悼会
実行委員会

綴（刊行物合冊）
1綴（A5，13冊）

42 中国評論 大正13～昭和 4 中国評論社 写真複製 1冊

43 昭和六年五月 　市川忍事件（全協事
件）判決文

昭和 7～11 広島県社会運動史刊行会
（山木茂）

綴 1綴

43/1 ◦治安維持法違反被告事件判決（謄本
4件）
※昭和39年に広島地方検察庁が交付した謄本

昭和 7～11 広島地方裁判所・広島控訴
院

青焼

44 昭和七年三月五日 　第一次共産党事件
判決文

昭和 8 広島県社会運動史刊行会
（山木茂）

綴 1綴

44/1 ◦治安維持法違反被告事件判決（謄本
15件）
※昭和39・40年に広島地方検察庁が交付した謄本

昭和 8 広島地方裁判所・広島控訴
院

青焼

45 農商務統計表（大正 8・11年版抄録） 大正 8～11 農商務省 写真複製 1冊

46 昭和七年十月三十日 　第二次共産党事
件 　海軍［軍］人事件判決文

昭和 8. 4.25 広島県社会運動史刊行会
（山木茂）

綴 1綴

46/1 ◦治安維持法違反被告事件判決（謄本）
※昭和39年に広島地方検察庁が交付した謄本

昭和 8. 4.25 呉鎮守府軍法会議 青焼 （袋綴52頁）

47 昭和七年十月三十日 　第二次共産党事
件判決文

昭和 8～12 広島県社会運動史刊行会
（山木茂）

綴 1綴

47/1 ◦治安維持法違反被告事件判決（謄本
13件）
※昭和39年に広島地方検察庁が交付した謄本

昭和 8～ 9 広島地方裁判所・広島控訴
院

青焼
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番号 表 　　　題 年 　代 作 　　　成 形態・数量

47/2 判決宣告通知 昭和12.10.26 東京控訴院第六刑事部→和
佐田芳雄

ペン書き （ 1枚）

47/3 領収書 昭和12. 7.17 東京拘置所→和佐田芳雄 活字印刷＋ペン書き
（ 1枚）

48 昭和九年四月二十六日 　第三次共産党
事件判決文

昭和 8～13 広島県社会運動史刊行会
（山木茂）

綴 1綴

48/1 ◦治安維持法違反被告事件（瀬尾健太
郎）予審終結決定（謄本）

昭和 9. 1.30 広島地方裁判所 タイプ
（袋綴 8頁）

48/2 ◦接見禁止命令（謄本）（瀬尾健太郎） 昭和 8.12. 4 広島地方裁判所 活字印刷＋墨書
（ 1枚）

48/3 ◦接見禁止命令（謄本）（瀬尾健太郎） 昭和 9. 1.30 広島地方裁判所 カーボン （ 1枚）

48/4 ◦保釈請求却下決定（謄本）（瀬尾健
太郎）

昭和 9. 2. 5 広島地方裁判所 活字印刷＋ペン書き
（ 1枚）

48/5 ◦治安維持法違反被告事件判決（謄本
18件）
※昭和39・40年に広島地方検察庁が交付した謄本

昭和 9～13 広島地方裁判所・広島控訴
院

青焼

49 学生思想事件一覧（昭和 4年11月～昭
和 7年 3月分抄録）

昭和 4～ 7 文部省 コピー 1冊

50 われらの科学 　第12・13号（昭和 8年
2月・ 3月）
※第12号が 2冊あり

昭和 8 日本プロレタリア科学同盟 活字印刷
1タイトル（ 3部）

51 社会大衆新聞 　第97号（昭和12年 9
月18日）

昭和12. 9.18 社会大衆新聞社 活字印刷 1部

52 全農広島県聯合会十四年苦斗史 昭和11. 9 全農広島県聯合会 謄写印刷 1冊

53 因島労働組合宣伝デー 　 因島労働組合 活字印刷 1枚

54 入党のすゝめ 昭和11. 7.23 社会大衆党呉地方支部 活字印刷 1枚

55 労友会大正十三年度秋期総会案内 大正13.12 労友会 活字印刷 1枚

56 広島洋服工親会急告 大正12. 3 広島洋服工親会 活字印刷 1枚

57 日本労働総同盟の活動 昭和 7. 2.20 日本労働総同盟本部 活字印刷
1冊（B5，28頁）

58 農民新聞 　第 6号 昭和 7. 7. 1 全農全国会議本部 活字印刷 1部

59 芸備日日新聞 　昭和 8年 4月 8日（呉
市借地人組合結成大会記事）

昭和 8. 4. 8 　 活字印刷 1部

60 月刊新築地劇団 　第32号（昭和14年
8・ 9月合併）

昭和14. 8.30 新築地劇団 活字印刷 1部

61 月刊新協劇団 第57号（昭和14然月 1
日）

昭和14. 7. 1 新協劇団 活字印刷 1部

62 港湾聯盟 　第 4巻第 3号 　通巻第74
号（ 1933年 3月）

昭和 8. 3.10 日本港湾従業員組合聯盟 活字印刷
1冊（26頁）

63 港従 　第99号（昭和11年 1月） 昭和11. 1.25 日本港湾従業員組合 活字印刷
1冊（16頁）

64 戦旗 　第 3巻第 5号（ 1930年 3月）（復
刻版）

1968. 3.15 日本国民救援会 活字印刷
1冊（112＋22頁）

65 丙子会々則 昭和11. 4 丙子会発起人 活字印刷
1冊（12頁）

66 県内労働組合資料 　 　 写真複製 1綴

67 軍縮整理に対する請願書 　附要求理由
書

昭和 5.12 海軍労働組合聯盟 活字印刷 1冊

68 保護観察所名簿 1936～1938 広島県社会運動史刊行会
（山木茂）

綴 1綴

68/1 ◦思想犯保護観察法（昭和11年 5月
29日法律第29号）

昭和11. 5.29 　 謄写印刷
（袋綴，4頁）

68/2 ◦会報 　第 1年第 3号 昭和11. 9.25 丙子会 活字印刷 （10頁）
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番号 表 　　　題 年 　代 作 　　　成 形態・数量

68/3 ◦会員名簿 　 　 謄写印刷 （12頁）

68/4 ◦丙子会々則 昭和11. 4 丙子会 活字印刷 （12頁）

68/5 ◦会則（案） 　 　 タイプ （袋綴，8頁）

68/6 ◦時局対応中四委員会結成大会各地代
表者出席名簿

　 　 活字印刷 （ 2頁）

68/7 ◦時局対応中四委員会結成大会出席名
簿

　 　 活字印刷 （ 6頁）

68/8 ◦時局対応中四委員会規約 　 　 活字印刷 （ 5頁）

68/9 ◦寄せ書き 　 　 ペン書き （ 1枚）

68/10 ◦中四思想報国同友会規約 昭和13.11.12 中四思想報国同友会 活字印刷 （ 6頁）

68/11 ◦宣言，決議 昭和13.11.12 中四思想報国同友会 活字印刷 （ 4頁）

69 内務省資料（社会運動の状況の抄録） 昭和 4～12 内務省 写真複製 1冊

70 大正昭和年間司法省資料（思想月報・
思想調査資料・思想調査等の抄録）

　 司法省・文部省 写真複製 1冊

71 広陵中学校血書連判事件関係 大正15 山木茂 一括 1括

72 阪井完一葉書 昭和 3. 8. 2 阪井完一→山木茂 葉書 1枚

73 広島県社会運動史調査ノート 1～ 7 　 山木茂 大学ノート 7冊

74 広島県社会運動史調査ノート 8～15 　 山木茂 大学ノート 8冊

75 広島県社会運動史調査ノート 16～23 　 山木茂 大学ノート 8冊

76 広島県社会運動史調査ノート 24～34 　 山木茂 大学ノート 11冊

77 広島県社会運動史調査ノート 35～41 　 山木茂 大学ノート 7冊

78 広島県社会運動史調査ノート 42～46 　 山木茂 大学ノート 5冊

79 広島県社会運動史調査ノート 47～53 　 山木茂 大学ノート 7冊

80 広島県社会運動史調査ノート 54～60 　 山木茂 大学ノート 7冊

81 広島県社会運動史調査ノート 61～67 　 山木茂 大学ノート 7冊

82 広島県社会運動史調査ノート 68～71
※ 69・70・71は各 2冊

　 山木茂 大学ノート 7冊

83 広島県社会運動史調査ノート 72～78 　 山木茂 大学ノート 7冊

84 広島県社会運動史調査ノート 79～85
※ 82はない，85は 2冊

　 山木茂 大学ノート 7冊

85 広島県社会運動史調査ノート 86～90
※ 86は 2冊

　 山木茂 大学ノート 6冊

86 広島県社会運動史調査ノート 91～95 　 山木茂 大学ノート 5冊

87 広島県社会運動史調査ノート 96～99
※ 96は 2冊，99は番号がつけられてない

　 山木茂 大学ノート 5冊
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