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広島県立文書館

平成26年（2014）9月

凡 例

1 本目録には，広島市 小西正則氏所蔵資料を掲載した。

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（201408）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】 1/1 → 201408／1／1

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。集合形態をした

資料の内訳を示す場合には，頭に“ ◦”を付けた。

年　代 資料に記された作成年月日を採り，推測した場合は「ヵ」を付した。

作　成 資料の作成者，もしくは発行者を記した。

形　態 資料の形態，および印刷手法，原本・コピー等の外形的情報を記した。

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/site/monjokan/

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/


【文書群概要】
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所蔵資料 （請求記号 201408）

広島市の部落解放運動活動家・小西正則氏が蓄積・収集した資料のうち，広島市福島

地域の歴史編さんの参考資料として，藤原浩修氏に貸し出していたもの。

出　所 小西正則

出所地名 広島市西区

分　量 54点（ 4ファイル，4フォルダー，41仮とじ，5冊）／レコード数 168件

収蔵までの経緯 1990年ごろ藤原浩修氏が原蔵者より借用。以後，平成26年（2014）6月まで保

管。同月，同氏を通じて原蔵者より県立文書館に寄贈。

年　代 大正15年（1926）～平成 3年（1991），主として1950年代～1980年代

歴　史 小西正則氏は1958年に広島大学部落問題研究会結成に参加，1962年同大学卒業後，広島

市福島町の子ども会活動に従事した。その後，部落解放運動団体の役員を務め，全国部落解放運動

連合会広島県連合会書記次長，2001年より広島県地域人権運動連合会事務局長，その後同会副会長

を歴任した。

内　容 藤原浩修氏（元県史編さん室，当時県立観音高校教諭）が福島地域の歴史編さん（ふくしま

文庫編『地域民主主義を問いつづけて　水平社70年と広島のたたかい』1992年5月刊行）の参考資料とし

て小西氏より借用したもの。小西氏が活動の過程で入手，蓄積した資料のほか，購入・コピーなど

により収集した資料も多い。内容は，同和行政，同和教育，同和地区実態調査，部落解放運動，福

島町わかくさ子供会，福島町どんぐり子供会に関する資料など。

利用上の注意 本文書群には，基本的人権擁護の観点から，部分的に利用に供することができな

いものが含まれている。

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」

（2014. 7.17記述／安藤福平）



広島市　小西正則氏所蔵資料（201408）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態／数量

1 広島市同和対策事業諸制度のあり
方について（意見）

昭和62.3.30 広島市同和対策推進審議会 紙ファイルとじ（本文 43
頁，資料 26頁）
／ 1ファイル

1/1 ◦広島市同和対策事業諸制度等の
あり方について（中間意見）
※ 1に挿入

昭和62年 月 日 広島市同和対策推進審議会
第一専門部会

コピー（ワープロ，31頁）
／（1仮とじ）

2 同和教育資料　尾長地区の実態
調査

昭和27.3.25 広島市教育委員会 紙ファイルとじ，手書き孔
版，16頁
／ 1冊

3 調査報告（1） 　 小西正則 フォルダー
／ 1フォルダー

3/1 ◦〔同和地区調査個表〕 　 　 コピー（活字様式に手書き，
5枚）
／（1仮とじ）

3/2 ◦広島の子どもたちの実態―中間
報告―　第27次広島市教育研
究集会　特別分科会「非行と学
力もんだいを考える」報告資料
※同一物 2部あり

　 　 手書き孔版，30頁
／（2冊）

3/3 ◦学力と生活習慣―1977.10調査
から（天満小・観音小）―
※同じものの原紙 1枚，「通園区域と所得階層（52.4・現）」という題の原紙 1枚を含む
（いずれも鉛筆書き）。

1977.10. 　 手書き孔版，3枚
／（1仮とじ）

3/4 ◦第四回広島県高校生部落問題研
究集会に対する報告

1974.9.15 部落解放同盟正常化広島県
連合会音戸町支部

手書き孔版，2枚
／（1冊）

3/5 ◦〔倉橋町生徒報告〕 　 　 手書き孔版，2枚
／（1仮とじ）

3/6 ◦〔職業状態・健康状態調査集計
表〕

1973年ヵ 　 手書き孔版，19枚
／（1仮とじ）

3/7 ◦実態調査の報告 1973年ヵ 　 手書き孔版，51枚
／（1冊）

3/8 ◦〔全国同和地区調査広島県分集
計表〕（2，120～123頁をコピー）

昭和46.6. 　 湿式コピー（手書き孔版），5
枚
／（1仮とじ）

3/9 ◦漁村部落の現状（公害）と生活
実態　第6回部落問題研究集会
　現状と生活分科会資料
※同一物 2部あり

1974.3.17 広島大学部落問題研究会 手書き孔版，9枚
／（2冊）

3/10 ◦総合老人福祉センター構想試案 　 　 手書き孔版，3枚
／（1仮とじ）

3/11 ◦中学校卒業後の進路状況調査 昭和49.5.1 　 活版様式に手書き，2枚
／（2枚）

3/12 ◦部落問題講座第11講　福島町
の変化と現状　報告メモ

1982年以降 レポーター　小西正則 コピー（手書き・切り貼り），
7枚
／（1仮とじ）

4 実態資料（市） 　 小西正則 フォルダー
／ 1フォルダー

4/1 ◦昭和52年度　事業計画概要
※同一物 2部あり

昭和52 広島市教育委員会同和教育
指導課

製版・手書き孔版，22頁
／（2冊）

4/2 ◦同和教育資料　昭和52年度 昭和52 広島市教育委員会同和教育
指導課

製版，コピー（手書き），青
焼き，11枚
／（1冊）

4/3 ◦昭和54年度　同和教育指導課
事業概要

昭和54 広島市教育委員会同和教育
指導課

製版，30頁／（1冊）

4/4 ◦同和教育資料 1982.3. 広島市教育委員会 製版，75頁／（1冊）

4/5 ◦〔広島市教委各課別基本方針と
事業の概要〕

昭和47.8. 広島市立観音中学校PTA 手書き孔版，6枚
／（1仮とじ）
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広島市　小西正則氏所蔵資料（201408）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態／数量

4/6 ◦同和対策の概要　昭和57年度 昭和57 広島市民生局同和対策部 青焼きコピー（製版），91頁
／（1仮とじ）

4/7 ◦教育をゆがめる「解同」（部落解
放同盟一部幹部の教育介入をやめ
させ，父母のだれもが心から安心
できるあたりまえの教育を　市民
のだれもが同意できる公平で民主
的な同和行政を）
※同一物 2部あり

　 広島県部落解放運動連合会
県北協議会

製版，1枚／（2枚）

4/8 ◦〔同和問題啓発映画等広告綴〕 　 　 製版，青焼き（手書き），9枚
／（1仮とじ）

4/9 ◦同和対策の概要　昭和56年度 昭和56 広島市民生局同和対策部 製版，92頁／（1冊）

4/10 ◦同和対策の概要　昭和55年度 昭和55 広島市民生局同和対策部 製版，81頁／（1冊）

4/11 ◦同和対策の概要　昭和54年度 昭和54 広島市民生局同和対策部 活字印刷，48頁／（1冊）

5 広島市における部落調査について 昭和25.7. 〔広島市教育委員会〕社会
教育課

紙ファイルとじ，コピー（手
書き孔版），12枚
／ 1ファイル

6 昭和30年市同和対策資料・昭和32
年広島市同和対策資料・昭和42年
広島市同和地区実態調査報告書

　 小西正則 紙ファイルとじ
／ 1ファイル

6/1 ◦広島市同和対策資料 昭和32.11. 広島市 コピー（手書き孔版），42頁
／（1冊）

6/2 ◦同和対策資料 昭和30.9. 広島市 コピー（手書き孔版），23頁
／（1冊）

6/3 ◦広島市同和地区実態調査報告書 昭和42.3. 広島市民生局福利課 コピー（タイプ孔版），41頁
／（1冊）

6/4 ◦広島市同和地区実態調査報告書
※表紙に「1979.7.9（月）古本アカデミー，1500」の鉛筆書きメモあり。挿入文書 1枚
（健康保険・共済組合改悪に反対する請願書）

昭和42.3. 広島市民生局福利課 タイプ孔版，41頁
／（1冊）

6/5 ◦第一期　部落問題講座　第一講
　メモ
※ 6に挿入。

　 担当　小西 重ね折，コピー（手書き・切
り貼り），5枚
／（1仮とじ）

6/6 ◦〔資料〕
※ 6に挿入。6-5の補足資料ヵ

1990年ヵ 　 コピー（手書き・切り貼り），
4枚
／（1仮とじ）

7 〔同和地区調査表〕
※ 1同和地区数及び人口調，2同和地区別世帯及び人口，3同和地区別世帯規模別一覧表
の 3つの表からなる。同一物の乾式コピーが 1部あり。

昭和42.8.1 　 青焼きコピー（手書き），13
枚
／ 1仮とじ

8 昭和37年度同和地区実態調査結
果報告書

昭和37.8.1 広島県民生労働部厚生課 タイプ（一部手書き）孔版，
100頁
／ 1冊

9 広島市同和対策長期計画 昭和45.10.7 広島市 製版，15頁／ 1冊

10 広島市長期計画の実績と今後の事
業計画　市同対室

　 小西正則 紙ファイルとじ
／ 1ファイル

10/1 ◦広島市同和対策長期計画の実績
と今後の事業計画
※同一物のコピーが 1部あり。

昭和55.3 民生局同和対策室 製版，51頁／ 1冊

10/2 ◦広島市同和対策事業実績と今後
の事業計画

昭和58.3 民生局同和対策部 コピー（製版），22頁
／ 1冊

11 同和地区の概況と同和対策の概況
※昭和 34年 9月 1日現在の調査と昭和 34年 9月末日現在の補足調査の結果より作成。

昭和35.9.30 　 タイプ孔版，117頁
／ 1冊

12 福島，南三篠地区実態調査集計表 　 　 湿式コピー（手書き孔版），
33枚
／ 1仮とじ
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広島市　小西正則氏所蔵資料（201408）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態／数量

13 乳，幼，児童死亡率及乳児死亡の
社会的原因　社会調査第一編

大正15.2.25 広島市役所 紙ファイルとじ，コピー（製
版），63頁
／ 1冊

14 昭和60年度地域啓発等実態把握
（生活実態把握）の概要（昭和60年
11月30日実施）

昭和60.11.30 総務庁長官官房地域改善対
策室

紙ファイルとじ，製版，37
頁
／ 1仮とじ

15 調査報告（2） 　 小西正則 フォルダー
／ 1フォルダー

15/1 ◦全国同和地区調査　第1票・A
（地区票）
※統計調査様式

　 　 製版，17頁／ 1仮とじ

16 調査報告（3） 　 小西正則 フォルダー
／ 1フォルダー

16/1 ◦〔同和地区の現況メモ・広島市
同和対象地域の現況〕

　 　 手書き。コピー（手書き，地
図），20枚
／ 1仮とじ

16/2 ◦〔広島市同和対策推進審議会配
布資料〕
※広島市同和地区環境整備実施事業費一覧表など。アカデミィ書店の貼紙あり。

昭和42.8.30 　 タイプ孔版，9枚
／ 1仮とじ

16/3 ◦同和教育白書（第 I集）―教育の
現状分析と教育行政への願い―

1962. 広島市立観音中学校 タイプ孔版，60頁／ 1冊

16/4 ◦同和地区の被爆者 昭和53.8.6 （発行者）国連代表派遣をす
すめる福島推進委員会

製版，42頁／ 1冊

16/5 ◦通園区域と所得階層（52.4現） 昭和52.4. 　 手書き孔版／ 1枚

16/6 ◦〔中・高等学校生徒進路状況等
全体・同和地区比較表〕
※ 2部あり

昭和53年度 　 コピー（タイプ孔版，手書
き），3枚
／ 2仮とじ

16/7 ◦実態調査　基本的調査
※ 2部あり

1968.6. 広島市立観音中学校 手書き孔版，20頁／ 2冊

16/8 ◦昭和40年以降の差別事件一覧表
※同一物の乾式コピーあり

昭和42年ヵ 　 青刷／ 1枚

16/9 ◦進路保障へのとりくみと問題点 1973.2.25 広島市立観音中学校 手書き孔版，28頁 +20頁
／ 1冊

16/10 ◦広島の同和教育―第10回広島
県同和教育研究大会報告―

1964.11.5 広島県同和教育研究協議会 手書き孔版，135頁
／ 1冊

17 〔わかくさ・どんぐり合冊〕 　 　 クリップどめ／ 1仮とじ

17/1 ◦わかくさ〔創刊号ヵ〕
※ 18-1と同じ

　 　 コピー（手書き孔版，17頁）
／（1部）

17/2 ◦わかくさ　昭和32年卒業記念
※ 18-3，18-9と同じ

昭和33.2.28 福島町わかくさ子供会 コピー（手書き孔版，12頁）
／（1部）

17/3 ◦わかくさ
※ 18-4，18-10と同じ

昭和33.7.22 わかくさ子供会 コピー（手書き孔版，4頁）
／（1部）

17/4 ◦どんぐり　創刊号
※ 23-1と同じ

昭和35.8.25 福島町どんぐり子供会 コピー（手書き孔版，14頁）
／（1部）

17/5 ◦どんぐり　2号
※ 23-2と同じ

昭和35.12.19 どんぐり子供会 コピー（手書き孔版，22頁）
／（1部）

17/6 ◦どんぐり　第3号
※ 23-3と同じ

昭和36.4.24 どんぐり子供会 コピー（手書き孔版，22頁）
／（1部）

17/7 ◦どんぐり　文集
※ 23-4と同じ

　 　 コピー（手書き孔版，18頁）
／（1部）

17/8 ◦〔どんぐり歌集〕
※ 23-5と同じ

　 　 コピー（手書き孔版，12頁）
／（1部）
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広島市　小西正則氏所蔵資料（201408）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態／数量

17/9 ◦どんぐり歌集　2
※ 23-6と同じ

　 　 コピー（手書き孔版，3頁）
／（1部）

18 〔わかくさ〕 　 　 クリップどめ／ 1仮とじ

18/1 ◦わかくさ〔創刊号ヵ〕
※ 17-1と同じ

　 　 コピー（手書き孔版，17頁）
／（1部）

18/2 ◦わかくさ　第2号 　 福島町わかくさ子供会 コピー（手書き孔版，18頁）
／（1部）

18/3 ◦わかくさ　昭和32年卒業記念
※ 17-2，18-9と同じ

昭和33.2.28 福島町わかくさ子供会 コピー（手書き孔版，12頁）
／（1部）

18/4 ◦わかくさ
※ 4頁目欠。17-3，18-10と同じ

昭和33.7.22 福島町わかくさ子供会 コピー（手書き孔版，3頁）
／（1部）

18/5 ◦わかくさ子供新聞　創刊号
※わかくさ子供会 4周年

　 わかくさ子供会 コピー（手書き孔版，2頁）
／（1部）

18/6 ◦わかくさ子供新聞　第7号
※わかくさ子供会 3周年

昭和28.7. わかくさ子供会 コピー（手書き孔版，2頁）
／（1部）

18/7 ◦わかくさ子供新聞　12号 　 わかくさ子供会 コピー（手書き孔版，2頁）
／（1部）

18/8 ◦わかくさ子供新聞　12月号 昭和32.12. 　 コピー（手書き孔版，2頁）
／（1部）

18/9 ◦わかくさ　昭和32年卒業記念
※ 17-2，18-3と同じ

昭和33.2.28 福島町わかくさ子供会 コピー（手書き孔版，12頁）
／（1部）

18/10 ◦わかくさ
※ 17-3，18-4と同じ

昭和33.7.22 福島町わかくさ子供会 コピー（手書き孔版，4頁）
／（1部）

19 〔新聞記事切抜き（わかくさ子供会，
教育，PTA，習字ほか）〕
※わかくさ子供会に関連して教育，PTA，習字などの記事を切り抜いたとみられる。

　 　 重ね折，コピー
／ 1仮とじ

20 〔広島大学部落問題研究会会報，
子供会ちらしほか〕

　 　 クリップどめ／ 1仮とじ

20/1 ◦広島大学部落問題研究会　会報
　第1号

1959.3.1 広島大学部落問題研究会 コピー（手書き孔版，8頁）
／（1部）

20/2 ◦広島大学部落問題研究会　会報
　第2号

1959.12.1 広島大学部落問題研究会 コピー（手書き孔版，10頁）
／（1部）

20/3 ◦広島大学部落問題研究会　会報
　第3号

1960.6.1 広島大学部落問題研究会 コピー（手書き孔版，10頁）
／（1部）

20/4 ◦星と塩　No3 1960.8.15 福島病院従業員組合 コピー（活字孔版，6頁）
／（1部）

20/5 ◦星と塩 1961.2.20 福島病院従業員組合 コピー（活字孔版，8頁）
／（1部）

20/6 ◦第8回記念祭 昭和31.6.16 わかくさ子供会 コピー（手書き孔版，2頁）
／（1部）

20/7 ◦第9回文化祭 昭和31.11.4 わかくさ子供会 コピー（手書き孔版，2頁）
／（1部）

20/8 ◦第8回文化祭 昭和30.11.3 わかくさ子供会 コピー（手書き孔版，2頁）
／（1部）

20/9 ◦ 1957年　クリスマス　プログ
ラム

1957.12.19・20 広島基督教社会館日曜学校 コピー（手書き孔版，2頁）
／（1部）

20/10 ◦案内状〔都市計画で子供会の場
所がなくなることについての
相談〕

　 どんぐり子供会 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

20/11 ◦子供を守る会の運営について 昭和33.4.23 子供会指導者，青年会，西隣
保館，西部生活改善補導所

コピー（手書き孔版）
／（1枚）
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20/12 ◦夏休みには読書を
※ 20-6に 2枚目あり

　 　 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

20/13 ◦第10回教団総会への建議案　
未解放部落問題に関する建議案

　 〔日本キリスト教団第4回西
中国教区総会〕

コピー（手書き孔版，2枚）
／（1部）

20/14 ◦ 5月定例教師会 1958.5.11 広島基督教社会館日曜学校
教師会

コピー（手書き孔版，6 枚，
10頁）
／（1部）

20/15 ◦〔岩井さんへの別れのことば〕
※コピーの左半分は，福留商店の請求書

昭和32.11.ヵ 　 コピー（手書き）／（1枚）

21 〔雑誌『部落』広島市関連論文コ
ピー〕
※部落問題研究所発行の『部落』から広島市関連の論文をコピーしたもの

　 　 クリップどめ／ 1仮とじ

21/1 ◦福島町子ども会15年の歩み
※『部落』1964年 11月号

1964.11.1 有田穣 コピー（製版，15頁）
／（1部）

21/2 ◦差別をはねかえしたくましく育
つこどもたち
※『部落』1964年 2月号

1964.2.1 広島市福島町どんぐり子供
会指導者グループ

コピー（製版，8頁）
／（1部）

21/3 ◦学校と地域の共通目標に―観音
中学校の実践とその反省―
※『部落』1962年 2月号

1962.2.1 観音中学校 コピー（製版，4頁）
／（1部）

21/4 ◦原爆と差別
※『部落』1964年 9月号

1964.9.1 藤川治生 コピー（製版，6頁）
／（1部）

21/5 ◦盛大だった第10回広同教大会
※『部落』1964年 9月号

1964.9.1 谷口勝利 コピー（製版，2頁）
／（1部）

21/6 ◦平和都市「ヒロシマ」の部落
※『部落』1961年 7月号

1961.7.1 藤川治生 コピー（製版，6頁）
／（1部）

22 「若くさ子ども会」と青年指導者群
※広島県部落解放運動史刊行会『広島県水平運動の人びと』（部落問題研究所出版部発行）
所収

1973.7.30 空辰男 コピー（製版，12頁）
／（1部）

23 〔どんぐり〕
※重ねて置かれているのみで，綴じられていないが，他の文書とサイズが異なるので 1ア
イテムとして識別可能。

　 　 ひと重ね／ 1仮とじ

23/1 ◦どんぐり　創刊号
※ 17-4と同じ

昭和35.8.25 福島町どんぐり子供会 コピー（手書き孔版，14頁）
／（1部）

23/2 ◦どんぐり　2号
※ 17-5と同じ

昭和35.12.19 福島町どんぐり子供会 コピー（手書き孔版，22頁）
／（1部）

23/3 ◦どんぐり　第3号
※ 17-6と同じ

昭和36.4.24 どんぐり子供会 コピー（手書き孔版，22頁）
／（1部）

23/4 ◦どんぐり　文集
※ 17-7と同じ

　 　 コピー（手書き孔版，18頁）
／（1部）

23/5 ◦〔どんぐり歌集〕
※ 17-8と同じ

　 　 コピー（手書き孔版，12頁）
／（1部）

23/6 ◦どんぐり歌集　2
※ 17-9と同じ

　 　 コピー（手書き孔版，3頁）
／（1部）

24 部落〔演劇台本〕
※ 24～54は紙袋に入っていた。

　 　 重ね折り，コピー（手書き孔
版，5頁）
／ 1仮とじ

25 〔福島町どんぐり子供会日誌〕 昭和35.3.2～
36.7.7

　 クリップどめ，コピー（手
書き，44頁）
／ 1仮とじ

26 どんぐり　第3号
※ 17-6と同じ

昭和36.4.24 どんぐり子供会 重ね折り，コピー（手書き孔
版，22頁）
／ 1仮とじ
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27 どんぐり　第4号 昭和36.9.11 福島町どんぐり子供会 重ね折り，コピー（手書き孔
版，11頁）
／ 1仮とじ

28 第6章　第2節　同和問題
※表紙に手書きで「資料　同和問題」と記してある。

　 　 ホチキスとじ，コピー（手
書き孔版，10頁）
／ 1仮とじ

29 どんぐり　2号
※ 17-5と同じ

昭和35.12.19 福島町どんぐり子供会 重ね折り，コピー（手書き孔
版，23頁）
／ 1仮とじ

30 福山夏季ワークショップ資料 1964.8.21～23 広島市福島町どんぐり子
供会

重ね折り，コピー（手書き孔
版，6枚）
／ 1仮とじ

30/1 ◦会館建設と子供会活動 　 　

30/2 ◦部落解放運動・民主運動への不
当弾圧

　 　

31 全国子供集会参加レジメ 昭和39年ヵ 広島市福島町どんぐり子
供会

重ね折り，コピー（手書き孔
版，3枚）
／ 1仮とじ

32 どんぐり　創刊号 昭和35.8.25 福島町どんぐり子供会 重ね折り，コピー（手書き孔
版，15頁）
／ 1仮とじ

33 〔子供会々館建設協力署名・募金
用紙〕
※署名（住所・氏名・印・募金額）

　 　 重ね折り，コピー（手書き，
44枚）
／ 1仮とじ

34 子供会活動の基本原則と子供会館
建設への取り組み案

　 　 重ね折り，コピー（手書き孔
版，6頁）
／ 1仮とじ

35 ドングリ　第4号　どんぐり子供
会文集

昭和36.10.2 福島どんぐり子供会 重ね折り，コピー（手書き孔
版，12頁）
／ 1仮とじ

36 子供会活動　取り組み案 　 どんぐり子供会 重ね折り，コピー（手書き孔
版，10頁）
／ 1仮とじ

37 子どもにあそびを 　 広島市福島町どんぐり子
供会

重ね折り，コピー（手書き孔
版，15頁）
／ 1仮とじ

38 文集　第5号 昭和36.12.23 福島どんぐり子供会 重ね折り，コピー（手書き孔
版，12頁）
／ 1仮とじ

39 〔どんぐり子供会ビラほか〕 　 　 重ね折り／ 1仮とじ

39/1 ◦〔部落解放第1回全国子供集会に
参加して〕

　 　 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

39/2 ◦部落解放第1回全国子供集会報
告書

　 　 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

39/3 ◦〔合宿につきあいさつ〕 9月15日 どんぐり子供会指導者一同 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

39/4 ◦「母と子の集い」準備会へのよ
びかけ

4月27日 どんぐり子供会 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

39/5 ◦先生の10・26実力行使を支援し
ましょう！

昭和42.10. 広島子どもを守る会 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

39/6 ◦こども会活動のすゝめ方（案） 　 　 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

39/7 ◦昭和42年度　どんぐり子供会
予算要求書

1966.11.11 部落解放同盟福島支部・福
島町どんぐり子供会

コピー（タイプ孔版）
／（1枚）

39/8 ◦先生の10・21半日休暇闘争を支
持します

1966.10.19 福島どんぐり子供会指導員
グループ

コピー（手書き孔版）
／（1枚）
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39/9 ◦これでも安心してかわいい子
どもを観音中学校にいかされま
すか

1967.11.30 どんぐり子ども会指導員グ
ループ

コピー（手書き孔版）
／（1枚）

39/10 ◦未来に明るい希望のもてる教育
を確立するためにおとうさん、
おかあさんに訴えます

1967.12.16 どんぐり子供会指導グルー
プ

コピー（手書き孔版）
／（1枚）

39/11 ◦先生の10・26実力行使を支持し
ます

昭和42.10. 広島市学童保育連絡協議会 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

39/12 ◦子供をとりまく状態と子供会活
動の任務

　 福島町どんぐり子供会 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

39/13 ◦第1回全国部落問題研究会　子
ども会分科会報告書

　 広島市福島町どんぐり子ど
も会

コピー（手書き孔版）
／（1枚）

39/14 ◦どんぐり新聞　第10号 　 どんぐり子ども会 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

39/15 ◦三福島町どんぐり子ども会の
歩みと課題　四子ども会活動の
課題
※報告レジュメのつづき

　 　 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

39/16 ◦観音中学校の生徒のみなさんへ
訴える
※「1967-（42）」の加筆あり

1967年ヵ 福島町どんぐり子ども会中
学生グループ

コピー（手書き孔版）
／（1枚）

40 どんぐり　文集
※ 17-7と同じ

　 　 重ね折り，コピー（手書き孔
版，18頁）
／ 1仮とじ

41 いのちと怒りの詩 　 大月洋 重ね折り，コピー（タイプ孔
版，6頁）
／ 1仮とじ

42 1963年京都のうたごえ記念　創
作曲集―今すぐ世界に平和を―

1963年 京都のうたごえ実行委員会 重ね折り，コピー（手書き孔
版，18頁）
／ 1仮とじ

43 部落解放第15回全国大会議案集 1960.9.10～11 部落解放同盟 重ね折り，コピー（製版，20
頁 +2枚）
／ 1仮とじ

44 〔広島市子供会連合会〕 　 　 重ね折り／ 1仮とじ

44/1 ◦広島市子供会連合会会則 　 広島市子供会連合会 コピー（タイプ孔版）
／（1枚）

44/2 ◦昭和37年度行事予定表 昭和37 広島市子供会連合会 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

45 京都田中子供会との交流会 昭和38.8.27 どんぐり子供会 重ね折り，コピー（手書き孔
版，30頁）
／ 1仮とじ

46 〔子ども会通信〕 　 　 重ね折り／ 1仮とじ

46/1 ◦子ども会通信　クリスマス特
別号

1971.12.22 なかよし子ども会 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

46/2 ◦子ども会通信　第1号 1971.12.15 なかよし子ども会 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

47 未来をわれらの手に　部落解放第
4回全国青年集会

1960.8.27～28 部落解放同盟中央本部 ホチキスとじ，コピー（製
版，32頁）
／ 1仮とじ

48 解放新聞　第15回全国大会　速
報第2号

1960.9.11 大会書記局 重ね折り，コピー（手書き孔
版，15頁）
／ 1仮とじ

49 解放新聞　第15回全国大会　速
報第1号

1960.9.10 大会書記局 重ね折り，コピー（手書き孔
版，5頁）
／ 1仮とじ
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50 解放新聞　第172号 1960.8.25 解放新聞社 重ね折り，コピー（製版，18
頁）
／ 1仮とじ

51 地域の要求にこたえる子ども会活
動と同和教育　第22回全国同和
教育研究大会　第7分科会　子ど
も会活動報告書

　 広島市同和教育研究協議会 重ね折り，コピー（タイプ孔
版，16頁）
／ 1仮とじ

52 〔どんぐり〕 　 　 重ね折り／ 1仮とじ

52/1 ◦どんぐり　9月号 　 　 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

52/2 ◦どんぐり　NO4 　 　 コピー（手書き孔版）
／（1枚）

53 第16回全同教大会報告
1964.12.1～3　三重県伊勢市

1964.12.19 部落解放同盟福島支部・福
島町どんぐり子供会

重ね折りコピー（手書き孔
版，17頁）
／ 1仮とじ

54 地域の要求にこたえる子ども会活
動　第16回広島県同和教育研究
大会　第6分科会報告書

昭和45ヵ 部落解放同盟広島県連合会
福島支部・福島町どんぐり
子ども会指導員グループ

重ね折り，コピー（タイプ孔
版，10頁）
／ 1仮とじ

55 中西はるゑ原稿
※「中西原稿」と書かれた封筒（福島地区部落問題研究会の封筒）入り。この封筒には，原
稿のほかに，宛名のみ書かれ中身のない封筒が 5 通入っている。＊この原稿の一部
は，ふくしま文庫『地域民主主義を問いつづけて―水平社 70 年と広島のたたかい―』
（1992.5.16，部落問題研究所）86–94頁に掲載されている。

1991年ヵ 中西はるゑ 重ね折りコピー（手書き，原
稿用紙 53枚）
／ 1仮とじ

10


	表紙
	文書群概要
	目録本文

