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〔解説〕

　本目録は、本学出身の政治家風見章（1886～1961）の関係文書目録である。

本文書は当センター主催で開催した、2005年度秋季企画展「野人政治家　風見

章の生涯」展を機に、曾孫の風見翔平氏から寄贈された資料群である。

　風見章は1886年２月12日、茨城県水海道町高野に生まれた。1909年早稲田大

学大学部政治経済科政治専攻を卒業、早稲田在学中は中野正剛や緒方竹虎らと

交流を深め、終生交友関係が続いた。早稲田卒業後、大阪朝日新聞社、国際通

信社、信濃毎日新聞主筆などを経て、1930年第17回総選挙に茨城３区から立候

補し当選、以後、1937年４月の総選挙まで連続４回当選した。初当選時の所属

政党は立憲民政党だったが、満州事変後に中野らとともに国民同盟結成に参

加、その後無所属となった。

　1937年６月第一次近衛文麿内閣の内閣書記官長に就任、翌月には盧溝橋事件

が勃発し、日中戦争への対応に取り組むことになる。1940年５月、有馬頼寧ら

と新体制運動を開始、同年７月の第二次近衛内閣発足に際しては、司法大臣に

就任した。また同年10月の大政翼賛会発足にも関わったが、1942年４月の翼賛

選挙では出馬を見送った。

　1947年９月公職追放の仮指定を受け、その解除後の51年10月の総選挙に無所

属で立候補し当選、以後60年11月の総選挙まで連続５回当選した。この間、左

派社会党に入党、社会党統一では顧問に就任した。戦後は平和憲法擁護運動に

取り組むとともに、中国との国交回復に力を尽した。

　本文書の中心となるのは、風見の遺した日記と手記で、そのほとんどが遺族
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からの寄贈ではじめて存在が判明したものである。そのうちの主要な部分であ

る、1936年から1947年までの日記と手記、論考については、北河賢三・望月雅

士・鬼嶋淳編『風見章日記・関係資料　1936－1947』（みすず書房　2008年）

に収録した。なお同書には、『早稲田大学史記要』44巻で紹介した「志冨實氏

寄贈　志冨靭負関係文書」中の風見章関係資料から、第一次近衛内閣期の資料、

新体制運動に関する資料、風見の言行録も収録した。あわせて参照されたい。
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番号 分　　類 封筒番号 分類番号 資　　　料　　　名 日　　　　　付
１ 回想録・手記 水海道35 １ 〔手記〕 昭和11年８月～
２ 回想録・手記 １ ２ 〔備忘録〕 昭和11年11月～昭和12年11月
３ 回想録・手記 ５ ３ 〔日記〕在官日記（一） 昭和12年６月２日～昭和12年７月

11日
４ 回想録・手記 ６ ４ 〔備忘録〕 昭和12年10月～昭和13年11月
５ 回想録・手記 ７ ５ 〔備忘録〕 昭和14年５月14日～９月14日
６ 回想録・手記 ８ ６ 〔備忘録〕 昭和14年８月
７ 回想録・手記 ９ ７ 備忘録　昭和十四年九月以降 昭和14年９月15日～10月16日
８ 回想録・手記 10 ８ 備忘録　昭和十四年十月至十一月廿七日 昭和14年10月17日～11月27日
９ 回想録・手記 11 ９ 備忘録　十四年十一月廿八日三郎闘病記 昭和14年11月28日～昭和15年２月

23日
10 回想録・手記 12 10 〔備忘録〕政界新体制　昭和十五年五月 昭和15年５月16日～６月５日
11 回想録・手記 13 11 〔備忘録〕 昭和16年１月～昭和16年春
12 回想録・手記 14 12 備忘録　昭和十六年 昭和16月５月31日～昭和17年６月

16日
13 回想録・手記 26 13 〔封筒〕十七、十八年

14 〔備忘録〕 昭和17年１月～９月中旬

15 〔備忘録〕 昭和18年春～７月２日
14 回想録・手記 水海道36 16 覚え帳 昭和17～20年
15 回想録・手記 29 17 雑記帳 昭和17年７月～10月、昭和18年３

月～７月
16 回想録・手記 水海道22 18 〔旅行記〕京都行、袋田温泉、長野行、水海道行 昭和17年７月26日～昭和19年11月

１日
17 回想録・手記 27 19 〔備忘録〕昭和十九年四月起 昭和19年４月１日～12月21日
18 回想録・手記 水海道40

（2）
20 ソ聯と太平洋戦争との関聯についての若干の

考察
昭和19年９月27日

19 回想録・手記 水海道40
（1）

21 日ソ中立条約に関する若干の考察 昭和19年９月29日

20 回想録・手記 28 22 随時随想（二）　昭和十九年十月 昭和19年10月～11月
21 回想録・手記 水海道39 23 随時随筆（一） 昭和19年10月15日～
22 回想録・手記 水海道11 24 〔原稿〕一九四四年（昭和十九年）十一月六日ソ

聯革命記念日に於けるスターリンの演説に関
する若干の考察

昭和19年11月15日

23 回想録・手記 30 25 雑記　2605　昭和二十年一月　1945 昭和19年12月21日～昭和20年５月
24 回想録・手記 31 26 〔日記〕 昭和19年12月22日～26日
25 回想録・手記 水海道17 27 〔原稿〕落穂録 昭和20年２月～３月
26 回想録・手記 32 28 〔日記〕 昭和20年５月３日～５日

27 回想録・手記 33 29 〔日記〕 昭和20年７月７日～８月

28 回想録・手記 35 30 〔日記〕昭和二十年（1945）三月十八日 昭和20年３月25日～８月15日
29 回想録・手記 36 31 備忘　昭和二十年六月一日 昭和20年６月１日～７月20日
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作　　成 宛先 形　態・数　量 備　　　　　　　　考
風見章 冊１、ノート、ペン書 昭和11年８月～10月の中国旅行に関する記録
風見章 綴１、罫紙76枚
風見章 綴１、和綴16枚

風見章 綴１、罫紙80枚
風見章 綴１、和綴50枚
風見章 綴１、和綴21枚 「東亜新秩序建設一般経略」「政治綱領」「欧州戦争ノ影響」
風見章 綴１、和綴51枚
風見章 綴１、和綴49枚
風見章 綴１、和綴32枚

風見章 綴１、和綴43枚
風見章 状５
風見章 綴１、和綴28枚、翰墨縁九

華堂厚記罫紙
風見章 １点、墨書 封筒番号26が入っていたもの
風見章 綴１（クリップ）、罫紙８

枚、墨書
風見章 墨書
風見章 綴１、ペン書
風見章 冊１、和綴、罫紙50枚、ペ

ン書
風見章 冊１、和綴、ペン書

風見章 冊１、ノート、ペン書
風見章 綴１、ペン書

風見章 綴１、ペン書

風見章 冊１、ノート、ペン書
風見章 冊１、ノート、ペン書
風見章 綴１、ペン書

風見章 冊１、ノート、ペン書
風見章 状９、原稿用紙、ペン書
風見章 綴１、ペン書 空襲下日記、東京大空襲の記録あり
風見章 綴１（クリップ）、原稿用紙

８枚、ペン書
風見章 綴１（針金）、原稿用紙47

枚、ペン書
風見章 冊１、ノート、ペン書
風見章 冊１、ノート、ペン書
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番号 分　　類 封筒番号 分類番号 資　　　料　　　名 日　　　　　付
30 回想録・手記 34 32 備忘　昭和二十年七月二十一日 昭和20年７月21日～12月12日
31 回想録・手記 167 39 日記　一九五六年十一月廿日より 1956年11月７日～12月15日、1957

年６月４日～７月25日
32 回想録・手記 129 40 〔回想記〕信毎時代　一
33 回想録・手記 130 41 〔回想記〕信毎時代　二
34 回想録・手記 131 42 〔回想記〕中学時代　一
35 回想録・手記 132 43 〔回想記〕中学時代　二
36 回想録・手記 117 44 中学時代
37 回想録・手記 133 45 〔回想記〕
38 回想録・手記 134 46 〔封筒〕少年時代─信毎時代までの回想記　戦

後執筆
39 回想録・手記 ２ 47 回想記一
40 回想録・手記 ３ 48 回想記二
41 回想録・手記 ４ 49 回想記三
42 回想録・手記 15 50 〔ノート〕
43 回想録・手記 16 51 〔ノート〕
44 回想録・手記 17 52 〔ノート〕
45 回想録・手記 18 53 〔ノート〕Ⅰ
46 回想録・手記 19 54 〔ノート〕Ⅱ
47 回想録・手記 164 55 〔回想記〕昭和二十二年二月末（一九四七年）　

G・H・Q行（一）
48 回想録・手記 165 56 〔回想記〕G・H・Q行（二）
49 回想録・手記 166 57 〔回想記〕余録
50 回想録・手記 20 58 政治綱領
51 回想録・手記 21 59 〔包紙〕

52 回想録・手記 173 60 〔備忘録〕
53 回想録・手記 水海道10 61 〔原稿〕疎開記
54 回想録・手記 水海道42 62 水海道行
55 回想録・手記 水海道43 63 閑居雑記
56 回想録・手記 98 64 カイザーの末路

57 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道38 １ 〔草稿〕ロシア革命の四日間

58 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道　
３

２ 〔原稿〕Maurice Paleologue

59 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道　
４

３ 〔原稿〕Maurice Paleologue の日記より

60 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道　
５

４ 〔原稿〕Glory and Downfall General Polovtsoff

61 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道　
６

５ 〔原稿〕Glory&Downfall General Polovtsoff（2）
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作　　成 宛先 形　態・数　量 備　　　　　　　　考
風見章 冊１、ノート、ペン書
風見章 冊１、ペン書

風見章 冊１、和綴、罫紙、ペン書 信濃毎日新聞記者時代の回想録
風見章 冊１、和綴、罫紙、ペン書 信濃毎日新聞記者時代の回想録、昭和２年まで
風見章 冊１、和綴、罫紙、ペン書 水戸中学校土浦分校時代の回想録
風見章 冊１、和綴、罫紙、ペン書 下妻中学校・水海道中学校時代の回想録
風見章 冊１、56頁、活版 同一物７部
風見章 冊１、和綴、罫紙、ペン書 早稲田大学時代の回想録
風見章 １点、ペン書 封筒番号129～133が入っていたもの

風見章 綴１、和綴50枚 昭和12年６月～昭和14年１月
風見章 綴１、和綴23枚 昭和12年７月13日～７月26日
風見章 綴１、和綴９枚 昭和13年３月～昭和13年４月18日
風見章 冊１ 近衛文麿に関する回想録原稿
風見章 冊１ 「『相手にせず』の声明まで」の回想録原稿
風見章 冊１ 「『相手にせず』の声明まで」の回想録原稿
風見章 冊１ 回想録の原稿
風見章 冊１ 「盧溝橋事件」の回想録原稿
風見章 冊１、和綴、罫紙、ペン書 昭和22年２月24日～

風見章 冊１、和綴、罫紙、ペン書 昭和22年。封筒番号164の続き
風見章 冊１、和綴、罫紙、ペン書 昭和22年。封筒番号164・165の続き
風見章 綴１
風見章 １点 近衛内閣時代の日記・備忘録・回想記等封筒番号１～20を包んでいた包装

紙
風見章 冊１、ノート、ペン書 メモ書き
風見章 綴１、ペン書 東大崎疎開顚末
風見章 冊１、ノート、ペン書
風見章 冊１、和綴、ペン書
風見章 冊１、原稿用紙207枚、ペ

ン書
風見章 冊１、ノート、ペン書

風見章 綴１、ペン書 1917年ロシア２月革命についての記録。1917年２月20日～５月16日

風見章 綴１、ペン書 1917年ロシア２月革命についての記録。1917年１月29年～３月21日

風見章 綴１、ペン書 ロシア革命に関する記録

風見章 綴１、ペン書 ５の続き、66頁から
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番号 分　　類 封筒番号 分類番号 資　　　料　　　名 日　　　　　付
62 原稿・草稿　ロ

シア革命関係
水海道　
７

６ 〔原稿〕ALYA RACHMANOVAのロシア革命
記録抄訳

63 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道　
８

７ 〔原稿〕ロバノフ・ロストフスキー回顧録

64 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道　
９

８ 〔原稿〕

65 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道16 ９ 〔原稿〕

66 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道12 10 〔原稿〕

67 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道13 11 〔原稿〕

68 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道14 12 〔原稿〕

69 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道15 13 〔原稿〕

70 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道20 14 〔原稿〕

71 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道23 15 〔草稿〕

72 原稿・草稿　ロ
シア革命関係

水海道25 16 〔草稿〕

73 詩歌関連 51 １ 〔漢詩帖〕十二年四月 昭和12年４月
74 詩歌関連 38 ２ 読余録　昭和十六年晩秋 昭和16年

75 詩歌関連 39 ３ 古今句鈔　昭和十六年晩秋 昭和16年

76 詩歌関連 55 ４ 閑居閑想　昭和十七年五月 昭和17年５月
77 詩歌関連 67 ５ 歌　昭和十八年初冬 昭和18年
78 詩歌関連 46 ６ うた　昭和十八年冬 昭和18年11月～
79 詩歌関連 43 ７ うた　昭和十八年冬起 昭和18年12月９日～14日
80 詩歌関連 44 ８ うた　昭和十八年十二月中旬より 昭和18年12月
81 詩歌関連 45 ９ 歌　昭和十八年十二月末起 昭和18年12月
82 詩歌関連 47 10 歌 （昭和18年）
83 詩歌関連 68 11 万葉防人歌　一　昭和十八年十一月末 昭和18年11月
84 詩歌関連 69 12 万葉防人歌　二　昭和十八年十一月末 昭和18年11月
85 詩歌関連 53 13 万葉防人歌　三　昭和十八年十二月 昭和18年12月
86 詩歌関連 48 14 農村に因める歌　昭和十八年十二月 昭和18年12月
87 詩歌関連 49 15 農村に因める歌　昭和十八年冬起 昭和18年

88 詩歌関連 50 16 農村に因める歌　昭和十八年冬 昭和18年
89 詩歌関連 41 17 時折りの感想　昭和十八年十二月二十日起 昭和18年
90 詩歌関連 81 18 剱南詩鈔　佳句摘録　昭和廿三年秋 昭和23年
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作　　成 宛先 形　態・数　量 備　　　　　　　　考
風見章 綴１、ペン書

風見章 綴１、ペン書 ロシア革命に関する記録

風見章 状７、仮綴、ペン書 ロシア革命の話

風見章 状31、ペン書 ロシア人日記、３月７日

風見章 仮綴１、ペン書 ロシア人日記、３月８日

風見章 仮綴１、ペン書 ロシア人日記、３月９日

風見章 仮綴１、ペン書 ロシア人日記、３月10日

風見章 仮綴１、ペン書 ロシア人日記、３月11日

風見章 綴１、ペン書 ロシア革命の話

風見章 冊１、ノート、ペン書 ロシア革命の話

風見章 冊１、ノート、ペン書 ロシア革命の話

風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、栄宝斎蔵板罫

紙、墨書
漢詩

風見章 冊１、和綴、栄宝斎蔵板罫
紙、墨書

漢詩

風見章 冊１、和綴、墨書 和歌
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、ペン書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、翰墨縁九華堂

厚記罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書 和歌
風見章 冊１、和綴、栄宝斎蔵板罫

紙、墨書
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番号 分　　類 封筒番号 分類番号 資　　　料　　　名 日　　　　　付
91 詩歌関連 82 19 剱南詩鈔　二

92 詩歌関連 83 20 うた　昭和二十三年 昭和23年
93 詩歌関連 54 21 万葉
94 詩歌関連 72 22 万葉百首　佐々木信綱選
95 詩歌関連 40 23 菊花帖　菊花其他花類
96 詩歌関連 70 24 菊の花　一
97 詩歌関連 71 25 菊の花　二
98 詩歌関連 52 26 詩句集
99 詩歌関連 75 27 〔和歌帖〕
100 詩歌関連 42 28 論語　抄
101 詩歌関連 63 29 孔明戒子書
102 詩歌関連 66 30 宋搨金剛経
103 詩歌関連 73 31 覚帖
104 詩歌関連 74 32 覚帖　二
105 詩歌関連 80 33 雑詩句　寒山詩王陽明詩文天祥正気歌

106 詩歌関連 84 34 読詩摘録
107 詩歌関連 85 35 〔封筒〕
108 詩歌関連 64 36 王陽明詩三
109 詩歌関連 65 37 李白三
110 詩歌関連 76 38 農詩句集
111 詩歌関連 77 39 陶淵明詩
112 詩歌関連 78 40 佳人之奇遇所載詩
113 詩歌関連 79 41 佳人之奇遇詩
114 詩歌関連 108 42 〔漢詩帖〕
115 詩歌関連 106 43 閑雲状
116 詩歌関連 56 44 〔無記入冊子〕
117 詩歌関連 水海道41 45 佳人之奇遇所載詩（一）
118 詩歌関連 水海道　

２

46 〔漢詩帖〕

119 詩歌関連 水海道32 47 〔詩帖〕
120 詩歌関連 水海道　

30
48 集句帖

121 詩歌関連 水海道　
27

49 万葉

122 書類 22- ① １ 〔封筒〕

123 書類 22- ② ２ 宣戦布告ノ可否ニ関スル意見 昭和12年11月８日
124 書類 22- ③ ３ 対支宣戦布告ノ利害得失ニ関スル件 昭和12年11月７日

125 書類 22- ④ ４ 対支宣戦布告ノ利害得失ニ関スル件 昭和12年11月７日
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作　　成 宛先 形　態・数　量 備　　　　　　　　考
風見章 冊１、和綴、栄宝斎蔵板罫

紙、墨書
風見章 冊１、和綴、墨書
風見章 冊１、和綴、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書 和歌
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 冊１、和綴、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書
風見章 帖１、折本、墨書

帖１、折本、刷
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書 漢詩
風見章 冊１、和綴、墨書 漢詩
風見章 冊１、和綴、栄宝斎蔵板罫

紙、墨書
風見章 冊１、和綴、罫紙、墨書

１点 封筒番号76～84が入っていたもの。水上文男から博太郎宛の封筒を利用
風見章 帖１＋包紙、折本、墨書
風見章 帖１＋包紙、折本、墨書
風見章 帖１＋包紙、折本、墨書
風見章 帖１＋包紙、折本、墨書
風見章 帖１＋包紙、折本、墨書
風見章 帖１＋包紙、折本、墨書
風見章 帖１＋帙、折本、墨書

帖１＋帙、折本、墨書 凡平他
冊１、和綴、罫紙

風見章 冊１、和綴、墨書
風見章 冊１、和綴、墨書

風見章 冊１、和綴、墨書
風見章 冊１、和綴、墨書

風見章 綴１、墨書 万葉集抜粋

堀内外務次官 風見書
記翰長

１点、墨書 「必親展」「極秘」「一本特使」の朱印あり。②～が入っていたもの

陸軍省 綴１、陸軍罫紙30枚 「極秘」の朱印
海軍省 綴１、タイプ、海軍用紙13

枚
「極秘」の朱印

海軍省 綴１、活版、９枚 「極秘」の朱印。③と同文
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番号 分　　類 封筒番号 分類番号 資　　　料　　　名 日　　　　　付
126 書類 22- ⑤ ５ 宣戦布告ノ可否ニ関スル意見 昭和12年11月８日
127 書類 22- ⑥ ６ 対支宣戦布告ノ得失 昭和12年11月７日
128 書類 22- ⑦ ６ 対支宣戦布告ノ得失 昭和12年11月７日
129 書類 22- ⑧ ７ 宣戦布告ノ我経済上ニ及ホスヘキ影響 昭和12年11月６日
130 書類 22- ⑨ ８ 対支宣戦ト聯盟規約 昭和12年11月
131 書類 22- ⑩ ９ 宣戦ト国際的法律問題
132 書類 22- ⑪ 10 宣戦布告ト米国中立法 昭和12年11月５日調
133 書翰類 59 １ 〔はがき〕 大正４年11月15日
134 書翰類 58 ２ 〔はがき〕 大正13年８月21日
135 書翰類 57 ３ 〔はがき〕 昭和２年４月３日
136 書翰類 184 ４ 〔書翰〕 1955年３月４日
137 書翰類 178 ５ 〔書翰〕 1958年５月26日

138 書翰類 182 ６ 〔書翰〕 1959年２月26日

139 書翰類 183 ７ 詩贈風見章先生 1959年２月26日
140 書翰類 185 ８ 〔書翰〕 1960年11月21日
141 書翰類 188 ９ 〔書翰〕 1961年２月11日
142 書翰類 186 10 〔書翰〕 1961年４月16日
143 書翰類 187 11 〔書翰〕 1961年４月30日
144 書翰類 189 12 〔書翰コピー〕
145 書翰類 179 13 〔国際電報〕 1961年５月５日

14 〔国際電報〕 1961年５月６日
146 書翰類 181 15 〔書翰〕 1961年６月12日 /9月３日
147 書翰類 177 16 〔書翰〕 1961年10月９日

148 書翰類 180 17 〔書翰〕 1961年12月19日

149 スクラップ 水海道37 １ 〔スクラップ〕 大正15年
150 スクラップ 水海道21 ２ 〔新聞記事スクラップ〕 昭和３年１月28日～昭和45年10月

19日
151 スクラップ 水海道26 ３ 〔スクラップ〕 昭和15年
152 スクラップ 水海道28 ４ 〔スクラップ〕 昭和15年
153 スクラップ 水海道29 ５ 〔スクラップ〕
154 書道具 １ 〔文鎮　円形〕
155 書道具 ２ 〔文鎮　棒状〕
156 書道具 ３ 〔硯　木箱入り〕
157 書道具 ４ 〔風見章印　ビロード箱入り〕
158 書道具 ５ 〔印〕高踏以全其志　北川蝠亭作
159 書道具 ６ 〔印　獅子の彫刻〕
160 書道具 ７ 〔印　木箱入り〕贈風見先生　大野幸一 昭和15年８月
161 書道具 〔印　箱入〕
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作　　成 宛先 形　態・数　量 備　　　　　　　　考
陸軍省 綴１、18枚 「極秘」の朱印。②と同文
外務省 綴１、タイプ、６枚 「極秘」の朱印
外務省 綴１、タイプ、６枚 「極秘」の朱印。⑥と同文
外務省通商局 綴１、活版 「極秘」の朱印。付（クリップどめ）・⑤対支宣戦布告ノ得失と同一物

綴１、活版 「秘」の朱印。「参考書類」とのペン書込みあり
条約局第二課 綴１、活版 「極秘」の朱印。「参考書類」とのペン書込みあり
通商局総務課 綴１、タイプ、外務省用紙 「極秘」の朱印。「参考書類」とのペン書込みあり
緒方竹虎 風見章 状１、ペン書 大阪時代
中野正剛 風見章 状１、ペン書 日光より絵葉書。信濃毎日新聞時代
古島一雄 風見章 状１、ペン書 写真「昭和二年三月於熱海三浦子雲棲居」
謝南光 風見章 状５＋４＋封筒、ペン書 風見書翰への返信、日中友好について。中国語、訳文付（罫紙４枚）
朝鮮対外文化連
絡協会　許貞琡

風見章 状２＋封筒、刷・ペン書 平壌より。朝鮮語

黄炎培 風見章 状３＋２＋６＋封筒、墨
書・ペン書

北京より。書翰本文（全人代常務委員会弁公庁用紙３枚、中国語）＋封筒、
付・本文翻訳（罫紙２枚）＋詩冊翻訳（原稿用紙６枚）

黄炎培 風見章 帖１＋封筒、折本、墨書 封筒番号182の別冊にあたる詩冊。中国語
謝南光 風見章 状１＋封筒、ペン書 当選祝。北京より
馬秀香 風見章 状１＋封筒、ペン書 女性４人の家族写真
謝南光 風見章 状２＋封筒、ペン書 お見舞い。北京より
謝南光 風見章 状２＋封筒、ペン書 お見舞い。北京より

状44＋封筒 封筒番号182～188のコピー
廖承志 風見章 状２＋封筒 お見舞い
張奚若 風見章 状１ お見舞い。同じ封筒に入っていたもの
西園寺公一 風見章 封筒２点 封筒のみ。北京より
中国新聞工作者
代表団

風見章 状１＋封筒、活版・ペン書 日本訪問の礼状

中国国際貿易促
進委員会

風見章 状５＋封筒 年賀状。カードと名刺４枚

冊１ 風見章「徳川時代農民生活考」、「国字問題考」
綴１ 風見章関係記事

冊１ 風見章関係、近衛新体制関係
冊１ 風見章関係、近衛新体制関係
冊１
個２（各１）
個２
個１
個６
個１
個１
個３
個３
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番号 分　　類 封筒番号 分類番号 資　　　料　　　名 日　　　　　付
162 書道具 〔墨　黄山松煙〕
163 書道具 〔墨　墨青周蝶〕
164 書道具 〔墨入〕
165 書道具 〔水差〕
166 書道具 〔文鎮〕
167 書道具 〔筆入れ〕
168 書道具 〔筆入れ（竹）〕
169 書道具 〔筆〕
170 蔵書類 水海道　

31
１ 奇傑雲井龍雄　他 明治33年４月３日～昭和15年11月

12日

171 蔵書類 水海道　
34

２ 詩語集成 昭和12年５月20日

172 蔵書類 水海道　
１

３ 古文孝経正文 昭和13年４月10日

173 蔵書類 水海道　
19

４ 詳解李太白詩集 昭和17年11月５日

174 蔵書類 水海道　
33

５ 詳解白楽天詩集 昭和17年11月15日

175 蔵書類 174 ６ つくばね　第１集 昭和26年１月１日
176 蔵書類 水海道18 ７ 史記列伝　第三巻 明治26年12月14日
177 蔵書類 ８ 月刊東風　1972年５月号 昭和47年５月１日
178 蔵書類 ９ 月刊東風　1972年６月号 昭和47年６月１日
179 蔵書類 10 月刊東風　1972年７月号 昭和47年７月１日
180 その他 〔まくり〕
181 その他 115 １ 〔レコード〕第27回総選挙政見放送 昭和30年２月
182 その他 116 ２ 「風見章とその時代」（須田禎一著）書評集 昭和40年12月
183 その他 163 ３ 〔帽子〕
184 その他 ４ 〔風見章肖像画〕
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作　　成 宛先 形　態・数　量 備　　　　　　　　考
個１ 紙箱入
個１ 木箱入
個１
個１
個１
個１
個１
個７
綴１（13冊１綴） 峨山逸話、俳諧寺一茶、盤珪禅師、中江藤樹、国士仙波兵庫翁を憶ふ、雲

井龍雄、風後余草、みかけあふき、聖徳太子憲法玄恵註、烈公行実、茶顛
翁中山元成略伝、護憲之神関直彦翁追慕

川田瑞穂 冊１、活版

編輯兼発行者　
野田文之助

冊１、和綴、刷

大槻徹心 冊１、活版

大槻徹心 冊１、活版

つくばね会 冊１、謄写版 風見章「「なぜ」の時代だ」所収
発行　博聞社 冊１、刷 表紙はずれ、墨書書込あり
東風社 冊１ 水上文男「風見章語録（上）」
東風社 冊１ 「軍部への抵抗と挫折　風見章語録（中）」
東風社 冊１ 「日中復興に生命をかけて・風見章語録（下）」

13点
風見章 ２点＋箱 付・カセットテープ
みすず書房 冊１、29頁、活版

１点
１点


