
 Personal and/or Public Documents ①  

形態 タイトルetc. 内容 備考 

茶封筒 The music you 

want when you 

want it! 

便箋(白紙)、楽譜下書、その他 

(Surplus goods and prices , 楽曲の説明数枚) 

 

二つ折りファイル Music 英字新聞切抜き 

  New England Conservatory of Music  

1941/4/22, 1941/5/13(Masako Tsuru 名前あり） 

Concert by advanced students 

Program 

  Leverett House, Harvard Univ. 1942/5/3 音楽会 Program  

  Take one Symphony Hall 56th Season Pops,  

Fifth week ??/6/2-6/7 

連続演奏会の予定表 

  "Hail, America"  

裏にAnna Slovall-Lothian 署名あり 

楽譜 

  New York Times 1940/4/14- 新聞切抜 

  Paderewski (New York Times 1941/2/9) 新聞切抜 

  Programs of the week 

(New York Times 1942/1/4) 

新聞切抜 

  Programs of the week, Music in the air  

( 2枚 New York Times 1942/1/11) 

新聞切抜 

  Programs of the week, beginning of annual Wagner 

Matinee cycle … (New York Times 1942/1/18) 

新聞切抜 

パンフ My Fair Lady チケット精算書類含む 

  Massachusetts General Hospital 1962/10/3 領収書 Tsuru Mr Masako 

  To Chester M. Jones. M.D. DR.  

1962/9/30-10/2, 10/9領収 

領収書 Mrs. Masako Tsuru  

  Herts Rent a car 1962/9/27-10/10 Invoice  

  From Bertha Gerstein, 1962/9/16  

病院を紹介する手紙  

書簡 

二つ折りファイル Miscellaneous 一枚目／Lecture and Similar Activities of Dr. Shigeto Tsuru, 

  統計表下書き？ 手書き、経研罫紙（2種類） 

  「経済の論理と現実」目次 手書き 

  ”Human rights in Japan”(Canadian Women's Club) 

1958/12/10 講演メモ？ 他著書へのメモ？数枚 

手書き 

  Newsweek コラムに関する打ち合わせ 

1973/5/24, 1973/7/13～11/29 

往復書簡 

  外国特信 Y [対談] 連載  

1-8/ 都留、稲葉 ??/1/18ー 

雑誌抜刷？ 

二つ折りファイル Private Documents "Bigger or better? - Perspectives on economic growth / 

ed.by Walter Heller"  

New York Review ｏｆ Books 1968/10/10 

新聞切抜き 

  「都心の孤島に足をくれ」(毎日新聞1969/2/19) 新聞切抜き 

  ｢日本経済の国際比較」最終回 / 宮崎勇 

 (日本経済新聞1969/2/20) 

新聞切抜き 

  69年の対話⑧ 

「2位と21位の高度成長」/宮沢喜一, 松隈秀雄 

(読売新聞1969/3/3) 

新聞切抜き 

  趙治勲 の書、 雛祭り 

(松花(?)と正子の署名2人、 絵と和歌 ) 

色紙 2枚 



  昭和54年ILS当世有名人英語上手○評判 番付表 

二つ折りファイル The Economic Weekly 

(Bombay) 
ファイル裏／1962 May  

高成長と金融の役割、、、、 

 

  題”Shigeto TSURU" 他メモ数枚 手書き、経研罫紙 11枚 

  Letter from Japan "Cost inflation or what?"  手書き、経研罫紙9枚 

  Letter from Japan  

"The Turning point?" 1962/5/31 

手書き、経研罫紙9枚 

  Letter from Japan  

"A Socialist vision in Japan" 1962/10/31 

手書き、経研罫紙 10枚 

  Letter from Japan "Foreign trade in 1961"  手書き、経研罫紙 13枚 

  1962/1/30-11/2  

"The Economic Weekly" 連載について 

Chaudhuri との往復書簡 

  社会新報 1962/10/21,10/28,11/4 新聞切抜 

和紙封筒 特製 藤村先生 

詩碑拓本 

「千曲川旅情のうた」拓本とその絵葉書 

白封筒 ちゅじじへ 大きな猫のカード、甥と姪(?)から  

及び伊藤氏相続関係の手紙 

誕生日カード 

雑誌 横井庄一伍長の詳

細全記録 

含： 特別付録： 

復刻版/ 戦陣訓、軍人勅諭、軍歌選集 

週刊サンケイ臨時増刊  

1972/2/26 (通巻1097号) 

書類束 

ビニール紐 

国会（各委員会） 

議事録 

外務委員会公聴会議録第2号 

（第19回国会衆議院 1954/3/23） 

日本の潮 関係資料 

  外務委員会議録第15号、17号 

（第24回国会衆議院 1956/3/3, 3/7） 

  行政監察特別委員会議録第17号 

(第22回国会衆議院 1955/7/29) 

  参議院予算委員会会議録第14号、15号 

(第13回国会 1952/3/4,3/5) 

  予算委員会公聴会議録第1号、2号 

（第10回国会衆議院 1951/2/14,2/17） 

  予算委員会公聴会議録第1号、2号 

（第24回国会衆議院 1956/2/15, 2/16） 

二つ折りファイル 声明文 等  

July 66→ 

日本政府による原爆被災白書の作製に関する要望書 / 

原爆被災白書推進委員会 (1966/6/27) 
声明文コピー及び 

その為の手紙等 

  第三回科学者京都会議声明（草稿2種 1966/7/29） 

  Statement of the third Kyoto Conferemce of 

Scientists (Translated from the Japanese original) 

(同じもの10部 1966/7/2)、 

附：英訳原稿(Besta氏訳→森恭三氏→都留) 

  [北爆停止要望] ラスク国務長官宛 

 (13人連名に名前あり 1966/7/7) 

  日本の諸政党、大衆団体ならびに各界人士におくる書簡 / 

朝鮮民主主義人民共和国祖国統一民主主義戦線 

中央委員会拡大会議 (1967/7/13) 

  三多摩の大学・研究所に勤務する教育者・研究者有志の

要望書[朝鮮大学校認可] (発起人に名前あり 1968/1/4) 

  非核武装に関する国会議員各位への要望 

 (署名者に名前あり 1968/2/24) 

  八幡・富士合併にたいする公取委「内示」について  

(今井賢一氏手紙 ??/2/24) 

  親愛なる日本の経済学者の皆さん！ 

[チェコ進入に関して] / シャ・ヤ・トゥレッキー (1969/1/28)

  「有機水銀中毒」と政府に認定された水俣病患者への… / 

水俣病問題百人委員会 (名前あり)  

年月不明 



  声明： 沖縄返還(1969/11/13) 

  司法の危機に際して国民に訴う(声明) 

 (1971/6/12 呼びかけ文) 

  American Report : Review of religopm and American power 

Vol.2, no.8 (1971/11/19) 

  [「四次防」再検討要求] / 世界平和アピール七人委員会 

(1971/12/15) 

  六反戦兵士の闘いを支援する会: 声明、要求書、

要求項目 (1972/4/27) 

  沖縄大学廃校処分の撤回を国民に訴える /  

沖縄大学 (1972/12/7) 

  ニクソン大統領宛 [北爆停止要求] 

日本語、英語 (1972/12/23) 署名人に名前あり 

  インドシナ復興援助にさいして海外協力政策の転換を 

うったえる (草案及びメモ) 年月不明 

  声明 / 小選挙区制に反対する全国大学、総長、

学長、研究所長有志 (1973/5/14) 

  訴えとおねがい / 小田 実 (1973/8/31) 

  暴力による民主主義の危機にあたって訴える

(1973/11/7) 

  独禁法改正について (1974/11) 世話人 

二つ折りファイル John Hopkins Univ. 1960年秋 客員教授の折の書類 

 同上 F.H. Stulfort, 1961/1/23, Economic development Examination book I, II, VII  

(手書き 3冊) 

 同上 G. Heberton Evans, Jr. , Chairman から招待状 

1960/7/6 他手紙数通 

タイプ書類 

 同上 Political economy, Courses Second term, 1960-61 タイプ書類 

 同上 Report on staff meeting -1960/10/26 タイプ書類 

 同上 Agenda for staff meeting -1960/11/9 タイプ書類 

 同上 Examination for students completing the second 

year of graduate study in economics 

タイプ書類 

 同上 Books received 1960/11/9 他数通 タイプ書類 

冊子 

2冊 

日本で発明されたが、

海外で実用化された

技術（磁性材料)に関

する調査資料  他1冊 

昭和21,23年? 企画／214，216  

総理府資源調査会研究管理特別小委員会発行 

未考査資料 

冊子 昭和56年度経済白書

の基本構想 
調査局内国調査第一課 (1981/5/21) 作業参考資料 

冊子 我国経済の戦争被

害 

経済安定本部総裁官房調査課 戦争被害調査資料二 

冊子 THE ATHENaeUM 1974 London List of Members  

クリアファイル 寄附行為の変更に伴う 

研究顧問ご就任の 

お伺いについて 

関係資料含む (財)日本システム開発研究所 

冊子  明るい21世紀の社会国土を求めて /  

日本システム開発研究所(評議員に名前あり 1999/5) 
パンフレット 

ステープラー 

3-40枚 

Japan's economy under 

war strain 
  

クリアブック（赤） 明治学院大 

退任の事情 

都留・森井真 1988/8/3-1990/4/12 往復書簡 

  1986/4/1(任命)－1990/3/31(解任) 辞令 

  1987/6/2-7/22 7枚 手書きメモ 

  明治学院大学(国際学部)の教授就任から解任まで略記 2枚 手書きメモ 

  都留教授退任についての声明文 / 国際学部有志 (1990/3/8) 声明文 



  都留教授解任通知に対する私見 / 宮崎義一 

 (1990/4/11) 教授会で配布した旨の手紙 

書簡 

  西 勝氏より (1990/1/17) 書簡 

ク リ ア フ ァ イ ル

（黄） 

太平洋問題調査会   

スクラップブック 朝日 きのう きょう 

（29回分) 

都留先生掲載記事 

(1953/2/10-1954/2/15, 1966/2/9) 

朝日「きのうきょう」を含む 

各種新聞切抜、貼付済 

クリアファイル 
酸化進行ｽﾃｰﾌﾟﾗｰ 

太平洋問題調査会 Douglas Haring 監修 

 "Japan's Prospect" について (上)/大來佐武郎報告 
太平洋問題資料： 
第1回読書研究会報告 1947/5/31

  Douglas Haring 監修  
"Japan's Prospect" について (下)/都留重人報告 

太平洋問題資料： 
第1回読書研究会報告 1947/5/3１

  入会申込他 

  ソ連の国民生活ー最近のソ聨を旅行してー 雑誌コピー 

(東洋経済新報  S20/8/4) 

4冊 明治学院国際学部

パンフ他 

「港」'87,'88、 

「明治学院大学国際学部開学記念誌」(1986/5/31) 
 

スクラップブック 巻（朝日）／ 

7/63-64 

1961/1/29-1964/8/3, 1965/9/25-1968/11/25 

(含：雑誌切抜き及び中国語) 

各種新聞切抜、ほぼ貼付済 

  ”The President writes ..." 

(Lawrence Alumnus, Fall 1966) 都留氏写真あり 

雑誌切抜 

スクラップブック SCRAP BOOK B.N.K. 都留先生掲載記事 1954/2/16-1955/6/14 

(含：雑誌切抜及び英字新聞) 

各種新聞切抜、貼付済。 

昭和54～55年 

雑誌 Saturday Review of 

literature 

"The vultures of peace"/ 

Howard Mumford Jones  に書き込みあり 

Feb.21,1948 

クリアファイル 

ｸﾘｯﾌﾟ留め 

書簡(対談依頼) 書評、対談関連 (木村隆美氏より 1983/11/) 1983年 

  「体制変革の政治経済学」への書評コピー[1983] 

地図 

酸化 

Boston ボストン市街図 

統計図表 

ｸﾘｯﾌﾟ留め 

自己健康管理用? 1984/4-12月：体温グラフ 1984年 

ポスター 講演と対談シリーズ：

都市を考える 
「国土開発の方向と都市問題」聞き手：大谷幸夫 山崎正和 （1977/3/23)、 

都留重人 (1977/2/23) 

クリアファイル コピー 都留いよ告別式次第（昭和12=1937/4/12）、 
高校陸上 

（北國新聞：昭和4=1929/7/15, 1930/7/14：八校記事) 

クリアファイル Kyodo News 

(春名幹男氏発信） 

他、切り抜き(「わが師わが友わが学問」1984/8、  

ミドルからの出発：森有正、上下：日経 2000/3/27-28) 
1997/8/28着? 

クリアファイル  GHQ（S45)、米国移民局書類 (1933/7/1）、 

陸上切抜き(Ｌａｗｒｅｎｃｅ noses out Ripon ...、 

名古屋市地図コピー、楽譜コピー(若者よ) 

クリアファイル 

（厚手） 

先生の新著を 

私の了解のもとに 

紹介致しました。、、、 

中文による紹介（凌星光氏）  

記事日付:1983/9/20 

1983/11/1 (11ﾍﾟｰｼﾞ) 

 壽春 1991年 赤坂津つ井 カレンダー 

 



 Personal and/or Public Documents ②  

No. 形態 タイトルetc. 内容 

1 パンフレット 第3回小平祭報告書  

2 ファイル 山尾庸三関係 日本工学会創立100周年送付資料（リストあり） 

2   三好信浩氏より2通(??/7/23, 10/25) 

2   山尾庸三80年祭(1996/6/9) 案内と招待状 

2   東京教育大学附属聾学校沿革略年表 

2   ダイアー博士 

   日本工学会小史 

   日本経済のパイオニア41： 

徒弟で学んだ技術の土台 山尾庸三 / 板橋守邦 

3 ファイル Dissertation 1940 ノート 

4 メモ帳 交換船による引き上げ日誌 昭和17年(1942)6月～8月 

5 メモ帳 1964年日誌  

6 メモ帳2冊 1952 （英→印） 日誌。 
１冊目： “表： 1-6 September 1952 I.E.A. Meeting Oxford, England ・ 

裏： 28 Aug. 52-27 Sept. 52”               

２冊目： “印度 28 Sep. 52- 24 Dec. 52” 

7 ノート 1952-53 日誌：“25 Dec. 52” 

8 ファイル セアンザ中央銀行研修（1962)(1964) ノート、書簡、原稿、セアンザ研修講師の講義資料 

9 書籍 片山内閣  片山内閣記録刊行会編 (1980) 

10 書籍 Economie et Societe Humaine Preface de Valery Giscard D'estaing (1972) 

11 書籍 Proceedings oｆ International Symposium : 

Environmental disruption 

Edited by Shigeto Tsuru (1970) 

12 書籍 A reconnaissance geography of Japan by Gllen Thomas Trewartha (1934) 

13 書籍 Japan's energence as a modern state : 

political and economic problems of the 

Meiji Period 

by E. Herbert Norman (1940) 

14 書籍 The diplomacy of Imperialism  

1980-1902 vol.1-2 

by Willian L. Langer (1935) 筆者からの直筆の手紙付き 

15 ファイル An aspect of Marx's methodology in 

economics : the fetishism of commodities"  
by Shigeto Tsuru (1935) ファイルと同名原稿 

16 ファイル Dialogue between Diderot & Marx  by Shiteto Tsru (1934) ファイルと同名原稿 

17 ファイル Pre-War Papers (Economics) 1930年代原稿数点 

 



 Personal and/or Public Documents ③  

No. 形態 タイトルetc. 内容 

1 A3二つ折り 第5回湘南国際村（仮称）構想懇話会 昭和61年 (1986/12/20) 

2 日誌輪ゴム留め March1957以降日誌 1957/3 

3 日誌輪ゴム留め 陸軍二等兵日記 1944/6-9 

4 日誌輪ゴム留め SCAP,ESS及安本時代日誌 46/10～48/4 

5 日誌輪ゴム留め クーリエ日記 

6 図書 戦後経済復興と経済安定本部 S.21-23の都留重人日誌を資料として含む。 

ISBN:4-17-237100-0 

7 図書 The theory of capitalist development 1942 

8 図書 Essays on Japanese economy Economic Reseach Series 2 / IER 都留重人著／1958 

9 学位論文 Development of capitalism and business cycles 

in Japan 1868-1897 
1940 

10 図書 戦争と平和に関する9章 都留重人参加／『世界』1962年9月号付録 

11 図書 米国の政治と経済政策 都留重人著／昭和19年/有斐閣 

12 図書 AD MULTOS ANNOS! : Looking back and ahead 

on Shigeto Tsuru / ed. by Shigeto Tsuru   
SHIGETO TSURU  

交友関係資料／1976 

13 図書 SCAP,ESS及安本時代日誌 自伝／ISBN:4-00-001395-5 

14 クリアファイル 履歴書等 「昭和25年12月27日提出、日本学術会議及び局長宛」のメモあり 

14  履歴メモ 
 (1943/3/2-1944/4/9）欄外に 

「西日背に松のながれる汽車の窓」1943/5/10 の俳句あり 

14  人事記録(甲、乙) 昭和10年6月-50年7月(1935-1975) 

15 クリアファイル 書簡 (S56/2/28吉村氏発信)、都留先生事績年表 

15  「背広ゼミ小史」関連：ゲラチェック分担表、 

執筆者順序等（8枚) 

15  家系図メモ 

16 クリアファイル 委嘱状、解嘱状など  [当選通知]:  

日本学術会議第6期会員選挙。 

第3部 全国区 / 日本学術会議中央選挙管理会委員長  

(昭和37/11/30) 

16  発令： 

学術奨励審議会委員、学術研究体制分科会所属委員 /  

部省大学学術局長 (S39/10/30) 

16  [通知]：  

理事選出 / 日本経済政策学会(昭和40/6/23) 

16  委嘱状： 

日本経済研究センター理事 (昭和41/4/26) 

16  人事異動通知書： 

学術奨励審議会委員に任命 (S41/11/5) 

16  非常勤職員用履歴書用紙 簡略 (S42/10/31作成) 

16  任期満了： 
生活環境審議会委員 / 厚生省環境衛生局長 (昭和44/12/19) 

16  任期満了:  
総合エネルギー調査会委員 / 通商産業大臣官房長  

（昭和45/1/14) 

16  人事異動通知書： 

一橋大学長宛、教授経済研究所に併任 (S49/4/1) 



16  委嘱状： 

評議員 / (財)運輸経済研究センター (S50/3/31) 

16  [通知]： 

 任期満了により退職 / 一橋大学事務局長 (S50/3/31) 

16  委嘱状： 
日本国有鉄道諮問委員会委員 / 日本国有鉄道総裁 (昭和50/4/1)

16  [交代]： 

評議員、理事 / (財)大学基準協会 (昭和50/4/18) 

16  任期満了:  

大学設置審議会委員(大学設置分科会) /  

文部省大学局長 （昭和50/6/30) 

16  就任： 
日本ユネスコ国内委員会委員 / 日本ユネスコ国内委員会会長  

(昭和50/8/1) 

16  委嘱状： 

「交通機関の公共料金に関する…」委員長 /  

(財)運輸経済研究センター (S51/4/22) 

16  解嘱状： 

国際環境保全科学会議組織委員会委員 /  

日本学術会議会長 (昭和52/4/30) 

16  解嘱状： 

環境科学特別委員会委員 /  

日本学術会議会長 (昭和53/5/17) 

16  任期満了と再就任： 

日本国有鉄道諮問委員会委員 / 日本国有鉄道総裁  

(昭和57/3/30) 

16  委嘱： 

神奈川県総合計画審議会委員 /  

神奈川県知事 （S55/4/1,57,59,61,H4/4/1) 

16  就任願い：(財）かながわ学術研究交流財団顧問 (H8/6) 

17 クリアファイル 抜き刷り、関連資料 「戦前のエスペラント運動の群像 :  

三重県プロ・エス運動の先駆者加藤隆通」  

 ／ 鈴木仁、小川裕之 (三重県地域史研究会) 

17  加藤隆通関係資料： 
「北勢エスペランチスト連盟会員」、 

加藤隆通の略歴、 

「特高月報」S5/3ーS6/2, S14/10、 

「思想調査資料」第10輯(S6/5)、 

「昭和14年中に於ける社会運動の状況」/昭和14年・内務省警保局、

「昭和14年度思想特別研究員・検事 

竹内次郎報告書 プロレタリア、エスペラント運動に付て」(S14/10) 

17  三重県地域史研究 創刊号 (1990.5) 

18 クリアファイル 委嘱書類など [委嘱状]： 

宇佐神宮式年造営奉賛会相談役 （S39/7/1) 

18  委嘱状:  

国体参与 

第29,34,37-40,43,47-58回(1974-2003)、 

国体競技会役員第44-46回(1989-1991) 

18  委嘱状： 

8カ国対抗陸上競技大会、S53/9(1978) 

18  委嘱状： 

1982東京国際女子マラソン参与 (S57/10) 

18  委嘱状： 

日本陸連、S57/7(1982), S63/7(1988),平成3,9年(1991,1997) 



18  委嘱状： 

第1回全国男子駅伝、平成7年(1995) 

18  委嘱書： 

中央電気通信サービス利用者委員会委員 

(S/56/4/1-58/4/1)、 

全国お客様代表者会議委員 / 日本電信電話公社 

(昭和59/3/15, 59/4/23) 

18  新聞切抜 人かお仕事 (東京新聞1997/5/8) 

18  新聞切抜 Italy: National day celebrations 1997/6/29 

18a クリアファイル 内閣関係任命書等 身分証明書：外務省嘱託：中華民國出張 /  

外務大臣 重光葵 (S18/5/7) 

18a  任大使館2等書記官 (S19/12/9) 

18a  叙正六位 (S19/12/28) 

18a  委嘱： 

国民資力調査連絡協議会連絡主任官 / 大蔵省 （S21/1/28)

18a  命： 

経済安定本部部員 / 内閣総理大臣 片山哲 （S22/6/20) 

18a  命： 

第１回国会政府委員 / 内閣 (S22/7/7) 

18a  命： 

経済安定本部部員 / 内閣総理大臣 片山哲 （S22/7/12) 

18a  任命： 

総理廰事務官 １級 / 内閣 (S22/7/12) 

18a  命： 

第2回国会政府委員 / 内閣 (S23/1/21) 

18a  命： 

経済安定本部資源委員会委員 /  

内閣総理大臣 芦田均 （S23/7/26) 

18a  任命：  

文部教官 2級 / 内閣総理大臣芦田均 （S23/9/6) 

18a  発令通知：  

東京商科大学教授、経済研究所員 (S23/9/6) 

18a  命： 

農業総合研究所参与 / 内閣総理大臣吉田茂 (S23/10/30)

18a  命： 

科学技術行政協議会委員 / 内閣総理大臣吉田茂  

(S26/3/19)(S29/3/19) 

18a  任命： 

統計審議会専門委員 / 内閣総理大臣吉田茂 (S28/3/31) 

18a  任命： 

資源調査会委員 / 内閣総理大臣吉田茂 (S29/9/10) 

18a  任命： 

資源調査会委員 / 内閣総理大臣鳩山一郎 (S31/6/7) 

18a  任命： 

科学技術審議会委員 / 内閣総理大臣鳩山一郎 (S31/7/3)

18a  任命： 

資源調査会委員 /内閣総理大臣岸信介 (S35/6/7) 

18a  任命： 

資源調査会委員 / 内閣総理大臣池田勇人 (S37/6/25) 

18a  任命： 
科学技術会議専門委員 / 内閣総理大臣佐藤栄作 (S40/8/27) 

18a  免： 
科学技術会議専門委員 / 内閣総理大臣佐藤栄作 (S41/12/10) 



18a  任命： 
自然環境保全審議会委員 /内閣総理大臣田中角栄 (S48/5/2) 

18a  任命： 
瀬戸内海環境保全審議会委員 /内閣総理大臣田中角栄  

(S48/12/24) 

18a  任命： 
国土利用計画審議会委員 /内閣総理大臣三木武夫 (S50/2/21) 

18a  任命： 
日本ユネスコ国内委員会委員 / 文部大臣永井道雄 (S50/8/1) 

18a  任命： 
自然環境保全審議会委員 / 内閣総理大臣大平正芳 (S54/7/16) 

18a  任命： 
国土利用計画審議会委員 / 内閣総理大臣鈴木善幸 (S56/5/11) 

18a  任命： 

瀬戸内海環境保全審議会委員 /  

内閣総理大臣代理中曽根康弘 (S56/6/12) 

18a  任命： 
自然環境保全審議会委員 / 内閣総理大臣鈴木善幸 (S56/7/16) 

18a  任命： 

瀬戸内海環境保全審議会委員 /  

内閣総理大臣中曽根康弘 (S58/6/12) 

18a  任命： 
自然環境保全審議会委員 /  

内閣総理大臣中曽根康弘 (S58/7/16) 

18a  英文履歴書 Curriculum Vitae 

19 クリアファイル 戸籍謄本、履歴書、各機関による委嘱状、

住民票、切抜き、など 

戸籍抄本(S43/4/16)(S60/8/16) 

19  住民表 （S60/8/21) 

19  戸籍謄本(H2/12/10) 

19  如水会々報 (1998/9) 都留ゼミ32年会記事 

19  英文履歴書 Curriculum Vitae 

19  顧問委嘱契約書： 

実教出版 (1992/5/28) 他各種通知 (1982/12-1984/5) 

19  理事等一覧表 

19  同上 英文 

20 書類 文部省人事異動通知書、任命書、 

委嘱通知など 

昭和19/9/6-44/10/31 

20  新聞切抜 Groups protest exclusion by U.S. of visitors becausi of their ideas 

21 書類 一橋大学人事異動通知書など 日本学術会議他（S42/1/17-45/2/23) 

21?  通知： 
東亜経済研究所研究員 / 東京商科大学奨学財団 (S19/10/31) 

22 書類 東京大学人事異動通知書など 東京都、総理府、建設省他 (S45/4/1-46/12/20) 

23 クリアファイル 人事異動通知書など 東京大学、一橋大学、日本学術会議他 (S46/2/8-49/6/25) 

  Lawrence Univ. 123rd commencement 1972/6/11, Appleton, Wiosconsin 

24 クリアファイル 委嘱状など、人事記録 発令主体は様々 

24  免： 

総理廰事務官 / 内閣 (S23/4/30) 

24  任命： 

一橋大学長 / 文部大臣 高見三郎 （S47/4/1) 

 


