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原蔵者 吉田哲雄氏（昭和47年東北大学農学部卒）より受贈

文書群の内容

1968年後半から1970年前半にかけて、東北大学学内で配布された大学紛争や学生
運動に関するビラ・チラシ類を集成したもの。東北大学新寮建設、学内の民主化自
治、大学立法、日米安保条約、沖縄返還などに関する学生運動の各党派、及び関連
団体の配布物が広く収集されており、当時の東北大学、特に教養部における大学紛
争・学生運動の状況を知る手がかりとなる資料。

年代 1968年～1970年

数量・編成
ほぼ年代順に72点の資料として整理。
重ね折りの状態で、年度別に二つの束に分かれているので、　それぞれにⅠ、Ⅱと付
し、重ね折りの内から順に従って、ビラごとに番号を付けた。

伝来 2007年9月、本人より受贈。
データ公開日 2016年3月23日

公開条件

当館利用規則に基づき公開します。個人のプライバシーにかかる情報については、規
則に基づき必要に応じて利用を制限します。利用制限の区分が「要審査」となっている
文書は審査に時間がかかる場合がありますので、閲覧希望の方は事前にお申し込み
下さい。

利用・複写条件
原資料を閲覧していただきます。複写は利用者本人または業務委託による写真撮影
となります。電子複写はできません。



番号 タイトル/見出し 内容（キーワード） 作成（発行） 発行日 数量 利用制限 備考

Ⅰ 〔昭和四十三年度分〕 全部公開

Ⅰ―1 〔ビラ〕本日　学生部長団交 入退寮選考権など 教養部学生自治会執行部 1968/11/29 １部 全部公開
B4判紙　裏に別内容が書かれて
いる。別のビラの再利用か。

Ⅰ―2
〔ビラ〕選考綱領/安保破棄・学園民主化　歴史的安保闘争に向けてまっし
ぐらに突き進め！！

安保条約破棄/新寮闘争/学内民主
化/68年後期教養部学生自治会執行
部候補

木城選対 1968 １部 全部公開
B4判8頁冊　ホッチキスで留めて
ある。

Ⅰ―3
〔ビラ〕本日抗議集会　日共＝民青のバリケード武力破壊に屈せず更なる
前進を！/当局の処分の策動を許さないぞ！

学生寮 １部 全部公開 B4判紙

Ⅰ―4 〔ビラ〕全学お闘争の高まりの中で工学部学生自治会結成さる！！ 学生自治会結成 東北大学教養部学生自治会 //21 １部 全部公開 B4判紙

Ⅰ―5 〔ビラ〕スト反対　新寮建設はストライキによってはできない 新寮建設/大衆団交批判 学生協議会 １部 全部公開 B4判紙

Ⅰ―6
〔ビラ〕長良選対ニュース№5/本日の学生部長団交に参加を！/自主規制
の枠内での学生自治論を粉砕せよ！/学校当局による一方的な予算折
衝を粉砕せよ！

新寮闘争 選対東部　西洋史研 1968/11/ １部 全部公開 B5判紙

Ⅰ―7
〔ビラ〕木城センタイニュー№5/機動隊との鬼ごっこで「安保粉砕」をかちと
れるか？

安保条約破棄 １部 全部公開 B5判紙

Ⅰ―8 〔ビラ〕木城選対ニュース/私達は次のことをやります
安保条約破棄/大学の民主化/学問
研究、文化スポーツ活動

１部 全部公開 B5判紙

Ⅰ―9 〔ビラ〕東大の学友の勇敢な闘争を支持しさらに協力な支援と連帯を
トロツキスト暴力集団粉砕/大学自治/
大学管理運営の民主化

全日本学生自治会総連合/東京都学生自治
会連合

1968/11/17 １部 全部公開 B5判両面印刷物

Ⅰ―10
〔ビラ〕解放派ら暴力学生集団に追撃のたたかいを/今こそ11.22文部省交
渉をかちとり、民主的新寮を実現しよう！

暴力学生集団の取り締まり/新寮闘争 東北大学学生自治会連合 1968/11/18 １部 全部公開 B5判紙

Ⅰ―11
〔ビラ〕反全学連諸派の事務局封鎖糾弾/民主的新寮即時建設/大学の
自治を破壊する事務局封鎖反対/全学友は事務局封鎖に反対し決起せ
よ！/トロツキスト集団の暴力行為糾弾

新寮闘争を巡る暴力事件 新寮要求全学対策委員会　寮連書記局 1968 １部 全部公開 B5判紙

Ⅰ―12 〔ビラ〕「学園民主化、大学運営への学生参加問題」についての問題提起 学園闘争/学内の民主的改革 日本共産党東北大学学生党委員会 1968/11/8 １部 全部公開 B5判紙

Ⅰ―13 〔ビラ〕10.30学長室前、抗議シットインに起て！！ 寮闘争をめぐるストライキ 学長団交要求学長会見拒否ハンスト実行会 1968/10/ １部 全部公開 B5判紙

Ⅰ―14
〔ビラ〕全学連闘争ニュース/全学連の旗の下、闘う学友は総結集せよ！/
闘う全学連/騒乱罪適用を11.7沖縄闘争ではねかえせ！/新宿を反戦の
街へ

騒乱罪攻撃/反戦闘争 反戦会議 1968/10/31 １部 全部公開 B5判紙両面

Ⅰ―15
〔ビラ〕新寮闘争の新たな発展に向けて/25日に何を得たか/新寮を建て
る方向で何が前進したか/新寮闘争勝利のために

新寮闘争/大学自治擁護/大学民主
化/反動的文教政策反対

東北大学教養部自治会書記局 1968 １部 全部公開
B5判2頁冊　ホッチキスで留めて
ある。

Ⅰ―16
〔ビラ〕みんなの力でよりよき生活と平和を　生協ニュース号外/新寮問題
について

新寮闘争/学生勉強生活条件改善運
動/物価値上げ反対運動

東北大学生協組織部 １部 全部公開
B5判紙、文章が途中で切れてい
る。

Ⅰ―17 〔ビラ〕真の学長団交を克ち取れ/学長団交について/10.25学長団交に向 新寮闘争/学長団交/補導協議会 有朋寮ストライキ実行委員会 １部 全部公開 B5判紙両面

Ⅰ―18
〔ビラ〕本日「学長会見」を大衆団交として克ちとれ！/本日の大衆団交に
於て克ちとるべきものはなにか

学寮闘争/ストライキ/大学の自治 反帝学評 １部 全部公開 B5判紙両面

Ⅰ―19
〔ビラ〕対話集会による全学的「合意」のデッチ上げ粉砕/民青＝執行部に
よる学国民主化＝学長の首のすげかえ路線反対！

大衆団交 反戦会議 １部 全部公開 B5判紙

Ⅰ―20
文部省通達『○○大学学寮管理運営規則（参考案）』６４.８全文/東北大
学寄宿舎規程（案）/東北大学寄宿料及び諸舎費に関する規程（案）/『二.
一八付.負担区分に関する通達』

学寮管理運営/入寮選考,手続き/施
設保全の義務/

新寮要求全学対策委員会 １部 全部公開 B5判紙両面

Ⅰ―21 〔ビラ〕何故私達は統一館規に反対するのか
『総財団法人学徒援護会学生会館管
理規定』に対する反対理由

仙台学生会館自治委員会 １部 全部公開 B5判紙両面
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番号 タイトル/見出し 内容（キーワード） 作成（発行） 発行日 数量 利用制限 備考

Ⅰ―22
〔ビラ〕真の学長団交を克ち取れ/学長団交について/10.25学長団交に向
けて

新寮闘争/学長団交/補導協議会 有朋寮ストライキ実行委員会 １部 全部公開 B5判紙両面

Ⅰ―23
〔ビラ〕寮闘争勝利のために討論資料/１０.２５を真の大衆団交として克ち
とろう！/当局の懐柔政策＝学長会見を打ち破れ！/学長の首のスゲカエ
は断じて勝利ではない。帝国主義の大学支配＝国大協自主規制・０管

学長会見反対/無条件大衆団交 東北大学反戦会議 1968/10/25 １部 全部公開 B5判紙両面

Ⅰ―24
〔ビラ〕『入試中止』『確認書破棄要求』強行に対しストライキで立ち上ろ
う！

大学自治/自民党 日本民主青年同盟　教養部農学部班 １部 全部公開 B4判紙

Ⅰ―25 〔ビラ〕10.21全国統一行動日にあたり全学友に訴える！
民主的新寮即時建設/学園民主化/ト
ロツキスト追放

日本民主青年同盟　東北大学ブロック常任委
員会

１部 全部公開 B5判紙

Ⅰ―26 〔ビラ〕学友の疑問に答えてーストライキ体制確立のためにー 学長大衆団交/ストライキ 東北大学教養部自治会書記局 １部 全部公開 B5判紙両面

Ⅰ―27 〔ビラ〕東大の学友の勇敢な闘争を支持しさらに協力な支援と連帯を
トロツキスト暴力集団粉砕/大学自治/
大学管理運営の民主化

全日本学生自治会総連合/東京都学生自治
会連合

1968/11/17 １部 全部公開 B5判両面印刷物

Ⅰ―28
〔ビラ〕高校生、受験生、教師のみなさん　東大闘争の正しい理解と支援
を訴えます

東大入試/東大問題自主的解決/学
園の民主的建設/トロツキスト排除

全日本学生自治会総連合/東北大学学生自
治会連合

1969/1/ １部 全部公開 B5判印刷物

Ⅰ―29
〔ビラ〕機動隊を粉砕し東大再封鎖を克ちとれ！不当逮捕された学友を奪
帰せよ！/緊急アピール

東大全学共闘/全学バリケード闘争/
機動隊/入試中止反対

社青同国際主義派 １部 全部公開 B5判紙

Ⅰ―30
〔ビラ〕東大闘争勝利・安保条約破棄　1.21宮城県学生統一行動に総結集
しよう/東大闘争の全過程通して学ぶべきものは何か！！

東大闘争勝利/学園民主化/安保条
約破棄/沖縄全面反還/全共闘

東北大学教養部自治会常任委員会 1969/1/ １部 全部公開 B5判紙

Ⅰ―31
〔ビラ〕入試中止の攻撃に今こそ反連の火柱を！/今こそ「全共闘」派の盲
動を許さず、政府・文部省の攻撃をはねのけ、東大闘争の勝利に向かっ
て教養部全学友は総決起しよう！！

東大闘争勝利/学園民主化/安保条
約破棄/沖縄即時無条件全面反還/
民主的新寮即時建設

東北大学教養部学生自治会 1969/1/21 １部 全部公開 B5判紙

Ⅰ―32
〔ビラ〕「政府の大学自治破壊に抗議する」1.25東北大学集会/「入試中
止」を道具とした政府の東大への介入を許すな！/大学の自治を守るた
め　全大学人は総決起しよう！

「入試中止」/大学自治 東北大学学生自治会連合中央委員会書記局 1969/1/25 １部 全部公開 B5判紙

Ⅰ―33
〔ビラ〕ストライキ決議/投票に当って/2.4政府の大学自治破壊に抗議する
宮城県集会

大学自治/文部省の不当介入/民主
的利権/ストライキに関する投票

東北大学教養部学生自治会自治委員会 1969/2/3 １部 全部公開 B5判紙



番号 タイトル/見出し 内容（キーワード） 作成（発行） 発行日 数量 利用制限 備考

Ⅱ 〔昭和四十四年度分〕 全部公開

Ⅱ―1
〔ビラ〕闘争速報　大学立法阻止！！団結ガンバロー！№7/教養、看学、
理、教育スト突入！/全学連23日午前0時集計、全国で30大学60自治会
スト突入/Ｃ大会三千名、一週間スト決定

学生大会/ストライキ権行使投票/宮
城県学生大集会

東北大学学生自治会連合 １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―2
〔ビラ〕闘争速報　「大学弾圧立法」粉砕へ、更に一層の前進を№8/5月23
日県内各大学で3500名決起！宮城県学生大集会に2000名参加/労働者
と共に集会とデモ/四自治会スト決行！

大学弾圧立法/学園民主化/自治会ス
トライキ/宮城県学生大集会

東北大学学生自治会連合書記局 1969/5/24 １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―3
〔ビラ〕6.24定期学生大会に向けて議案書草案/大学弾圧立法粉砕闘争
の中から新しいクラス会活動と自治会活動の創出を！/教授会中心の自
治を克服し、大学全構成員による新しい大学の自治の確立を！

大学弾圧立法/安保条約破棄、沖縄
返還/教養部の民主的改革/自治会
活動

教養部学生自治会執行部 1969/6/ １部 全部公開
B5判４頁冊、ホッチキスで留めて
ある。

Ⅱ―4
〔ビラ〕69年度前期学生大会/大学弾圧立法粉砕闘争の中から新しいクラ
ス活動と自治会活動の創出を！！/教授会中心主義を克服し、大学構成
員全員による新しい大学の自治と大学像の確立を！！/全C共闘の学生

学生大会/大学弾圧立法/無期限スト
ライキ

C自治書記局 1969/6/ １部 全部公開 B5判紙　両面

Ⅱ―5 〔ビラ〕闘う農学は、農闘委に結集せよ！ 民青執行部/無期限ストライキ/ 農学部闘争委員会 1969/6/ １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―6 〔ビラ〕市民の皆さん！ 大学弾圧立法 東北大学医学部薬学科三年 １部 全部公開 B４判紙

Ⅱ―7 〔ビラ〕VOICE　Of　AⅡｰⅠ№１/言わせてもらう№１ クラス活動/大学弾圧立法/ストライキ 1969/6/26 １部 全部公開 B5判紙
Ⅱ―8 〔ビラ〕日本の経済を支える安保条約は守るべきである！ 安保条約/対米貿易 安保条約体制研究会 １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―9
〔ビラ〕国会委員会シンギ断固糾弾！実験棟封鎖糾弾！/7.1全C四千名
集会に向けて闘いのこう！

「大学運営臨時措置法」/大学連帯集
会/総評/日教組/全学連/全院協

教養部自治会執行部 1969/6/ １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―10
〔ビラ〕7.1全国統一行動を共闘の壮大な力で成功させよう！！/山田選対
緊急アピール

大学弾圧立法/無期限ストライキ 1969/6/ １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―11 〔ビラ〕べ平連結成集会7.2/べ平連結成記念講（演） べ平連結成 （べ平連） 1969 １部 全部公開 約10cm*35cmの紙

Ⅱ―12
〔ビラ〕良識派民族派学生は結集せよ！/東北学生ゼミナール開催！！/
学内集会（大学立法を考える）

学生ゼミナール/大学弾圧立法/大学
紛争/民青

東北学生自治体連絡協議会/東北大学学生
協議会

1969/７/ １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―13
〔ビラ〕（本日の第２波理工系集会に結集しよう！！本日12じ15ふん理科
実験棟前にて

大学立法闘争/大学解体
民主化行動委/大学立法粉砕クラス闘争委/
闘争委（準）等

１部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―14
〔ビラ〕山田選対ニュース№2/大学立法粉砕く闘争から安保沖縄の本質
へ

大学弾圧立法/安保条約/沖縄返還 １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―15 〔ビラ〕京大闘争より　教養部貧乏学生の手記 大学自治 １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―16 〔ビラ〕私たちは全学連支持候補山田君を支持します！！
大学弾圧立法/大学自治/教授会/暴
力学生集団

J自治委員会 1969/7/1 １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―17
〔ビラ〕七．四実験棟集会い結集し無期スト封鎖闘争の主体を！/怒りをこ
めてふり返れ！

理科実験棟封鎖解除/大学弾圧立法
実力行動検討会/院生・助手連絡会議/東北
大新聞社

1969/6/ １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―18
〔ビラ〕のろいの言葉「おまえは反革命だ！」法大キャンパスに流された血
の叫びに答えよ！！東大駒場寮の惨事に目をつぶるな！！

東大「全共闘」武装学生/暴力集団/マ
スコミ/「反革命」

東北大学教養部学生自治会執行部 １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―19 〔ビラ〕№7浅井選対ニュース/夏休みを控え、残留体制の確立を怠け！
大学立法闘争/安保闘争/行動委員
会運動

浅井選対 1969/7/7 １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―20 〔ビラ〕夏休みおクラス活動についての訴え！
安保・沖縄問題/大学自治/農学部/
残留闘争

農学部三年 １部 全部公開 B４判紙

Ⅱ―21
〔ビラ〕浅井選対ニュース№8/70年闘争の基本的視点は何か？/山田候
補の「民主主義革命」論の無内容さを看破せよ！

沖縄返還/大学の自治擁護/学園の
民主的変革/民主主義/日共＝民青

浅井選考 1969/7/8 １部 全部公開 B５判紙



番号 タイトル/見出し 内容（キーワード） 作成（発行） 発行日 数量 利用制限 備考

Ⅱ―22
〔ビラ〕大学立法粉砕夏休み残留闘争に向け、各クラスで「自主カリキュラ
ム」を作成しよう/緊迫した情勢に応え　夏休み同盟登校で闘い抜け！

残留闘争/自民党/自主講座/討論会
/教養部

C全学連行動委員会 1969/７/ １部 全部公開 B5判紙両面

Ⅱ―23 〔ビラ〕全軍労ストヲ全力デ支援セヨ
70年闘争/日米共同声明/安保廃棄/
沖縄返還

CS安保破棄行動隊 １部 全部公開 B４判紙

Ⅱ―24 〔ビラ〕山田候補に支持を！
理科実験棟封鎖/学園民主化/執行
部選挙

東北大学明善寮第５９期委員会 １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―25
〔ビラ〕市民へのアピール/権力の導き役＝全C共闘糾弾・解体！！/政府
自民党の大学介入粉砕！！/全学連は闘うぞ！！

全C共闘/自民党 教養部全学連行動委員会 1969/10/23 １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―26 〔ビラ〕「解放派」らの深夜の襲撃、テロ・リンチを許すな！ 全C共闘/学生暴力集団 東北大学学生自治会連合 1969/10/ １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―27
〔ビラ〕11.26教養部学生総決起集会を成功させよう！！/日米共同声明/
沖縄返還/沖縄から核兵器撤去

佐藤ニクソン会談/「自由出撃基地化」
/全C共闘

「県学生総決起集会」/集中行進実行委員 1969/11/ １部 全部公開 B5判紙両面同じ内容

Ⅱ―28
〔ビラ〕11.27教養部長団交をかちとり、機動隊常駐化を全教養部の団結
の力で阻止しよう

全C共闘/警察機動隊/大学の自治/
教授会中心主義

C臨時執行部 1969/11/ １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―29 〔ビラ〕全学連行動委員会はかく闘いを提議する（その５）
全C共闘糾弾/自治会再建/学園民主
化/無期限ストライキ解除/機動隊導

東北大学教養部全学連行動委員会 1969/11/ １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―30
〔ビラ〕沖縄全軍労支援闘争に当局のファッショ的反動化を突破して総決
起せよ！/全軍労支援３９項目粉砕闘争に立ち上れ！

日米共同声明/沖縄返還/沖縄全軍
労支援闘争

東北大C反帝学評 1969/11/ １部 全部公開 B5判紙　両面

Ⅱ―31
〔ビラ〕祖国と青年の解放を！日本民主青年同盟東北大学CブロックL班
機関紙Prometheus号外/創価学会＝公明党の言論・出版弾圧を糾弾す
る！！

出版妨害/創価学会＝公明党/日本
民主青年同盟

日本民主青年同盟 1970/1/30 １部 全部公開 B5判紙

Ⅱ―32
〔ビラ〕全軍労スト防衛闘争をもって四・六月の突破口とせよ！/日帝の沖
ナワ支配・植民地処分粉砕を極東革命の戦略の下に闘い抜け！

日米共同声明/沖縄返還/安保条約 国際主義共産学生同盟（学生インター） 1970/1/ １部 全部公開 B5判紙両面

Ⅱ―33
〔ビラ〕高星選対ニュース民主化シリーズ№2/カリキュラム改善について
（教養部教授会案）に関する我々の立場と見解

教授会/カリキュラム/学生自治会 1970/1/ １部 全部公開 B5判紙両面

Ⅱ―34

〔ビラ〕棄権は大学破壊者たちへの屈服/「棄権」を喜ぶ大きな破壊者と小
さなハカイ者/「投票」は「学生の権利」と「民主主義擁護」の試金石であ
り、且つ、「全共闘」の奇妙な論理「現在も教養部は無期ストが続行してい
る」に対する全学友の正当な意思表示

教養部自治会執行部選挙 （教養部自治会執行部） １部 全部公開 B5判紙両面

Ⅱ―35
〔ビラ〕12.9ML同盟政治集会に結集せよ！/11月決戦＝羽田決戦勝利を
打ち固め　革命の七〇年代へ！

同盟政治集会開催要項 1969/12/ １部 全部公開 B4判紙両面

Ⅱ―36
〔ビラ〕権力の尖兵本川体制を引きづり出しこれを打倒せよ！！/権力と
大学との39項目体制粉砕！/柵と検問を全面撤去！/機動隊投入を許す
な！

権力/民青/39項目体制/70年闘争 理学部闘争委員会 １部 全部公開 B４判紙



番号 タイトル/見出し 内容（キーワード） 作成（発行） 発行日 数量 利用制限 備考

Ⅱ―37
〔ビラ〕インターナショナル№6/安保粉砕・沖縄解放・極東革命完遂/帝国
主義教育秩序の部分的マヒ（教養部無期スト５つのバリケードの体験）を
反乱の秩序＝東北大全共闘・建設への深化せよ！

38項目体制/全共闘運動/沖縄返還 国際主義共産学生同盟（学生インター） 1969/12/1 １部 全部公開 B５判紙両面

Ⅱ―38
〔ビラ〕農学部学科決定方式に対する要求/三項目実現を目指すクラス討
論（二十六日曜日）へ向けて前農学部学生は団結して闘おう！

進学学科志願書/各学科・講座の説
明会開催要求

農学部三年有志 １部 全部公開 B４判紙

Ⅱ―39 〔ビラ〕「教養部改革を推進する会」の発足にあたって
教養部諸問題の指摘/カリキュラム改
革/教養部改革

1969/12/ １部 全部公開 B5判紙


