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1 [鳥]（仮題）　[静止画像] 〔篁牛人／画〕 1枚 39.1×47.5ｃｍ 美術原画1枚　：　カラー　丸筒入り　製作者名
は丸筒添付資料による

2 達磨独座　[静止画像] 篁牛人／画 1枚 39.8×54.3ｃｍ 美術原画1枚 ：　カラー
3 [人物画]（仮題）　[静止画像] 篁牛人／画 1枚 39.6×54.7ｃｍ 美術原画1枚 ：　カラー
4 [百姓図]（仮題）　[静止画像] 篁牛人／画 1枚 36.6×49.2ｃｍ（装

丁38.5×51ｃｍ）
美術原画1枚　：　カラー　裏面に「篁牛人傑作
画」とあり

5 無心同志　[静止画像] 盤若一郎／〔画〕 昭和63年 1枚 27.2×24ｃｍ 美術原画1枚 ：　カラー，　色紙 署名：ハン
6 [河童図]（仮題）　[静止画像] 篁牛人／〔画〕 1軸 45.8×47.5ｃｍ（軸

装117×60.7ｃｍ）
美術原画1軸　（軸装），　カラー　署名：牛人

7 野の声／カット／集 1袋 42.1×26.6cm 茶色封筒に、挿絵原画5枚、誌名下書き1枚、
印刷詳細指定2枚を収める。

8 矢野昭雄水彩画集　能登／その女 矢野昭雄 雁古堂出版 平成1.10(1989.10) 1組 38×27.5cm 収録総数65点　専用台紙10枚　オリジナル額1
枚 別冊付録「矢野昭雄水彩画集刊行によせ

9 [鬼図]（仮題）　[静止画像] 岩城信嘉／作 1軸 127.4×33.6ｃｍ（軸
装186×44.4ｃｍ）

美術原画1軸　（軸装）　：　墨彩，　和紙

10 [鬼図2]（仮題）　[静止画像] 岩城信嘉／作 1軸 127.4×33.6ｃｍ（軸
装186×44.4ｃｍ）

美術原画1軸　（軸装）　：　墨彩，　和紙

11 [山村図]（仮題）　[静止画像] 加納白鴎（雪風散人）
／画

1軸 67.7×32.5ｃｍ（軸
装162.7×49ｃｍ）

美術原画1軸　（軸装）　：　墨彩，　和紙　　裏
書き ：　加納白鴎画／雪風散人

12 〔岩倉政治選挙勝利祈願達磨図〕　（仮
題）　[静止画像]

盤若一郎／〔画〕 昭和
42.4.11(1967.4.11)

1軸 92.8×61.2ｃｍ（軸
装181.0×65.3ｃｍ）

美術原画1軸　（軸装）　：　貼り絵，桐箱入り
「鼻の穴を大きく開け／そして大気を吸え。／
七轉八起だ。／俺について来い。／必らず、死
んでも／大喝！！」

13 〔岩倉政治選挙祝勝図〕　（仮題）　[静
止画像]

盤若一郎／〔画〕 昭和
42.4.15(1967.4.15)

1枚 94.5×61.8ｃｍ 美術原画1枚　：　墨彩，　紙　「百花爛漫天地
新／切歯扼腕幾星霜／遂見当選綜議戦／今
夕美酒琥珀光」「岩倉政治氏祝綜議当選」

14 医王山神社有浅利村　階数百段青苔
蓋之詣者自覚清神魂／画 [静止画像]

1枚 69×28.5ｃｍ 美術原画1枚　：　墨彩，　紙　丸筒入り　丸筒
に「石黒連州」と記載の紙添付

15 岩城信嘉作品　[静止画像] 岩城信嘉／〔書・画〕 3枚 34.3×45.5ｃｍ 目録1枚，美術原画2枚　：　墨彩　：　和紙，
白黒・カラー 丸筒入り

16 〔秋刀魚〕　（仮題） 〔石黒〕連州 〔石黒〕連州 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩　印記：「連／州」　（「上／和」の一）

17 人天無別 盤若一郎 盤若一郎 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩　「第十三回／平和美術展」と記載
あり

18 子ら／みな遠く／真昼の／こおろぎ／
理政

岩倉政治、盤若一郎 岩倉政治、盤若一
郎

1枚 27.3×24.3cm 色紙　墨彩

19 和而不同 盤若一郎 盤若一郎 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩　印記：「一郎／之印」

20 春は枝頭に在り／すでに十分／政治 岩倉政治、盤若一郎 岩倉政治、盤若一
郎

昭和45.12(1970.12) 1枚 27.3×24.3cm 色紙　墨彩　「昭和庚戌拾貮月／平和美術展」
と記載あり

岩倉政治文庫資料目録（遺品）
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21 無心 盤若一郎 盤若一郎 昭和44(1969) 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩　印記：「一郎／之印」　「昭和己酉
彼岸中日」と記載あり

22 春風／群羊にのって／来る 盤若一郎 盤若一郎 1枚 27.1×24.1cm 色紙　墨彩　「第十四回平和美術展」と記載あ
り

23 岩倉先生 盤若一郎 盤若一郎 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩

24 岩倉政治さん 盤若一郎 盤若一郎 昭和
48.10.27(1973.10.27)

1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩　「平和美術展」と記載あり

25 〔静物〕　（仮題） 勝 勝 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩　印記：「勝」

26 昇龍 景一 景一 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩　印記：「景一」

27 松 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩　印文未詳印1顆

28 〔門の泉に立てる菩提樹〕　（仮題） 安田理深 艾南 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩　印文未詳印1顆

29 〔後生の一大事／いのちのあらん／か
ぎり／ゆだん／ある／ましき／こと〕

1枚 27.3×24.2cm 色紙　墨彩　印文未詳印1顆 三上書簡2枚添
付あり

30 〔菊〕　（仮題） 勤二 勤二 1枚 24.2×27.2cm 色紙　墨彩　印記：「勤二」

31 岩倉政治像 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩

32 田螺のうた／寝覚の闇／に／唇噛む 柿谷実子 柿谷実子 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨跡　印記：「実／子」

33 〔アヤメ〕　（仮題） 景一 景一 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩　印記：「景一」

34 〔樹木五本図〕　（仮題） 伏木〔澄夫〕 伏木〔澄夫〕 1枚 27.2×24.1cm 色紙　墨彩

35 〔静物　梨・唐辛子〕　（仮題） 美津 美津 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩　印記：「美津」

36 〔静物　アジサイ〕　（仮題） 美津 美津 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩　印記：「美津」

37 あした／またネ 岩倉政治 岩倉政治 昭和44.9(1969.9) 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩

38 春眠／不覚暁 岩倉政治 岩倉政治 1枚 27.1×24.2cm 色紙　墨彩

39 日本のものは／日本に返せ 岩倉政治 岩倉政治 昭和45(1970) 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨彩

40 言葉／失ないし母／梢みて／風が・・・
という

岩倉政治 岩倉政治 昭和61.1(1986.1) 1枚 24.2×27.2cm 色紙　墨跡

41 弥陀たのむ人は／雨夜の月なれば／
雲はれねども西へこそ／ゆく。

岩倉政治 岩倉政治 1枚 27.2×24.1cm 色紙　墨跡　印記：「岩倉／之印」　台紙に貼り
付け 付属品（ひも）あり
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42 寂光 岩倉政治 岩倉政治 1枚 27.2×24.1cm 色紙　墨跡　印記：「岩倉／之印」　台紙に貼り
付け 付属品（ひも）あり

43 正覚大音／響流十方 岩倉政治 岩倉政治 1枚 27.2×24.1cm 色紙　墨跡　印記：「岩倉／之印」　台紙に貼り
付け 付属品（ひも）あり

44 〔筍〕　（仮題） 宮元了一 宮元了一 1枚 24.2×27.2cm 色紙　墨彩　印記：「了／一」

45 秋聲不盡粛〃葉／夕景無多／淡々／
山

木仙子 木仙子 1枚 27.3×24.3cm 色紙　墨彩　印記：「木／□」　印文未詳印1顆

46 メーデー 1枚 27.3×24.2cm 色紙　墨彩

47 子らみな／遠く／真昼の／こおろぎ／リ
コ政

岩倉政治、哲 岩倉政治、哲 1枚 27.3×24.3cm 色紙　墨彩　印記：「哲／□」

48 〔樹木四本図〕　（仮題） 伏木澄夫 伏木澄夫 1枚 27.3×24.3cm 色紙　墨彩

49 [岩倉政治肖像画]（仮題）　[静止画像] 盤若一郎／[画] 昭和45年 1枚 41.4×55.2ｃｍ 美術原画1枚　（額装）　墨彩，　「岩倉政治さん
／昭和庚戌／還暦歳／百人展／ハンニャイチ
ロ」と記載あり

50 [岩倉政治肖像画]（仮題）　[静止画像] 盤若一郎／〔画〕 平成4年□月24日 1枚 62.3×46.3ｃｍ 美術原画1枚 ：　墨彩 ：　白黒 署名：ハン
51 [散居村画]（仮題）　[静止画像] 岩城信嘉／〔画〕 昭和58年6月12日 1枚 36.5×51.3ｃｍ 美術原画1枚　：　紙，　白黒　署名：ＭａｓａｋｉＩｗ

ａｋｕｒａ1983．6.12
52 〔稲葉春風画〕（仮題）　[静止画像] 〔稲葉春風／画〕 3枚 美術原画3枚　内容：「梅図」（110.5×50.8ｃｍ）

水墨1枚　白黒，「花鳥図」（64.5×66.6ｃｍ）岩
彩1枚　カラー，　「雪の里山」（40.4×33.5ｃｍ）
水墨1枚 白黒 ：　　書簡1枚

53 〔松に海〕　（仮題） 夢二 夢二 1枚 19.6×26.1cm 複製画　カラー　台紙・ビニールカバーあり

54 玄猿 橋本関雪／筆 1枚 27.2×24.3cm 複製画（色紙）　カラー　原画は東京芸術大学
蔵

55 [散居村画コピー類]（仮題）　[静止画
像]

6枚 内容　：　「砺波市史」（1965.3.20発行）からのコ
ピー1枚　白黒，　写真からの2回目のコピー1
枚　白黒，写真からの3回目のコピー1枚　赤，
岩倉原図からの縮尺コピー1枚　白黒　自筆メ
モあり，写真からの3回目のコピー1枚　緑，岩
倉原図から縮尺コピー1枚 緑 自筆メモあり

56 [棟方志功版画]（仮題）　[静止画像] 棟方志功／版画 2枚 28×38ｃｍ 木版画2枚　和紙，　「ごしょうの／一大事／い
のちのあ／らんかきり／ゆだんあ／るまじ／き
事／越中五箇／山中赤尾／道宗／行徳寺板

57 [坂本龍馬高杉晋作西郷吉ノ助人相覚
書]（仮題）　[静止画像]

1枚 44.6×32.8ｃｍ 木版画（？）1枚

58 「千曲川旅情のうた」　[静止画像] 1枚 69×135.3ｃｍ 拓本1枚　島崎藤村「千曲川旅情のうた」石碑
の拓本 一部破損あり

3



整
理

資料名 著編者
書写者・
発行者

作製年月日・
発行年月日

丁数・冊数
・ページ数

大きさ 注記

59 弘法大師御入定1150年御遠忌記念　ス
ピトク寺忿怒尊図　カーラチャクラ（吉祥
時輪）　[静止画像]

1枚 72.7×51.3ｃｍ ポスター1枚　：　カラー　裏面に「南印秘仏絵
像」と記載あり

60 春は／枝頭に／あり／巳に充分 盤若一郎 盤若一郎 昭和42.1.1(1967.1.1) 1枚 24.1×27.3cm 色紙　貼り絵　印記：「一郎／之印」　「昭和丁
未／元旦」と記載あり

61 シルエット 伏木〔澄夫〕 伏木〔澄夫〕 1枚 27.3×24.4cm 色紙　シルクスクリーン　題箋の印記：「伏／
木」

62 ハンニャの書　[静止画像] 〔盤若一郎／書〕 昭和60年6月30日 1枚 30.9×43.5ｃｍ 書1枚　「天がつき／人もつき／酒もつく／へそ
曲がり／感激無量／千謝万謝／合掌九拝／
昭和六十年六月三十日ハンニャ」　丸筒入り
題名は丸筒添付資料による

63 「無一字」 棟方志功／書 2点 27.4×24.3ｃｍ 書（印刷）2枚　：裏面に　『茶室「亦千山房」落
成記念品／棟方志功書「無一字」光徳寺蔵」と
あり 封筒入り

64 [近藤越山人の書] 近藤越山人／〔筆〕 1軸 120.9×33.8ｃｍ
（軸装183×43.1ｃ
ｍ）

書1軸　（軸装），宮本百合子の手紙より（原
文），紙箱入り　：　表書き　□□□越山条幅
□」，箱内に「贈岩倉兄宮本百合子の言葉□
□□越山人」と記載，　題名は箱添付資料「近
藤越山人の書／石動町の書家」による

65 「喫茶去」 〔岩倉政治／筆〕 〔昭和59年〕 5枚 68×34.8ｃｍ 墨跡5枚　和紙，「甲子春　不住庵　政治」と記
載あり

66 「自然法爾」 〔岩倉政治／筆〕 1枚 67.8×24ｃｍ 墨跡1枚 和紙
67 「杷不住」 岩倉政治／〔筆〕 〔昭和59年〕 2枚 68.5×34.5ｃｍ 墨跡2枚　和紙，　「甲子春　岩倉政治」「為後

□□ 甲子春 不住庵 政治」と記載
68 「道」 岩倉政治／〔筆〕 2枚 35×75.2ｃｍ

34.7×77.3ｃｍ
墨跡2枚　和紙，岩倉政治作「道」の自筆　冒頭
文「この村と町をつなく／ひとすじの道／わが
ふるさとの道／…」

69 〔弥陀たのむ〕　（仮題） 〔岩倉政治／筆〕 平成11年3月4日 2枚 79×24.2ｃｍ
135.8×69.4ｃｍ

墨跡2枚　和紙，「弥陀たのむひとは雨夜の月
なれば雲はれねども西へこそゆく」　添付資料
に「96才の誕生日に／1999年3.4.書　政治／
「弥陀たのむ～」とあり

70 〔弥陀たのむ〕　（仮題） 〔岩倉政治／筆〕 平成11(1999) 1軸 106.7×63.2ｃｍ
（軸装185.9×74.8ｃ
ｍ）

書1軸　（軸装）　桐箱入り　和紙，「弥陀たのむ
人は雨夜の月なれば雲晴れねども西へこそゆ
く 一九九九年春」

71 禴 〔石黒〕連州 〔石黒〕連州 1枚 27.2×24.1cm 色紙　墨跡　印記：「連／州」　（「上／和」の一）

72 花と果實／いづれも好し 壺井繁治 壺井繁治 1枚 24.1×27.1cm 色紙　墨跡

73 人に幸を／国に平和を 松田解子 松田解子 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨跡　印記：「松田／解子」

74 カドミ田の／いずれへ瀬音／風の盆 古沢太穂 古沢太穂 1枚 27.3×24.2cm 色紙　墨跡
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75 春闘のはた／はたはたと／鳥の／一念 晩穂 晩穂 1枚 27.3×24.3cm 色紙　墨跡　印記：「晩／穂」

76 壽 中田大雪 中田大雪 1枚 27.2×24.2cm 色紙　墨跡　印記：「大／雪」「閒□」

77 夢の夢 了晎 嵯峨了樹 昭和57.7(1982.7) 1枚 27.3×24.2cm 墨跡複製（色紙）　カラー

78 直筆色紙 37.2×34.2ｃｍ 色紙1枚 （額装）
79 アルバム 1冊 28×20.5ｃｍ 写真43枚　：　カラー　：　高瀬公民館岩倉政治

石碑建立
80 アルバム 平成2年10月10日 1枚 19×28.5ｃｍ 写真1枚 ：　カラー ：　額装 裏面に自筆メモ
81 97／水上勉氏と／父 平成9年 1冊 20.5×14.2cm 写真アルバム Ｌサイズカラー写真11枚を収め
82 澄川稔とその妻（岩倉政治のメモ書き

による）　[静止画像]
平成5年4月 1枚 8.2×12ｃｍ 写真1枚　：　カラー　：　岩倉政治自筆メモあり

83 “蓮如の心”講演の様子（岩倉政治のメ
モ書きによる）　[静止画像]

平成5年4月24日 1枚 8.2×11.7ｃｍ 写真1枚　：　カラー　：　岩倉政治自筆メモあり

84 “蓮如の心”講演の様子（岩倉政治のメ
モ書きによる）　[静止画像]

平成5年4月24日 1枚 8.2×11.7ｃｍ 写真1枚　：　カラー　：　岩倉政治自筆メモあり

85 高瀬小学校跡石碑　[静止画像] 平成5年11月 1枚 8.9×12.6ｃｍ 写真1枚　：　カラー　：　岩倉政治自筆メモあり
（碑文字 岩倉の書）

86 大幾1年1ヶ月政治90才と2ヶ月　[静止
画像]

平成5年5月17日 1枚 12.4×17.8ｃｍ 写真1枚　（額装）　：　カラー

87 岩倉政治写真　[静止画像] 1枚 21×29.8ｃｍ 写真1枚　（額装）　：　カラー

88 岩倉政治写真　[静止画像] 1枚 20.5×29.9ｃｍ 写真1枚　：　カラー

89 岩倉政治写真　[静止画像] 1枚 20.3×25.4ｃｍ 写真1枚　：　カラー

90 岩倉政治写真　[静止画像] 1枚 20.4×29.9ｃｍ 写真1枚　（額装）　：　カラー　付属品（ひも，ピ
ン）あり

91 岩倉政治写真　[静止画像] 1枚 20.5×29.9ｃｍ 写真1枚　　（額装）　：　カラー　付属品（ひも，
ピン）あり

92 岩倉政治写真　[静止画像] 平成7年9月2日 1枚 29.8×23.5ｃｍ 写真1枚　（額装）　：　カラー

93 岩倉理意写真，パステル画　[静止画
像]

写真2枚　：　カラー，　パステル画1枚　理意直
筆「秋の庭」（平成1年10月）　（額装）　額の中

94 岩倉政治・理意写真　[静止画像] 1枚 19.9×25.3ｃｍ 写真1枚　：　カラー　（封筒「肖像写真」の一）

95 岩倉政治写真　[静止画像] 平成7年9月2日 1枚 25.4×36.6ｃｍ 写真1枚　：　カラー　袋に入れて保管　（封筒
「肖像写真」の一）
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96 水上勉氏　[静止画像] 平成9年5月28日 1枚 13.2×17.6ｃｍ 写真1枚　：　カラー　水上勉・岩倉政治二人の
写真　（封筒「重要／写真／水上勉氏と」）（封
筒「肖像写真」の一 封筒は二重）

97 水上勉氏　[静止画像] 平成9年5月28日 1枚 20.3×30.3ｃｍ 写真2枚　：　カラー　水上勉・岩倉高子・岩倉
政治三人の写真　（封筒「重要／写真／水上
勉氏と」）（封筒「肖像写真」の一 封筒は二重）

98 岩倉政治写真　[静止画像] 平成3年10月22日 1枚 8.2×11.8cm 写真1枚　：　カラー　，裏面に直筆メモ「床嶋ま
ちこ」の名・住所・電話番号の記載あり

99 岩倉政治写真　[静止画像] 1枚 17.4×12.5cm 写真1枚 ：　白黒
100 岩倉政治写真　[静止画像] 田辺淳一／撮影 〔平成2(1990)〕 1枚 20.2×25.4cm 写真1枚　：　白黒　裏面に「Photo by Junichi

TANABE」と記載あり
101 〔水上勉写真及び葉書〕 8枚 14.0×9.0cm 葉書1枚（昭和40年5月31日消印）、写真7枚

写真は水上勉と共に写したもの6枚（うち1枚の
裏面に「富山へ来訪時（1997年春）／水上勉氏
／と政治」と自筆メモあり）、書斎の写真1枚　ク
リアファイルに収める

102 岩倉政治・木崎さと子写真　[静止画像] 1枚 8.9×12.6cm 写真1枚　：　カラー　，裏面に直筆メモあり「作
家／木崎さと子／光照寺にて」

103 岩倉政治写真　[静止画像] 1枚 8.3×11.3ｃｍ 写真1枚 ：　白黒
104 市立図書館文芸講演の様子（岩倉政治

のメモ書きによる）　[静止画像]
平成4年6月8日 1枚 7.6×11.2ｃｍ 写真1枚　：　白黒　：岩倉政治自筆メモあり

105 岩倉政治肖像写真 [静止画像] 1枚 20×14.9ｃｍ 写真1枚 （額装）　：　白黒 付属品（ひも）あり
106 恩師鈴木大拙博士（岩倉政治のメモ書

きによる）　[静止画像]
1枚 16.3×12ｃｍ 写真1枚　：　白黒　：　岩倉政治自筆メモあり

「大谷大学本部・研究室棟及び本館改築事業」
案内に挟み込み保管 （封筒「肖像写真」の

107 ハワイ行　[静止画像] 昭和5年7月 1枚 11.2×7.1ｃｍ 写真1枚　：　白黒　裏面に書き込みあり　（封
筒「肖像写真」の一）

108 岩倉政治肖像写真50歳頃　（岩倉政治
のメモ書きによる）　[静止画像]

（昭和20年代後半？） 1枚 38.7×28.6ｃｍ 写真1枚　：　白黒　自筆メモあり　（封筒「肖像
写真」の一）

109 岩倉政治肖像写真50歳台の頃　（岩倉
政治のメモ書きによる）　[静止画像]

（昭和20年代後半か
ら30年代半ば？）

1枚 24.3×18.8ｃｍ 写真1枚　：　白黒　自筆メモあり　（封筒「肖像
写真」の一）

110 岩倉政治肖像写真60歳頃　（岩倉政治
のメモ書きによる）　[静止画像]

（昭和30年代後半？） 1枚 43.7×35.8ｃｍ 写真1枚　：　白黒　自筆メモあり　（封筒「肖像
写真」の一）

111 岩倉政治肖像写真　[静止画像] 池端滋／撮影 1枚 111×77ｃｍ 写真1枚　：　白黒　裏面に「1994.10.5.池端滋氏
サツエイ」と記載 印画紙上下に補強あり

112 岩倉政治肖像写真 [静止画像] 1枚 110.8×76.8ｃｍ 写真1枚 ：　白黒 裏面に「岩倉氏」と記載あり
113 Ｌ．アダムズ・ベック女史肖像写真（岩倉

政治裏書きによる）　[静止画像]
1枚 12.3×8.5ｃｍ 写真1枚　：　白黒　，直筆メモあり「1930（昭和

5）年／於京都／岩倉の大学卒業までの学資
を保障した恩人／イギリス人女流作家Ｌ．アダ
ムズ・ベック女史／（ペンネーム．Ｅ．バーリント
ン）」（13×9ｃｍ） （クリアファイルに保管）
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114 モスクワ平和大会（付箋による）　[静止
画像]

1枚 9.1×13ｃｍ 写真1枚　：　白黒　，裏面に直筆メモあり「町田
よし子／加藤充（大阪）／山手治之（立命教
授）」と記載 付箋添付 （クリアファイルに保

115 「空気がなくなる日」映画化記念写真
（岩倉政治自筆メモによる）　[静止画
像]

昭和23年4月 1枚 8.6×12.6ｃｍ 写真1枚　：　白黒　，　直筆メモあり「1948（昭
和23）年4月／於城端町金戸の疎開先。／“空
気がなくなる日”映画化のために東京よりス
タッフ来訪。／左端1.制作責任者石本統吉。後
列左2.荒木淑枝。後列左3岩倉理意。〃左4岩
倉政治。〃左5.伊東寿惠男。／前列左1.長女
塩子。〃2.3女麦子。〃3.2女高子。〃長男政
城。」（9×12 7ｃｍ）（クリアファイルに保管）

116 岩倉政治満17才　（岩倉政治裏書きに
よる）　[静止画像]

〔大正9年〕 1枚 12×16ｃｍ 写真1枚　：　白黒　，　裏面に直筆メモあり「神
職。／青年団長（？）／上田氏／村議／稲場
氏／元治の父／早川氏／教員／岩倉政治満
17才／この村の小学校教員／上田（？）／早
川正二／トナミ一円のテキ屋の親分。私を可
愛がりこの家にしばしば泊り込む。」 （クリア

117 岩倉政治大学2年生　（岩倉政治自筆メ
モによる）　[静止画像]

昭和5年 1枚 12.3×8.4ｃｍ 写真1枚　：　白黒　，　直筆メモあり「1930（昭
5）年／大学2年時代の岩倉／改造社による全
国学生からのソ連派遣／代表（1名）選抜論文
募集に応募の時／失敗」（12.7×8.8ｃｍ）（クリ

118 岩倉政治（13才）と母　（岩倉政治自筆
メモによる）　[静止画像]

大正4年 1枚 12.4×8.5ｃｍ 写真1枚　：　白黒　，　直筆メモあり「1915（大
正4）年岩倉13才／東京九段坂上の質店に奉
公時代。／上京してきた母と二人。」（13.2×9.1
ｃｍ）（クリアファイルに保管）

119 大谷大学文芸部員同調教授団結記念
写真（岩倉政治自筆メモによる）　[静止
画像]

昭和5年 1枚 9.1×12.8ｃｍ 写真1枚　：　白黒　，　直筆メモあり「1930（昭5)
年／於大谷大学、全学ストライキのなか／文
芸部員と同調教授との団結記念撮影。／前列
左から5人目岩倉。8人目本間唯一。本間の
左、萬造寺斉／教授。（明星派詩人．与謝野晶
子らの協同者）」（9.1×12.8ｃｍ）（クリアファイ

120 大谷大学文芸部員同調教授団結記念
写真（一部）（岩倉政治自筆メモによる）
[静止画像]

昭和5年 1枚 8.6×12.4ｃｍ 写真1枚　：　白黒　，　裏面に直筆メモあり
「1930（昭5年）／於大谷大学．全学ストライキ
の時／文芸部学生と教授と。／前列岩倉（5人
目）本間唯一（8人目）その左万造寺斉（教授）」
（クリアファイルに保管）

121 「東医院開業記」映画化記念写真（岩倉
政治自筆メモによる）　[静止画像]

昭和15年6月 1枚 8.5×12.3ｃｍ 写真1枚　：　白黒　，　直筆メモあり「1940（昭
15）年6月／於東宝映画スタジオ。／原作“東
医院開業記”映画化の記念。（映画題名“妻の
素顔”）／左から1．主演女優竹久千恵子。2．
監督佐藤武。3．女優伊達里子。4．作者岩倉。
5．主演男優高田稔。」（9×12.4ｃｍ）（クリア
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122 ばんどり騒乱記公演写真　[静止画像] 〔昭和50年〕 43枚 9.2×13.1cm 写真43枚　：　白黒　「大阪公演／の部／46枚」
と記した封筒に収める

123 ハワイ渡航写真 [静止画像] 昭和5年7月21日 1枚 20.3×50ｃｍ 写真1枚 ：　セピア
124 岩倉政治葬儀写真 [静止画像] 平成12.5(2000.5) 1枚 8.8×25.1ｃｍ 写真1枚 ：　カラー
125 〔文化賞贈呈式写真等〕　（仮題） 昭和59（1984） 1組 22.5×28.0cm 北日本新聞と富山新聞の文化賞贈呈式の写

真各1枚、富山新聞文化賞贈呈式の新聞切り
抜き1枚を紙ケースに収めたもの

126 岩倉政治肖像印刷物 （昭和20年代後半？） 1枚 19.5×14ｃｍ [岩倉政治肖像写真50歳頃」の一部分を印刷し
たもの 自筆メモあり （封筒「肖像写真」の一）

127 富山の民謡絵はがき 金守世士夫／版画 湖山会 13枚 15×10cm 二つ折り袋入り　内容：富山の民謡絵はがき12
枚 川上純生・版画1枚

128 〔絵葉書セット「四季の鶴ヶ城」〕　（仮
題）

10枚 18.0×13.3cm 紙ケースに収める　ケースに自筆メモあり

129 「ベトナム人民の革新的□□を支持し、
朝鮮への軍事挑発を糾断する県民集
会」□調報告　[録音資料]

昭和43年2月13日 1巻 12.5ｃｍ 録音リール1巻　（表裏65分）

130 城端の魅力について（前半）　[録音資 昭和53年11月 1巻 3.3×5×0.8ｃｍ 録音カセット （マイクロ）
131 政治の文学教室講義 [録音資料] 昭和53年2月5日 1巻 3.3×5×0.8ｃｍ 録音カセット （マイクロ）
132 梅原司平コンサート歌集（於富山）　[録

音資料]
昭和53年3月5日 1巻 3.3×5×0.8ｃｍ 録音カセット　（マイクロ）

133 高子宅で麦子宅で政治満悦 昭和52年 1個 5.3×4.1×1.2ｃｍ 録音カセット （マイクロ）　ケースのみ
134 合評会　[録音資料] 昭和60年6月28日 1巻 6.1×10.2×1.1ｃｍ 民主文学同盟　岩倉“杳かな父”合評　／　[報

告者：田宮良一] 録音カセット1巻　（90分）
135 空気のなくなる日 [録音資料] 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ [著：岩倉政治] ：　録音カセット1巻　（60分）
136 岩倉政治出版記念会　１・２　[録音資

料]
昭和58年10月15日 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ 岩倉政治無告の記出版記念会「ぼくの文学50

年と“無告の記”について」　岩倉政治　：　録音
カセット2巻 （240分）　2巻目ケース無し

137 「無告の記」　[録音資料] 2巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ ＮＨＫ　：　録音カセット2巻 （60分）
138 中島観山（観世流師匠）記念素謡　[録

音資料]
昭和54年 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ 録音カセット1巻　（46分）

139 「親鸞と私」　[録音資料] 昭和59年11月12日 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ [講演：岩倉政治] ：　録音カセット1巻　（120
140 上野とも米寿の祝 [録音資料] 昭和43年12月1日 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ 録音カセット1巻 (60分）
141 カセットテープ内容不明 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ 録音カセット1巻 （50分）　破損
142 「堀田善衛における故郷」　[録音資料] 平成4年7月28日 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ ラジオ文芸展とやま第4回　／　[担当：富樫行

慶　；　出演者：関野弘賢．岩倉高子]　：　録音
カセット1巻 （120分）

143 「岩倉政治－愛の思想－」　[録音資料] 平成4年7月7日 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ ラジオ文芸展とやま第1回　／[担当：黒田晩穂
；　出演者：岩倉政治．岩倉高子．久泉迪雄　：
録音カセット1巻 （120分）

144 井波町町民大学講座「人生談義」　[録
音資料]

昭和61年 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ [講師：岩倉政治]　：　録音カセット1巻　　（120
分）
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145 「ぼくの文芸生活50年」と「無告の記」に
ついて　[録音資料]

昭和58年10月15日 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ [講演：岩倉政治]　：　録音カセット1巻　（40分）
劣化が激しい

146 「雪と手作りの正月」　[録音資料] 平成1年1月8日 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ 声の赤旗日曜版‘89．1．8日付第1187号より
／　[著：岩倉政治] ：　録音カセット1巻　（20

147 「無告の記」　[録音資料] 昭和62年11月16日 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ ラジオＮＨＫＦＭ（昭和62年11月16日～20日）
：　録音カセット1巻 （90分）

148 岩倉高セでの話 昭和60年3月10日 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ インデックスに高子氏によるメモ書きあり　：
録音カセット1巻 （60分）

149 「無告の記」　[録音資料] 昭和60年12月23日 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ 朗読 ＮＨＫラジオ ：　録音カセット1巻　（120
150 「美術と文学」　[録音資料] 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ [岩倉政治]　：　録音カセット1巻　（60分）　ケー

ス無し
151 「人生の珍味に老若なし」　[録音資料] 平成2年9月29日 1巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ [岩倉政治]　：　録音カセット1巻　（120分）

ケース無し
152 3/15 1・2　[録音資料] 2巻 6.3×10.2×1.2ｃｍ 録音カセット2巻 （120分）
153 「無告の記」　[録音資料] 28巻 「無告の記」上－10巻　中－9巻　下－9巻，付

属資料　点字資料，富山県視覚障害者福祉セ
ンター添付文書　：　　富山県視覚障害者福祉
センター音訳（朗読）　：　録音カセット　28巻

154 8mmフィルム　[映像資料] 1本 8.4ｃｍ 内容不明 紙箱入り
155 送る会スライド　[映像資料] 56枚 5×5ｃｍ 芸文協封筒内に３ケースにわけて保存
156 政治出版会パーティー [映像資料] 平成7年4月28日 1巻 6.3×9.5×1.5ｃｍ ビデオカセット1巻
157 岩倉政治出版記念会 [電子資料] 平成6年10月7日 1枚 9.5×9ｃｍ ２ＨＤフロッピーディスク
158 農民文学有馬賞記念楯 1枚 15×6.5ｃｍ 昭和15年度 農民文学懇話会
159 井波町「村長日記」の碑を建てる会感 平成7年7月2日 1枚 30.8×42.9ｃｍ 額装
160 富山新聞文化賞芸術部門表彰状 昭和59年3月11日 1枚 31.3×45.3ｃｍ 額装
161 北日本新聞文化賞 昭和59年11月3日 1枚 39.4×54.3ｃｍ 額装
162 富山県文化表彰表彰状 昭和58年11月3日 1枚 37×52.2ｃｍ 額装
163 富山県芸術文化協会表彰状 昭和56年11月3日 1枚 39.3×54.1ｃｍ 額装
164 50年党員証 平成11年7月15日 1枚 31×44.4ｃｍ 筒入り ：　日本共産党中央委員会
165 富山県歯科医師会表彰状 昭和57年3月28日 1枚 31.4×45.5ｃｍ 岩倉リイ宛て　：　丸筒入り（家族の書初め5枚

をあわせて収める）
166 富山県保険医協会感謝状 昭和58年11月23日 1枚 30.8×43ｃｍ 岩倉理意あて 額装
167 〔賞状及び成績表〕　（仮題） 9枚 26.4×36.3cm 高瀬尋常小学校の賞状6枚、井波尋常高等小

学校の賞状1枚、福野農学校の学業成績表1
枚 クリアケースに収める

168 井波歴史民俗資料館感謝状 平成6年5月20日 1枚 30.9×42.8ｃｍ
169 硯箱 1個 24.5×7.3×3.8ｃｍ 内容 ：　水滴１口 1.6×径3ｃｍ，　筆1本，　硯
170 墨 1丁 9.5×3×0.7ｃｍ 銘　：　鉄斎翁書画　裏面に「国華第一」　側面

に「□□曹素功尭千氏」　使用済み
171 木製硯箱 1個 22×14.3×5ｃｍ 硯1面 20.2×12.5×2.3ｃｍ
172 筆皿 1個 23.3×8.5×1.5ｃｍ ダルマ型 鋳物製
173 色鉛筆 1本 10.7ｃｍ クーピーペンシル（赤）
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理

資料名 著編者
書写者・
発行者
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発行年月日

丁数・冊数
・ページ数

大きさ 注記

174 竹ペン 1本 25ｃｍ
175 平筆 1本 18ｃｍ
176 刷毛 2本
177 筆ペン 1本 16ｃｍ
178 筆 14管
179 紙挟み 1個 9.8×3.4×4.5ｃｍ 魚型 鋳物製
180 パスポートケース 1個 2つ折（20×12ｃｍ） 内容　：　パスポート1冊　15.5×9.6ｃｍ（昭和37

年6月27日）　：　絵はがき1枚　：　ビザ1枚　：
書類1枚

181 書類ケース 1個 23.5×25.7×33.8ｃ プラスチック製 4段書類ケース ：　自筆メモあ
182 名刺 2束 自筆メモあり
183 印 1個 6.2×2.5×6.3ｃｍ 岩倉政治住所印
184 印 1個 3×3×3ｃｍ
185 熊筆（桐箱入り） 1箱 32×8×4ｃｍ 銘：　一休園主　内容　：　筆3本（岩倉政治用

筆2本）
186 朱肉 1個 口径6.5ｃｍ 布張り箱入り 箱の大きさ ：　7.2×7.2×3.5ｃ
187 朱肉 1個 1.6×口径6.5ｃｍ
188 置物 1個 6.5×14.5×8ｃｍ うさぎ型
189 下敷き 1枚 25.8×18.1cm
190 宝飾品用布張り箱 1個 8×17×3ｃｍ 内容　：　バッジ7個，　カフス4個，　ネクタイピ

ン3個，　お守り2個，　ボタン1個，　1セント硬貨
1枚，　数珠（破損）1本，　アクセサリー（1部）

191 和ろうそく 1本 13.5ｃｍ 白無地
192 マグカップ 1個 12×口径7．5ｃｍ 木製
193 眼鏡ケース 1個 6.5×15.5×3.5ｃｍ 内容　眼鏡１本　眼鏡拭き　：　ケース内に自筆

メモあり
194 眼鏡ケース 1個 7×16×4ｃｍ 内容 ：　眼鏡1本 眼鏡拭き
195 眼鏡ケース 1個 6.5×15×3ｃｍ 内容 ：　眼鏡1本
196 眼鏡ケース 1個 15.5×7.5cm 内容 ：　眼鏡1本（破損）
197 表札 1枚 18.3×8.6×3ｃｍ 木製
198 置時計 1個 4.5×径4.2ｃｍ メロン型
199 補聴器 1個 右耳用 ケース入り
200 サングラス 1個 5×13ｃｍ ケース入り
201 高瀬神社縁起物 1袋 内容　：　一宮福はし1膳，　一宮杓子1本，　お

札1枚 袋の破損激しい
202 風呂敷 3枚
203 小物入れ 1個 4×口径7.5ｃｍ 蓋付 内容 ：　印2個
204 舞扇 1本 27.3ｃｍ 扇子袋入り

205 扇 1本 33.3ｃｍ 扇子袋入り

206 現像済みフィルム 3枚 封筒に入れて保管 （封筒「肖像写真」の一）
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207 真宗聖典 1冊 14.5×11×6ｃｍ 住田智見・大須賀秀道・立花〔慧〕明／共著
破損激しい 傍線・付箋・自筆メモ多数あり

208 軍隊手帳 大正 1冊 12.5×9.5ｃｍ 表紙布張り 自筆による傍線、メモあり
209 パスポート 昭和49年8月19日 1冊 16.5×9.5ｃｍ ビニールケース入り　：　両替控え1枚　：　予防

接種に関する国際証明書2枚
210 岩倉政治デスマスク 平成12年 1個 21×13×5.5ｃｍ 外箱（35×24.8×15.8ｃｍ）
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