
＜国籍・外国人の部＞国籍01-05 小川政亮戦後日本社会保障資料

中分類 資　料　名 年 代 備 考 コンテナ
外国人・民族問題ファイル１ 1951-1963
外国人・民族問題ファイル２ 1964-1965
外国人・民族問題ファイル３ 1966-1968
外国人・民族問題ファイル４ 1969-1970
外国人・民族問題ファイル５ 1971-1972
外国人・民族問題ファイル６ 1973-1975
外国人・民族問題ファイル７ 1976
外国人・民族問題ファイル８ 1976
外国人・民族問題ファイル９ 1977
外国人・民族問題ファイル10 1978
外国人・民族問題ファイル11 1979
外国人教員法案関連資料ファイル 1978-1979
外国人・民族問題ファイル12 1980
外国人・民族問題ファイル13 1981-1982
外国人・民族問題ファイル14 1983
外国人・民族問題ファイル15 1984
外国人・民族問題ファイル16 1985-1986
外国人・民族問題ファイル17 1987
外国人・民族問題ファイル18 1988-1990
外国人・民族問題ファイル19 1991-1992
外国人・民族問題ファイル20 1993-1996
外国人・民族問題ファイル21 1997-1999
外国人・民族問題ファイル22 2000-2006
外国人・民族問題ファイル23「ベトナム留学生支援の会資料１」 1970-1973
外国人・民族問題ファイル24「ベトナム留学生支援の会資料２」 1974-1975

在日朝鮮人の人権を守る会『財に朝鮮人の法的地位に関する研究報告（第１集）』 1964.5

在日朝鮮人総聯合会中央常任委員会社会経済部『在日朝鮮人の国籍問題に関する資
料』

1966.1

大阪府立大学社会福祉学部庄谷・中山研究室『大阪生野区における在日韓国・朝鮮人
の労働と生活―第３集―高齢者の生活問題と福祉の課題―1993年度　調査報告』（挟
み込み資料含む）

1993

『在日朝鮮人帰国協力会ニュース』　No.78・79 1967
『朝鮮時報』600号 1969
外国人戦争犠牲者保障ファイル１ 1985-1994
外国人戦争犠牲者保障ファイル２ 1999-2000
外国人戦争犠牲者保障ファイル３ 2001-2002
外国人戦争犠牲者保障ファイル４ 2003-2004
外国人戦争犠牲者保障ファイル５ 2005
外国人戦争犠牲者保障ファイル６ 2006
日本赤十字社『在日朝鮮人帰国問題の真相』 1956.9
日本赤十字社『在日朝鮮人帰国問題の真相』　英語版 1956
日本赤十字社外字部長井上益太郎『第76回赤十字社連盟執行委員会報告書（その１）
第一部朝鮮人帰国問題』

1957.4
ジュネーブ
にて

日本赤十字社「帰還申請受付窓口業務指針」 1959
日本赤十字社「帰還申請受付窓口業務指針」　英語版 1959
日本赤十字社井上外事部長『在日朝鮮人の帰国問題はなぜ人道問題であり緊急処理を
要するのか？―日赤理事会の決議について―』

1959.1

朝鮮大学校地理歴史学科『太平洋戦争中における朝鮮人労働者の強制連行について―
日本帝国主義の爪跡―』

1962.3

民主主義科学者協会法律部会『在日朝鮮人の「帰国協定」打切りをめぐる法的問題の
研究』

1967.11

民主主義科学者協会法律部会『在日朝鮮人の「帰国協定」打切りをめぐる法的問題の
研究』（改定増補版）

1967.12

北海道在日朝鮮人の人権を守る会『ホッカイドーッ！ホッカイドーッ！生キテ再ビ帰
レヌ地―朝鮮人強制連行ノ記録―』

1972.11

日本テレビ放送台本『終戦記念特集「戦後日本の大空白朝鮮問題」』
1972.8.14
放映

関東大震災･朝鮮人・中国人犠牲者
関東大震災・朝鮮人・中国人犠牲者関係ファイル 1978-1994
在日朝鮮公民・民族教育資料ファイル１ 1968-1969
在日朝鮮公民・民族教育資料ファイル２ 1959-1981
在日本朝鮮人中央教育会常任理事会『在日朝鮮人指定の民主主義的民族教育に対する
日本政府当局の不当な措置―文部省通達、日本国会答弁、その他―自1947年～至1964
年』

1964.5.20

在日本朝鮮人中央教育会常任理事会「東京朝鮮人学校『参観記』―日本各界人士たち
の感想・意見集―」

1965.5

「民族教育」編集委員会編『在日朝鮮人教育問題資料・第１集　在日朝鮮人の教育に
ついて』

1965.5

「外国人学校制度」創設に関する資料 1965
在日朝鮮人民族教育対策委員会『在日朝鮮人の民族教育をまもるために』 1966.7

在日朝鮮人民族教育対策委員会「在日朝鮮公民の民族教育の権利擁護と関連して」 1966.11

朝鮮大学校『朝鮮大学校の認可問題にかんする資料（１）』 1967.9
朝鮮大学校『朝鮮大学校の認可問題にかんする資料（２）』 1967.11
朝鮮大学校『朝鮮大学校の認可問題にかんする資料（３）』 1968.3
民主主義科学者協会法律部会『いわゆる「外国人学校」制度の研究―学校教育法一部
改正法案の逐条的検討―』

1967.5

民主主義科学者協会法律部会『朝鮮大学校の許可をめぐる法的問題の研究』 1967.9
民主主義科学者協会法律部会『「外国人学校法案」の批判的研究』 1968
在日朝鮮人民族教育問題懇談会『民族の誇りを育てよう―第一回日朝教育問題全国研
究集会の記録―』

1967.5

在日朝鮮人民族教育問題懇談会『日朝連帯の教育と軍国主義の強化－第二回日朝教育
問題全国研究集会の記録－』

1968.4

在日朝鮮人の民族教育を守る北海道連絡協議会編『在日朝鮮人の民族教育』 年代不明
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中分類 資　料　名 年 代 備 考 コンテナ
日朝協会埼玉県連絡会．日朝協会埼玉県連教員部会『われわれは朝鮮を見守っている
―第一回埼玉日朝教育研究集会報告―』

1966.11

日朝教研東京センター『しっかりと手を結ぼう―第二次東京日朝教研集会の記録―』 1967.1

在日朝鮮中高生に対する人権侵犯事件関連
在日朝鮮中高生に対する人権侵犯事件調査報告要旨等 1963
在日朝鮮人民族教育問題懇談会／在日朝鮮人の人権を守る会『朝鮮高校生への集団暴
行を告発する―在日朝鮮人の民族教育を守るために―』

1966.8

在日朝鮮人の人権を守る会『朝鮮高校生への一連の襲撃事件調査報告書』 1966.5
在日朝鮮人の人権を守る会『国士舘大学の教育の実態』 1966.6
在日朝鮮人の人権を守る会「人権と民族」８朝鮮高校女子寮国士舘高校生乱入事件・
朝鮮高校生への迫害行為）

1966.12

朝鮮高級学校生徒に対する集団暴行事件調査団『右翼不良高校生による朝鮮高級学校
生徒に対する連続集団暴行事件真相報告書』

1968

在日朝鮮中高生に対する人権侵犯事件調査団『在日朝鮮中高生に対する調査報告書』 1963.8

在日朝鮮人の人権を守る会・朝鮮高校生に対する集団暴行事件弁護団『朝鮮高校生に
対する集団暴行事件の真相』

1970.4

在日朝鮮人の人権を守る会・朝鮮高校生に対する集団暴行事件弁護団『朝鮮高校生に
対する襲撃事件の調査報告書』

1970.6

朝鮮高級学校生徒に対する集団暴行事件調査団『朝鮮高校生にたいする集団暴行事件
調査報告』

1973.6

法務省側資料

外務省条約局『人権に関する世界宣言』 1949
条約集第27
集第43巻

外務省条約局『無国籍者の地位に関する国際連合会議の最終議定書及び無国籍者の地
位に関する条約（英語、フランス語、及びスペイン語）　備：条約集第33集第16巻

1955

「日米友好通商航海条約資料」 1953
外務省『日米友好通商航海条約の解説』 1953
『日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約』
『TREATY OF FRIENDSHIP COMMERCE AND NAVIGATION BETWEEN JAPAN AND THE UNITED
STATES OF AMERICA』

　

法務研修所『法務研究報告書第42集第２号　外国人の出入国管理に関する各国の法制
について』

1954

法務省入国管理局『外国人登録事務取扱領　外国人登録証明書切替措置要領』 1954
最高裁判所事務総局『外国人登録法出入国管理令　関係刑事裁判判例要旨集』 1956
法務省入国管理局『外国人登録事務執務提要』 1956

法務省入国管理局『入管シリーズ別冊１　逐条審判規定解説Ⅰ（第１条～第21条）』 1958

法務省入国管理局『入管シリーズ別冊３　出入国に関する韓国の法令　附　韓国身分
法』

1959

法務省入国管理局『入管シリーズ別冊６　逐条審判規定解説Ⅱ（第22条―第33条）』 1959

法務省入国管理局『入国管理月報』第43号 1964
『出入国管理法案』
法務省『出入国管理法案資料』 1969
「出入国管理法案資料」
「出入国管理令及び出入国管理令施行規則」
法務省『出入国管理法案逐条説明書』
法務省『出入国管理法案の主要点』 1971
法務省入国管理局『昭和54年における出入国管理の概況』
法務省・厚生省『難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令・関係資
料』

1981

運動側資料
外国人登録事務協議会全国連絡会編『外人登録』 1963.6
在日挑戦人の人権を守る会『―在日朝鮮人の抑圧追放強化をめざす「出入国管理法
案」をバクロする』

1968

『《出入国管理法案》批判』 1969
在日朝鮮人の人権を守る会・日朝協会『「出入国管理法案」の問題点』 1969
国際青年共闘会議・語学共闘『出入国管理法案関係法令集』 1969
『「出入国管理法案」のねらい』 1969
『「出入国管理法案」14の質問』 1969
『「出入国管理法案」の問題点とその批判』 1969
『「出入国管理法案」の問題点とその批判（資料）現行「出入国管理令」と新「法
案」全文の対比』
有吉克彦「“入管体制”の一断面―不条理な在日韓国・朝鮮人処遇に思う―」『三千
里』第18号

1970

在日朝鮮人の人権を守る会出入国管理法案研究会『出入国管理法案の解明―法案審議
と反対運動の経緯―』

1970

在日朝鮮人の人権を守る会『出入国管理法案批判』 1971
法政評論社『法政評論』1971年2月臨時増刊
在日朝鮮人の人権を守る会『「出入国管理法案」要綱批判』 1971
「出入国法案」に反対する連絡会議『「出入国法案」に反対する！』 1972
『出入国法案　（全文）　入管体制を知るために（別冊）』 1972
在日朝鮮人の人権を守る会『「出入国法案」が狙うもの』 1972
在日朝鮮人の人権を守る会『在日朝鮮人抑圧体制の拡大強化を狙う「出入国法案」を
阻止しよう』

1973

荻野芳夫「論説　アメリカ合衆国の退去強制手続きの研究」『青山法学』第２巻第１
号抜刷

1978

在日朝鮮人の人権を守る会『出入国管理令一部改正案批判』 1981

上田誠吉『「出入国管理及び難民認定法」81年改正の諸問題―討議の素材として―』 1981

出入国管理法関連資料ファイル 1969-71
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中分類 資　料　名 年 代 備 考 コンテナ
北海道在日朝鮮人の人権を守る会『政府は、在日朝鮮公民柳楨烈さん、呉俊煥さんに
対する非礼、不法な退去強制令を撤廃せよ！』

1971.9

外国人法資料「人権としての家族」ファイル 1974-1975頃
在日本朝鮮人総連合会『「外国人登録法」改悪のねらい』 1975.4
在日朝鮮人への差別撤廃を！名古屋市民の会『大村のはなし―崔正雄（チェジョンウ
ン）氏退去強制事件』

1980.11
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