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資料１　平成27年度中に新たに目録公開した主な特定歴史公文書等

施設名

工学部教務関係文書

1

5

仙台工業専門学校教務関係文書

テレフォンニューズ原稿

1 沖縄関係／日米協議委員会開催関係

2

9 中曽根総理米国訪問

正倉院事務所ほか新築工事に伴う監理業務 監理業務方針書／平成16年度

皇親録／昭和58年

3

6

1

3

国立公文書館

宮内公文書館

10 皇居勤労奉仕統計昭和五九年／昭和59年

9

幸啓録1 都内の部1／昭和59年

4 宣召録1-1 叙勲の部(春季)／昭和59年

5 拝謁録 昭和59年

8 天皇誕生日賜金昭和五十九年／昭和59年

7 昭和五十九年講書始・歌会始／昭和59年

6 恩賜録 特賜全3-1 昭和59年

4 決算関係報告（平20）

5 国際通信関係資料

附属図書館移管文書

2

農学部前身組織関係資料

資産管理部資産課旧蔵資料

経理部管財課旧蔵資料

財務部資産課旧蔵資料

番号 平成27年度中に新たに目録公開した特定歴史公文書等の名称

4 教育学部教授会議事録

2

3 取材対応(本庁(大臣))（平23）

1

3 米ソ戦略兵器政権交渉（SALT1)

1 閣議・事務次官等会議資料（昭60）

法令案審議録（昭59）

第5回主要国首脳会議（東京サミット）

レーガン米国大統領夫妻訪日

中距離核戦力問題／米国・ソ連軍備管理交渉

国連第22回総会

故宣仁親王妃喪儀工事写真 平成16年12月

2

軍縮問題

7 大平総理中国訪問

8

学術交流関係関係文書

外交史料館

東北大学

5

4

2

東京大学

5

4

3
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加藤鐐五郎関係資料

VBL・INC運営委員会（平成7年度～16年度）

5

3 大阪帝国大学官制　大阪大学講座令　教官定員等

6

5 矢島脩三宛書簡

9 大阪大学創立二十五周年記念式典出席者名簿

鴻池寮における学生逮捕事件について

２０．学校基本調査

8

10

4

3

2

3

教育推進部法人文書（平成27年度移管分）

総務部総務課法人文書（平成27年度移管分）

医学部・医学系研究科法人文書（平成27年度移管分）

工学部・工学研究科法人文書（平成27年度移管分）

附属図書館事務部情報管理課法人文書（平成27年度移管分）

情報文化学部・情報科学研究科法人文書（平成27年度移管分）8

7

農学部・生命農学研究科法人文書（平成27年度移管分）

平成20年度～平成21年度１30年統括本部会合

楠本賞受賞者名簿

庶務・財務・施設整備関係

情報カリキュラム概算要求書類

情報工学科創設関係資料

京都大学ディジタル型万能電子計算機第1号（KDC-1）関係資料

京大の計算センター創設関係資料

国有財産増減異動報告書昭和５９年度　本部(二)

昭和36年度　講座及び学科目調

文系事務部総務課法人文書（平成27年度移管分）

理学部・理学研究科・多元数理科学研究科法人文書（平成27年度移管分）

1 平成１６年度学校基本調査

10

1

2

1

5

6

昭和三十五年・昭和三十九年　総長選挙一件

2 部局長会議議事録　昭三十三年～三十五年

7 大学院、学部、附置研究所、教育研究施設他計4020件

清華大学との合同プログラム平成１６年度

11

昭和三十七年度　国立大学医学部・歯学部附属病院等実態調査

大学院医学研究科設置申請書　大阪大学　昭和29年度

京都大学

大阪大学

4

3

4

9

7

6

2

6

1

東京工業大学

名古屋大学

4

赴日予備教育（2004年度）

5 大正6年9月以降理事会重要書類
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3 学長選挙関係綴　昭和49年度、53年度、59年度

部局長会議・評議会資料　昭和49～54年度

教授会記録（教養部）　昭和48～51年度

課外活動優秀団体・部員・学外功労者　平成15年度

外国人教員綴　昭和26～61年度

マーケットレビュー(平成16年）

日銀当座預金増減要因と金融調節1

総裁記者会見要旨（H16年）1/2

Ｅ―ＳＴｏｒｍ関係（平成二十二年度）

大学評価関係綴　平成15～16年度

学術研究推進委員会　平成16年度

国際交流委員会綴　平成16年度

障害者雇用・高齢者雇用関係　平成16年度

附属学校調査　平成５～10年度

広島大学

オリエンテーションキャンプ　平成２２年度

学外照会・回答（広報関係）

4 学生生活会議（平成二十二年）

九州大学

13

12

5

7

6 教員調査　昭和38～平成６年度

留学生センター運営委員会　Ｈ９－１１

6

5

財務部歳入・歳出関係資料（S28－H15）

7 21世紀COEプログラム　平成20年度

8 国有財産増減異動報告書　自昭和三年度至昭和二十二年度

旧教養部関係資料

教養的教育委員会（平成１５年度）

中長期目標ＷＧ（平成１３年度～１５年度）

国立大学法人設立本部会議１（平成１５年１０月～平成１６年２月）

兵庫県南部地震に係る災害報告及び災害復旧費要求関係　平成６～７年度

教職員組合交渉記録　昭和49～52年度

1

神戸大学

4

2

9

10

11

8

日銀アーカイブ

日本銀行営業毎旬報告　平成16年

金融政策決定会合資料(H16年）

2

1

2

4

5

9

10

1

2

3

3

1
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資料２　展示会の開催状況

館所蔵資料から、近現代のわが国にお
いて、社会に少なからず影響を与えて
きた災害について、地震、噴火等の自
然災害のほか火災や戦災等についての
資料を紹介した。また災害時の救護活
動や復興の様子、防災対策などの資料
も併せて展示し、災害と向き合い、苦
難を教訓として活かしてきたわが国の
あゆみをたどった。

4
企画展第1回「恋する
王朝」

企画展 26

館所蔵の嵯峨本『伊勢物語』を中心と
して、「恋」をテーマに、平安時代に
成立した王朝物語やそれに関連する文
学作品を紹介した。

平成27年5月30日
～7月11日

3
平成27年秋の特別展
「災害に学ぶ－明治か
ら現代へ－」

特別展 73
平成27年9月19日

～10月12日

5
企画展第2回「昭和20
年－戦後70年の原点
－」

企画展 34

8

三重県総合博物館第10
回企画展「国立公文書
館共催　明治の日本と
三重～近代日本の幕開
けと鹿鳴館時代～」

館外展 65

国立公文書館等 番号 展示会のタイトル 区　分
展示会の開催内容

開催期間

本館において、「日本国憲法」（複
製）等や、近代以降の日本の歴史的な
事実についての公文書を展示。

2
「JFK－その生涯と遺
産」展

特別展／連
携展

8

海外の公文書館と館の初の共同プロ
ジェクトとして、米国国立公文書記録
管理院の組織の1つであるジョン・F・
ケネディ大統領図書館・博物館との共
催により開催した。

1
基本展示「日本のあゆ
み」

常設展 32

展示会の概要
展示点数

平成27年4月～

平成27年3月6日
～5月10日

館所蔵資料から、昭和20年の様々な出
来事に関する資料を展示し、終戦によ
り大きな転換期を迎え、新日本建設へ
の道のりを歩み始めたわが国の様子を
紹介した。8月10日から15日まで、
「終戦の詔書」原本を特別に展示し
た。

平成27年7月25日
～8月29日

6

企画展第3回「ようこ
そ歴史資料の宝庫へⅡ
－未知なる場所への道
しるべ－」

企画展 37

館所蔵の重要文化財から、『廬山
記』、『北夷分界余話』、明治政府の
公文書である『公文録』を関連資料と
ともに、展示した。

平成27年10月24日
～12月19日

7
企画展第4回「生まれ
た。育てた。－母子保
健のあゆみー」

企画展 49

明治から今日までの母と子、出産と育
児などに関する館所蔵資料のほか、社
会福祉法人恩賜財団母子愛育会より借
用した資料を展示し、母子の生命と健
康に関する施策の歴史を振り返った。

平成28年1月9日
～3月5日

国立公文書館、三重県総合博物館の所
蔵資料等を一体的に展示することによ
り、明治前期の日本と三重の歴史をた
どった。

平成28年2月6日
～3月21日

9 つくば分館常設展 常設展 36
レプリカによる「日本国憲法」、「終
戦の詔書」等の歴史公文書等や茨城県
に関する「常陸国絵図」などを展示

平成27年4月1日
～平成28年3月31日

平成27年4月13日
～18日

我が国における戦後から高度成長期に
おける経済政策について、所蔵の資料
より展示。

10
「戦後から高度成長期
の経済政策」

企画展 6

国立公文書館
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小展示会

13

国立公文書館所蔵資料
展「天下大変－資料に
みる江戸時代の災害
－」

デジタル展

その他展示

48
平成15年春の特別展「天下大変－資料
にみる江戸時代の災害－」を再構成。

岡山朝日高校からの申し出により，図
書寮文庫と共同で，小展示会を書陵部
庁舎内にて開催した。宮内公文書館か
らは，「明治天皇御手許書類 明治四
十三年恒久王差遣御持帰 第六高等学
校関係」ほかを展示した。

3

2

5 小展示会

平成27年7月14日

7 小展示会

平成28年2月29日～

19

52

その他展示

1

平成28年2月17日

国立公文書館所蔵資料
展「高度成長の時代へ
1951-1972」

デジタル展 40

平成27年7月21日
～8月31日

平成27年9月28日～

11 まなび－明治の教育－ 企画展 22
明治時代の教育に関する法令や制度、
学校で使われた教材などを展示。

平成26年春の特別展「高度成長の時代
へ　1951-1972」を再構成。

12

品川女学院からの申し出により，図書
寮文庫と共同で，小展示会を書陵部庁
舎内にて開催した。宮内公文書館から
は，「大日本帝国憲法」ほかを展示し
た。

9 小展示会 その他展示

国立公文書館

宮内公文書館

15

東北学院大学からの申し出により，図
書寮文庫と共同で，小展示会を書陵部
庁舎内のて開催した。宮内公文書館か
らは，「明治天皇徳川邸臨幸写真」ほ
かを展示した。

3
共催展「皇室がふれた
千葉×千葉がふれた皇
室」

外部特別展

5

恵泉女学園大学からの申し出により，
図書寮文庫と共同で，小展示会を書陵
部庁舎内にて開催した。宮内公文書館
からは，「大地球儀 東半球」ほかを
展示した。

8 小展示会 その他展示 9

静岡大学からの申し出により，図書寮
文庫と共同で，小展示会を書陵部庁舎
内にて開催した。宮内公文書館から
は，「沼津御用邸総図二百分一」ほか
を展示した。

日本大学からの申し出により，小展示
会を書陵部庁舎内にて開催した。「憲
法発布式図」ほかを展示した。

平成27年10月13日

平成27年11月13日その他展示 13

平成28年2月16日

14

横浜郷土史団体連絡協議会からの申し
出により，図書寮文庫と共同で，小展
示会を書陵部庁舎内にて開催した。宮
内公文書館からは，「明治五年九月十
二日鉄道開業式横浜鉄道館式場写真」
ほかを展示した。

平成28年2月5日

6 小展示会 その他展示

千葉県文書館との共催で，千葉県文書
館展示室にて特別展を開催した。宮内
公文書館からは，「千葉県下 習志野
原御獵場全圖」ほかを展示した。

平成27年12月16日

2 小展示会 その他展示

4 小展示会 その他展示

平成27年9月25日
～12月19日

平成27年8月3日

一橋大学大学院からの申し出により，
小展示会を書陵部庁舎内にて開催し
た。「関東大震災写真集」ほかを展示
した。
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3

平成27年4月1日
～9月30日

平成27年9月25日
～平成28年1月29日

平成28年3月1日
～3月18日

平成27年4月20日
～6月30日

50

企画展

2 魯迅と東北大学 常設展 50

新公開資料速報展

東北大学史料館魯迅記念展示室の常設
展示。仙台留学中の魯迅関係。

学徒出陣・学徒動員及び戦後の学生生
活

50
学徒出陣・学徒動員及び戦後の学生生
活（東北大学図書館での出張展）

1 歴史のなかの東北大学

5
教員養成課程の分離独
立－総務部総務課・教
育学部文書

平成27年8月31日～
9月12日

5 日本とブラジルの120年 特別展
平成27年10月13日～
平成28年3月31日

4 東北大生の戦争体験 企画展

3 東北大生の戦争体験 企画展

平成27年5月18日～
10月6日

平成27年10月10日～
11月23日

朝の連続テレビドラマにちなみ，その
主人公のモデルであり，スコッチウイ
スキーの純国産製造に情熱を注いだ
「マッサン」こと竹鶴政孝に焦点を当
て，日本とスコットランドの交流に関
する外交史料とともに紹介した。

1 常設展示 常設展 86

24
戦後70年企画「降伏文
書」・「指令第一号」原
本特別展示

特別展

平成27年4月1日～
平成28年3月31日

2 マッサン展 特別展
平成26年9月22日～
平成27年5月8日

20

幕末以来の代表的な条約書、国書・親
書、往復文書等の外交関係の史料を展
示し、日本外交の歩みをわかりやすく
理解していただく内容。また、吉田茂
元総理の遺品や関係史料を展示する
コーナーも併設。

平成27年4月1日
～9月30日

在京イラン・イスラム共和国大使館と
も協力しつつ，近代の日本とペル
シャ・イランとの交流を史料で振り返
る。近年の日本とイランは政治面でも
文化面でも友好的な雰囲気が醸成され
ており，本展示が，両国の相互理解を
深める一助となることを目指した。

6
外務省外交史料館・茨城
県立歴史館共催「日本外
交のあゆみ」展

外部展示 103

茨城県立歴史館との共催で同館におい
て開催。条約書等を中心にして幕末か
ら昭和時代にかけた日本外交の歩みを
振り返ることをコンセプトとした大規
模な展示会となった。主な展示物は，
日米和親条約批准書交換証書，日米約
定の重要文化財2点のほか，日露講和
条約批准書，降伏文書などの条約書。

3 日本とペルシャ・イラン 特別展 19

常設展 100
東北大学の創立から現代までの歴史展
示

戦後70年の節目を迎えるにあたり，所
蔵する1945年（昭和20年）9月2日に調
印された「降伏文書」と「指令第一
号」の原本を特別展示した。

25

日本とブラジルが「日伯修好通商航海
条約」調印により外交関係を樹立して
から120周年の節目の年に当たること
を記念した特別展示。近現代における
両国の交流の歴史をたどり，当館所蔵
史料によって現在の友好関係の源泉を
ひも解いたもの。

東北大学

外交史料館

東京大学 1
東京大学柏キャンパス

一般公開 2015
ミニ展示

平成27年10月23日
～24日

6 新公開資料速報展
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3

名古屋大学

常設展

4

平成27年度神戸大学史
巡回展(東京)「戦時下
の神戸大学―戦後70年
記念―」パネル展

巡回展
(東京)

神戸大学

京都大学

常設展

巡回展
(神戸Ⅱ)

平成27年度神戸大学史
巡回展(神戸Ⅰ)「戦時
下の神戸大学―戦後70
年記念―」パネル展

1

平成27年10月17日

平成27年4月1日
～平成28年3月31日

2 第三高等学校の歴史
平成27年4月1日

～平成28年3月31日

平成27年10月26日
～11月6日

5

平成27年度神戸大学史
巡回展(神戸Ⅱ)「戦時
下の神戸大学―戦後70
年記念―」

70

20
名古屋大学および前身校のキャンパ
ス、あるいは将来構想について描かれ
てきた地図や図面を展示した。

4
「京都帝国大学文学部
の軌跡─教養と国策の

はざまで─」
企画展示

平成27年11月9日
～平成28年1月17日

46

1
地図・図面で見る名大
キャンパスの歴史

特別展

1 京都大学の歴史 常設展 264
本学の創立から近年までの間の歴史的
資料を８つのテーマに区分して展示し
た。

3
「あの一年」の京都大

学
企画展示

第三高等学校の歴史に関する歴史的資
料を3つのテーマに区分して展示し
た。

1945年8月の敗戦を前後にして京都大
学における変化と出来事を3つのテー
マに区分して展示した。

戦前の京都帝国大学文学部の歴史を大
きく3 つの時期に区分して展示した。

82

特別展「戦時下の神戸大学―戦後70年
記念―」を再構成したパネル展示。会
場は神戸大学東京六甲クラブ（東京都
千代田区丸の内）。

平成28年1月12日
～21日

平成27年11月25日
～12月16日

33

特別展「戦時下の神戸大学―戦後70年
記念―」を再構成したパネル展示。会
場は神戸大学海事博物館。

常時（特別展開催期間
を除く）

206

平成27年8月4日
～10月4日

特別展「戦時下の神戸大学―戦後70年
記念―」を会場の規模に合わせて再構
成した展示。会場は神戸大学社会科学
系図書館２階展示コーナー。

184
平成28年2月1日

～26日

巡回展
(神戸Ⅰ)

神戸大学の創立から近年までの歴史
の概要を記録写真と実物史料で紹介。
会場は神戸大学百年記念館１階展示
ホール。

2

平成27年度神戸大学史
特別展「戦時下の神戸
大学―戦後70年記念
―」

特別展 275

戦後70年を記念して、戦時下における
神戸大学前身校の諸相について、主に
学生生活に焦点を当てて、初公開を含
む貴重な文書・写真・実物史料を中心
に紹介。会場は神戸大学百年記念館１
階展示ホール。

143

1
神戸大学史常設展
「神戸大学史展―110
年の歩みと展望―」

27

公文書室が国立公文書館等に指定され
たことを記念し、大学祭に時期を併
せ、日本の産業を興すべく設立された
本学の前身校で学んだ3人の学生ノー
トの展示会を博物館と共催で行った。

東京工業大学
特別展示2015年『ノー
ト考ー古いノートに学

ぶ教育の本質ー』
ミニ展示

平成27年10月10日
～23日

121



6

日本銀行情報サービス局が主催する本
店見学における店内見学ルートにおい
て、見学者への説明を目的に、旧営業
場の写真や、本店本館の重要文化財指
定書、証券類の見本等の歴史的公文
（パネル）を展示。

平成27年4月1日
～平成28年3月31日

平成27年4月1日
～平成28年3月31日

3
日本銀行本店の店内見
学ルートにおける常設
展示

常設展

平成27年5月11日

平成27年10月1日
～10月31日

平成27年11月21日
～平成28年3月31日

ホームカミングデーを中心とした期間
に、九州大学の歴史を示す写真パネル
展と「九州大学箱﨑地区模型」や「九
州大学六本松地区模型」を展示

1 九大百年展 特別展 30

広島大学の歴史 特別展

5 総合科学部の源流 常設展 平成25年1月11日～

広島大学の歴史 特別展
平成27年11月5日

～10日
32

第8回ホームカミングデーにおける広
島大学の歴史展

2

19
平成27年8月18日

～19日

1
原爆白書運動と広島大
学

企画展

常設展
特別展

50

2
オブジェ「あの日」展
示

特別展 平成27年8月6日

平成27年7月3日
～6日(第1期)，

7月9日～15日(第2期)

オープンキャンパスにおける広島大学
の歴史展

原爆白書運動について、運動の中心人
物であった金井利博らの取り組みを紹
介

平成27年11月にﾘﾆｭｰｱﾙした日本銀行金
融研究所貨幣博物館において、日本銀
行金融研究所アーカイブの仕事紹介
コーナーを新設。同コーナー等に、代
表的な文書、帳簿、写真・図面等の歴
史的公文（パネル）を展示したほか、
同コーナーの展示ケースにおいて、
「日本銀行営業免状」等のレプリカを
展示。

2
日本銀行旧小樽支店金
融資料館における常設
展示

常設展

日銀アーカイブ

1
日本銀行金融研究所貨
幣博物館における常設
展示

常設展

32

日本銀行旧小樽支店金融資料館におけ
る常設展示では、日本銀行の誕生、関
東大震災と金融恐慌、小樽の発展、旧
小樽支店の建築等をテーマにパネル展
示を実施。
本常設展示において、「本行営業免
状」、日本銀行の建物の写真や図面等
の歴史的公文（パネル）を展示。

11

開学記念日での写真パネル・模型展示

総合科学部の前身校にあたる旧制広島
高等学校の関係資料の展示

118（第1
期），45
（第2期）

1
広島原爆記念日の特別展示（広島師範
学校被爆建物廃材を利用したオブ
ジェ）

4

九州大学 「写真で見る九大百
年」展及び
特別展「九大1968ー江
上節義・林崎价男の写
真で振り返る」

広島大学 3

33
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