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資料１

平成28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

番号

平成28年度中に新たに目録公開した特定歴史公文書等の名称

1 閣議・事務次官等会議資料（昭61）
2 法令案審議録（昭60）
国立公文書館

3 公正取引委員会議事録（昭30～31）
4 国勢調査調査区地図
5 大気汚染源規制調査通産省覚書（昭54）
6 伊勢湾台風関係綴
1 香淳皇后大喪儀陵所布設写真 平成12年7月
2 東日本大震災／平成24年
3 新年一般参賀録 昭和60年度
4 皇居勤労奉仕統計 昭和60年

宮内公文書館

5 幸啓録1 都内の部1／昭和60年
6 宣召録1-1 叙勲の部(春季)／昭和60年
7 恩賜録 特賜2-1 昭和60年
8 昭和六十年 歌会始の儀／昭和60年
9 外賓接待録1／昭和60年
10 皇族殿下外国御訪問・御旅行関係録 昭和60年
ポツダム宣言受諾関係一件 在外公館（領事館警察を含む）の閉鎖、接収及び財産文書
1 の処理引き渡し並びに在本邦中立国代表との接触停止関係 在外公館員の動静、安否及
び引き揚げ関係
2 米国管理下の南西諸島状況雑件

沖縄関係

日米協議委員会開催関係

3 藤山外務大臣第一次訪米関係一件（1957.9）
外交史料館

4 大平外務大臣中国訪問（1974.1）
5 華国鋒中国国務院総理訪日
6 胡耀邦中国共産党中央委員会総書記訪日
7 中曽根総理米国訪問
8 国連安保理緊急特別会合／大韓航空機サハリン沖撃墜事件
9 本邦の対外政策関係雑件
1 医学部教授会議事録
2 薬学部教授会議事録

東北大学

3 薬学部研究科委員会議事録
4 補導協議会議事要録
5 学友会総務部関係
1 薬学系研究科・薬学部教授会・教授総会
2 理学系研究科・理学部教授会

東京大学

3 農学生命科学研究科・農学部教授会
4 東洋文化研究所教授会
5 キャンパス計画室会議
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1 小コンコルディア(昭和十九年二月二十九日)
2 コンコルディア(東京外語艇友会、昭和30年8月23日、第43号)
東京外国語大学

3 第53回学内競漕大会(パンフレット)(東京外国語大学学友会、 昭和40年6月19日)
4 T.F.M 2 Regatta(プログラム、東京工業大学端艇部、1959.6.21)
5 松井（寺田）文尾アルバム(1929～1931)
1 平成17年度学校基本調査
2 平成18年度収入・支出概算要求に関する文書
3 清華大学との合同プログラム平成17年度
4 赴日予備教育 2005年度
5 昭和60年度国立学校施設実態調査報告書

東京工業大学

6 東日本大震災（文科省）関係

平成22-23年度

7 教練實施状況報告 昭和4年度
8 教練實施状況報告 昭和5年度
9 大学経営ニ関スル調査資料 第一輯 四年七月
10 大学経営ニ関スル調査資料 第二輯 五年五月
11 大学経営ニ関スル調査資料 第三輯 五年五月
1 財務部法人文書（平成28年度移管分）
2 教育推進部法人文書（平成28年度移管分）
3 総務部総務課法人文書（平成28年度移管分）
4 医学部・医学系研究科法人文書（平成28年度移管分）
5 農学部・生命農学研究科法人文書（平成28年度移管分）
名古屋大学

6 理学部・理学研究科・多元数理科学研究科法人文書（平成28年度移管分）
7 文系事務部総務課法人文書（平成28年度移管分）
8 情報文化学部・情報科学研究科法人文書（平成28年度移管分）
9 附属図書館事務部情報管理課法人文書（平成28年度移管分）
10 工学部・工学研究科法人文書（平成28年度移管分）
11 基盤運営課法人文書（平成28年度移管分）
1 熊谷照蔵関係資料
2 国際高等教育院設置反対関係資料

京都大学

3 佐々木惣一関係資料
4 庶務・財務・施設整備関係
5 学院、学部、附置研究所、教育研究施設他計2467件
1 医学部教授会議録
2 50周年記念事業

50/2/20～50/6/24（第一部）
海外学術調査・学術交流事業

3 入学式平成13年度
大阪大学

4 卒業式平成13年度
5 総長選挙一件昭和58年度
6 歯学部附属病院の移転関係昭和58年度1
7 昭和51年度

法学政治学視学委員による実地視察
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平成13年度～

8 独法化関係
大阪大学

平11年11月～12年7月

9 情報公開関係（開示請求）平成15年度(No.1)
10 死亡叙位叙勲Ｈ12.2～Ｈ12.8
1 神戸大学職員録（昭和24～平成5年度）
2 学校基本調査（昭和24～平成5年度）
3 評議会・部局長会議資料（昭和45～48年度）
4 教職員組合交渉記録（昭和46～48年度）
5 神戸大学西蔵学術登山計画関係綴（クーラ・カンリ）（昭和59～60年度）

神戸大学

6 放射線管理状況報告書 放射性同位元素等取扱施設調査（平成13～17年度）
7 遺伝子組換え実験安全委員会（平成17年度）
8 医工連携関係（平成16～20年度）
9 学寮小委員会（平成19～22年度）
10 文理学部文科・文学部教授会議事録（昭和24～46年度）
11 三大学学生研究討論会（課外活動行事）（昭和46～平成6年度）
1 評価委員会（平成16年度）
2 監事監査記録
3 学生支援担当者会議（平成20～21年度）
4 外国語教育研究センター外国語教育企画会議（平成二一年度）

広島大学

5 ゆかたまつり（平成二十一年度）
6 学生生活会議（平成二十三年度）
7 インターンシップ関係(3年)
8 附属小学校関係

平成21年度

9 広報委員会（平成16年度）
10 三次被ばく医療地域協議会関係
1 九州大学歴史的銘板集
2 総務部移管資料
3 産学・社会連携課移管資料
九州大学

4 芸術工学部移管資料
5 九州大学病院移管資料
6 農学部移管資料
7 理学部移管資料
8 貝塚地区事務部移管資料
1 金融政策決定会合資料（H17年）
2 日本銀行営業毎旬報告【平成17年】

日銀アーカイブ

3 総裁記者会見要旨（H17年）1/2
4 日銀当座預金増減要因と金融調節1
5 日本銀行調査季報（平成17年）
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資料２

展示会の開催状況

国立公文書館等 番号

展示会のタイトル

分

展示会の開催内容
開催期間

展示点数

展示会の概要

基本展示「日本のあゆ
み」

常設展

平成28年4月～

30

東京本館において、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。

平成28年春の特別展
「徳川家康－将軍家蔵
2
書からみるその生涯
－」

特別展

平成28年4月2日
～5月8日

56

家康没後400年という節目に、家康の
誕生から、神として祀られるまでの生
涯を、当館所蔵資料から展示した。

企画展

平成28年5月21日
～7月2日

38

当館所蔵資料を中心に、栄典の一つで
ある勲章・褒章をめぐる制度、そこに
関わった人びと等について、明治時代
から今日に至る栄典の歴史を振り返っ
た。

企画展

平成28年7月16日
～8月27日

29

平安時代から室町時代にかけて成立し
た様々な古典籍から、古くから日本人
が描いてきた「地獄」のイメージとそ
の死生観について、当館所蔵資料から
展示した。

特別展

平成28年9月17日
～10月16日

94

明治時代から現代まで、女子教育や女
性の社会進出等、様々な分野で活躍し
た女性たちについて、当館所蔵資料等
から展示した。

第3回企画展「書物を
6
愛する人々」

企画展

平成28年10月29日
～12月17日

30

当館所蔵資料の形成に大きく寄与した
蔵書家を取りあげ、彼らの豊富な蔵書
の中から、重要文化財の資料や書物を
長く保存する工夫等を施した資料を展
示した。

第4回企画展「漂流も
のがたり」

企画展

平成29年1月14日
～3月11日

35

アジアや欧米へ漂流した日本人の体験
や、日本に漂着した異国人への幕府の
対応、現地の人々とのふれあいの記録
等を、当館所蔵資料から展示した。

常設展

平成28年4月1日
～平成29年3月31日

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。

企画展

平成28年4月18日
～4月23日

15

各時代におけるつくば市の位置づけや
歴史、最近の取り組みについて、当館
所蔵の歴史公文書等を中心に、地図資
料や写真を交えて展示した。

1

第1回企画展「栄典の
3
あゆみ-勲章と褒章-」

第2回企画展「たのし
4 い地獄、ようこそ地
獄」
平成28年秋の特別展
5 「時代を超えて輝く女
性たち」

国立公文書館

区

7

8 つくば分館常設展

9

第1回企画展「つくば
今 むかし」

第2回企画展「災害の
10 記録－江戸から明治、
現代－」

企画展

平成28年7月25日
～8月31日

45

江戸時代以降にわが国発生した災害に
ついて、当館所蔵の資料により、災害
の様子のほか救護活動や防災対策につ
いて、展示した。また、災害という苦
難を教訓として活かしてきたこれまで
のあゆみを展示した。

国立公文書館所蔵資料
11 展 近代日本と福岡の
あゆみ

館外展

平成29年2月17日
～3月22日

52

明治から昭和戦後期までの日本と福岡
の歴史について、当館所蔵資料及び福
岡共同公文書館所蔵資料を用いて展示
した。

12

ようこそ歴史資料の宝 デジタル展
庫へ
示

平成28年9月15日～

58

平成26年度第3回企画展（ようこそ 歴
史資料の宝庫へ）と平成27年度第3回
企画展（ようこそ 歴史資料の宝庫へ
Ⅱ）を再構成し、当館ホームページ上
で公開した。

13

災害に学ぶ「‐明治か デジタル展
ら現代へ‐」
示

平成29年2月28日～

34

平成27年秋の特別展「災害に学ぶ －
明治から現代へ－」を再構成し、当館
ホームページ上で公開した。
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宮内公文書館

1 小展示会

その他展示

平成28年7月12日

3

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，「明治四十三年恒久王差遣御持
帰 第六高等学校関係／明治43年」ほ
かを展示した。

2 小展示会

その他展示

平成28年7月27日
～7月28日

4

子ども霞ヶ関見学デーの一環として，
「憲法発布式図」などの宮内公文書館
所蔵資料の展示を行った。

3 小展示会

その他展示

平成28年8月2日

5

千葉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。「大日本帝国憲法」
ほかを展示した。

4 小展示会

その他展示

平成28年8月9日

23

中央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。「大
日本帝国憲法」ほかを展示した。

5 小展示会

その他展示

平成28年9月9日

25

東北学院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。
宮内公文書館からは，「議会開閉院式
勅語／明治」ほかを展示した。

6 小展示会

その他展示

平成28年9月12日

25

京都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。宮内
公文書館からは，「議会開閉院式勅語
／明治」ほかを展示した。

70

横浜開港資料館との共催で，横浜開港
資料館企画展示室にて特別展を開催し
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。

3

品川女子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，「皇室令録1明治40年」ほかを
展示した。

2

國學院大學からの申し出により，陵墓
調査室と共同で，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，「陵墓資料（図帖類）御陵図 上
下」ほかを展示した。

12

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，「摂政就任に関する詔書正本
／大正10年」ほかを展示した。

86

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。

共催展「明治天皇、横
7 濱へ―宮内省文書が語 外部特別展
る地域史―」

その他展示

8 小展示会

9 小展示会

その他展示

10 小展示会

その他展示

1 常設展示

外交史料館

常設展

明治憲法下における条
2 約締結プロセス 日布
渡航条約を事例に

企画展

平成28年10月28日
～平成29年1月29日

平成28年12月15日

平成29年1月27日

平成29年2月6日

平成28年4月1日～
平成29年3月31日

平成28年4月11日～
6月30日
11

国書・親書展 ヨー
3
ロッパ編（１）

幕末へのいざない
4
一部

第

外交史料館の別館展示室で展示してい
る多くの条約書の成り立ちを探るとい
う，学習効果に重点を置いた企画。明
治憲法下で条約が締結されるまでの一
連の流れを，日布渡航条約を事例とし
て紹介。

企画展

平成28年4月11日～
6月30日

外交史料館所蔵の国書・親書のうち、
幕末期から昭和戦前期にかけてヨー
ロッパ諸国の元首から送られた代表的
なものを展示。

特別展

平成28年7月7日
～9月30日

外交史料館が所蔵する幕末期の外交文
書集「通信全覧」「続通信全覧」が国
の重要文化財に指定されたことを記念
し，世界と向き合った幕末日本の姿に
焦点を当てた企画を実施。6か月間を2
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21

外交史料館

5

幕末へのいざない
二部

6

国書・親書展 ヨー
ロッパ編（２）

特別展

平成28年10月11日
～12月27日

24

企画展

平成29年1月10日
～3月31日

16

外交史料館所蔵の国書・親書のうち、
幕末期から昭和戦前期にかけてヨー
ロッパ諸国の元首から送られた代表的
なものを展示。

尖閣諸島と竹島の史料
に関する企画展示

共催展

平成29年3月15日
～3月31日

7

尖閣諸島と竹島に対する関心を高め，
日本国の領土に関する理解の促進へと
つながることを目的とし，内閣官房と
外務省の共催で開催するもの。尖閣諸
島及び竹島が日本固有の領土であるこ
との根拠となる史料を紹介。

1 歴史のなかの東北大学

常設展

平成28年4月1日
～平成29年3月31日

100

東北大学の創立から現代までの歴史展
示。

2 魯迅と東北大学

常設展

平成28年4月1日
～平成29年3月31日

50

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。

学都仙台を支えた「天
3 財」－斎藤報恩会と東
北大学

企画展

平成28年9月30日
～12月27日

26

齊藤報恩会と東北大学との関係をたど
る歴史企画展。

東北の音楽界を支えて
－交響楽部関係資料－

企画展

平成28年5月30日
～9月29日

3

東北大学の学生活動に関する企画展。

「国際交流協定」時代
5 の幕開け－国際交流課
移管文書より－

企画展

平成28年6月1日
～9月29日

3

東北大学の国際交流の歩みに関する企
画展。

紛争の時代の記録－吉
田震太郎文書－

企画展

平成29年1月27日
～3月31日

3

東北大学における学生運動の企画展。

初代法文学部長の留学
7 －佐藤丑次郎旧蔵絵葉
書集から－

企画展

平成29年1月30日
～3月31日

3

東北帝国大学初代法文学部長関係資料
の企画展。

8 星寮のおひなさま展

企画展

平成29年2月16日
～3月8日

1

女子寮旧蔵雛飾りの展示。

1 柏キャンパス一般公開

ミニ展示

平成28年10月21日
～10月22日

29

学位記や銀時計などの資料現物、およ
び、建物写真のパネルを展示。

東京大学文書館への招
待

ミニ展示

平成29年2月27日
～4月6日

5

柏キャンパスの図書館にてパネルおよ
び複製資料を展示。

1 学内競漕大会の歴史

企画展

平成28年4月
～6月

37

明治期から続く学内競漕大会(ボート
大会)の歴史紹介。

1964年 東京オリン
2 ピックと東京外国語大
学の学生たち

企画展

平成28年6月
～9月

40

1964年東京オリンピックに学生通訳と
して活躍した学生の紹介。

7

4
東北大学

第

部構成に分けて開催し，前半期ではペ
リー来航から大政奉還に至る幕末の政
治・社会の動きを紹介，後半期は，西
洋文明との接触や幕末の外国公館に関
する史料を展示した。

6

東京大学
2

千葉勉と東京外国語学
3
校音声学実験室

4
東京外国語大学

千葉勉と東京外国語学
校音声学実験室

5 日新寮、その歴史

外部展示

平成28年9月17日

24

東京外国語学校に音声学実験室を創設
し実験音声学を確立した千葉勉に関す
る企画展。早稲田大学における日本音
声学会大会での出張企画展。

企画展

平成28年9月

117

東京外国語学校に音声学実験室を創設
し実験音声学を確立した千葉勉に関す
る企画展。

企画展

平成28年10月

58

1924年に開設された学生寮の歴史紹
介。

6

東京外国語大学と一橋
連携企画展
大学

平成28年11月
～平成29年1月

34

明治期に統廃合をした一橋大学との連
携企画展。統廃合の歴史を紹介。

7

府中市のなかの東京外
連携企画展
国語大学

平成28年11月～
平成29年1月

20

府中市行政文書委託事業及び府中の歴
史を紹介。

8

千葉勉と東京外国語学
校音声学実験室

平成29年1月
～3月

105

東京外国語学校に音声学実験室を創設
し実験音声学を確立した千葉勉に関す
る企画展。

企画展

118

東京工業大学

大隅良典栄誉教授
1 ノーベル賞メダル公開
記念展示
名大の歴史と現在－図
1 表で見る沿革とキャン
パスの145年

名古屋大学

「仮病院・仮医学校か
2 ら名古屋帝国大学への
道」

特別展

平成29年2月6日
～4月4日

パネル展

平成28年4月5日
～5月1日

2

大隅良典栄誉教授が授与された2016年
ノーベル生理学・医学賞メダルのレプ
リカをオートファジー研究紹介のパネ
ル展示と共に一般公開した。

29

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、名大の歴
史が通観できるようにした。

32

創基145年にあたり、学内・学外に対
して「創基」という歴史の見方を広く
アピールするため、創基時代の歴史に
関する展示を行った。

特別展

平成28年10月15日

戦争と大学 ふたたび
3
－軍医と銃後－

特別展

平成28年11月25日
～12月26日

55

「近代日本の軍医とその養成」「戦場
と軍医」「戦時下の大学と科学」「銃
後の諸相と結末」の４つに区分し、名
古屋大学と軍医の関連を展示した。

1 京都大学の歴史

常設展

平成28年4月1日
～平成29年3月31日

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。

2 第三高等学校の歴史

常設展

平成28年4月1日
～平成29年3月31日

70

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。

京都帝国大学の「大学
3
自治」

企画展示

平成28年9月6日
～11月6日

35

創立期の京都帝国大学の構成員が持っ
ていた自治意識、戦前期の大学自治を
めぐる様々な学内事件について展示し
た。

京都大学における女性
4 ―帝国大学時代から
1950年代まで―

企画展示

平成28年11月15日
～平成29年1月15日

40

女子教育の門戸開放が実現した前後
に、京大で活動していた女性たちを取
り上げて展示した。

京都大学

大阪大学

神戸大学

嗚呼黎明は近づけり…
友よ我らぞ光よと
1 －よみがえる旧制高校
大高・浪高の記憶と記
録－

外部展示

平成28年4月27日
～7月9日

45

大阪大学の前身校である旧制大阪高等
学校と旧制浪速高等学校の教育の実態
について、大阪大学総合学術博物館と
大阪大学アーカイブズ所蔵資料から展
示。

神戸大学史常設展「神
1 戸大学史展―110年の
歩みと展望―」

常設展

常時（特別展開催期間
を除く）

206

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。

平成28年度神戸大学史
特別展「近代にみる港
2
町の神戸大学―神戸開
港150年記念―」

特別展

平成28年10月27日
～11月11日
（土日祝含む16日間）

178

「神戸開港150年」を記念して、神戸
港とともに発展した近代神戸大学の歩
みについて、主に神戸病院・神戸高等
商業学校・神戸高等商船学校を中心
に、初公開を含む貴重な文書・写真・
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。

平成28年度神戸大学史
巡回展(神戸Ⅰ)「近代
3 にみる港町の神戸大学
―神戸開港150年記念
―」パネル展

巡回展
(神戸Ⅰ)

平成28年11月28日
～12月14日
（月･水･金、8日間）

111

特別展「近代にみる港町の神戸大学―
神戸開港150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（週３日開館）。

平成28年度神戸大学史
巡回展(東京)「近代に
4 みる港町の神戸大学―
神戸開港150年記念
―」パネル展

巡回展
(東京)

平成29年1月16日
～1月26日
（土･日を除く9日間）

59

特別展「近代にみる港町の神戸大学―
神戸開港150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年度神戸大学史
巡回展(神戸Ⅱ)「近代
5 にみる港町の神戸大学
―神戸開港150年記念
―」

巡回展
(神戸Ⅱ)

平成29年2月6日
～2月24日
（11日を除く18日間）

121

特別展「近代にみる港町の神戸大学―
神戸開港150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階展示ホー
ル。

119

1

オブジェ「あの日」展示

特別展

平成28年8月6日

1

広島原爆忌の特別展示

2

広島大学の歴史

特別展

平成28年8月18日
～8月19日

19

オープンキャンパスにおける広島大学
の歴史展

3

初代学長森戸辰男にみる
「学問の自由」と「大学の
自治」

企画展

平成28年10月4日
～10月17日

31

広島大学文書館所蔵森戸辰男関係文書
を中心とした森戸辰男の軌跡をたどる
企画展

4

広島大学の歴史

特別展

平成28年11月5日
～11月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

「九大の歴史を語る什
1 器たち―家具類と食器
―」展

特別展

平成28年4月4日
～5月20日

20

九州大学に保存された歴史的什器の大
学史資料としての側面や修復・活用の
実際を紹介。

「九大の歴史写真展」
「建物模型」展示

常設展
特別展

年間、
平成28年5月11日

22

特に「本学記念日」での展示。

九州大学箱崎地区模
3 型・九州大学六本松地
区模型展示

常設展
特別展

年間、
平成28年10月15日

2

特に、九州大学アカデミックフェス
ティバル2016での展示。

広島大学

2

九州大学

4

「九大百年 美術をめ
ぐる物語」展

外部展示
特別展

平成28年10月8日
～11月3日

150

九州帝國大学の開学から百年、地域文
化の振興に及ぼした影響を歴史的に紹
介。

5

九大医学部50年前の風
景―塩川郁夫写真展―

特別展

平成28年11月19日
～12月25日

29

50年前の風景から九州大学医学部の歴
史を振り返る。

11

日本銀行金融研究所貨幣博物館におけ
る常設展示において、同行金融研究所
アーカイブの仕事紹介コーナーを設
置。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）を展示しているほか、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。

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。

6

日本銀行本店見学(事前予約分）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。

4

日本銀行本店見学(当日受付分）にお
いて、見学者への説明を目的に、本店
本館の写真や図面の歴史的公文（パネ
ル）を展示。

日本銀行金融研究所貨
1 幣博物館における常設
展示

日本銀行旧小樽支店金
2 融資料館における常設
展示
日銀アーカイブ

日本銀行本店の店内見
3 学ルートにおける常設
展示

常設展

常設展

平成28年4月1日
～平成29年3月31日

平成28年4月1日
～平成29年3月31日

常設展（事
前予約分）

平成28年4月1日
～平成29年3月31日

常設展（当
日受付分）

平成28年6月1日
～平成29年3月31日
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