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アーカイブズニューズレター 

ISSN 2187-7270 

第7号 

大阪大学 

大阪府立高等医学校病院 

 現在の大阪大学大学院医学系研究科・医学部に至るまでは、幾多の制度変更・名称変更がありました。1903（ 

明治36）年９月22日、大阪府立医学校を大阪府立高等医学校と改称し、専門学校令に基づき学則を改正し、病院を

大阪府立高等医学校病院と改めました。この病院は、1910年に改築されました。木造２階、延6500坪、病床500床

を有し、構造はドイツで施行されている病院建築条令に範をとり、各科分立制を採用しました。 

 写真右は、この病院落成記念メダルです。                        （菅 真城）  

 

総合学術博物館第9回企画展のご案内 10 

熊谷信昭元総長の回顧録を刊行 11 

大阪大学アーカイブズ兼任教員一覧 11 

利用案内等 12 

  

  

  

目次： 

大阪府立高等医学校病院 1 

旧制浪速高等学校奉安庫に関する公文書（１） 2 

受贈刊行物 4 

業務日誌（抄） 9 

  

  

  

2016.03.31 



 

2 

大阪大学アーカイブズニューズレター第7号 

旧制浪速高等学校奉安庫に関する公文書（１） 
大阪大学アーカイブズ 教授 菅 真城 

１．はじめに 
 旧制浪速高等学校（以下、「浪高」と略記）

の奉安庫が、改修工事中のイ号館（現大阪大学

会館）から「発見」されたことは、拙稿「浪高

奉安庫がみつかる」（『大阪大学文書館設置準

備室だより』第７号、2010年）で紹介したこと

がある。元校長室の壁に塗り込められていた奉

安庫が、改修工事によって「発見」されたので

ある。 

 

 この奉安庫については、飯塚一幸「大阪大学

に残る戦争遺跡」（木戸衛一編『平和研究入

門』大阪大学出版会、2014年）でも論じられて

いる。飯塚は、この奉安庫が設置された年代に

ついて、旧制浪速高等学校同窓会資料収集委員

会編『待兼山 青春の軌跡－旧制浪速高等学校

創立70年記念誌』（旧制浪速高等学校同窓会、

1995年）を根拠に、「浪速高等学校には、1928

年８月３日に教育勅語が、10月12日に御真影が

下賜されており、『奉安庫』は本校舎完成の当

初からあったものと推測」している。なお、本

校舎が完成したのは、1928年10月27日であり、

それに先立つ10月１日に校舎一部完成し、全校

移転している。 

 この度、筆者が大阪府公文書館所蔵の公文書

を調査したところ、大阪府公文書の中に浪高奉

安庫に関する資料が存在することが判明した

（浪高は大阪府立）。章を改めて、その資料を

紹介しよう。 
 

２．浪高奉安庫に関する大阪府公文書 
 大阪府公文書館が所蔵する浪高の「奉安庫」

「御真影」「教育勅語」に関する大阪府公文書

には、以下の３冊の簿冊がある。①『御真影奉

載一件 大正15年～昭和４年』（請求記号B2-

0059-1）、②『御真影奉護照会一件 昭和９

年』（請求記号B2-0059-53）、③『御真影奉護

照会一件書綴 昭和10～11年』（請求記号B2-

0059-54）。①には、「御真影及勅語謄本御下賜

方申請ノ件」（登録番号0000108821、【資料

１】【資料２】）と「御真影奉安室設備完成報

告ノ件」（登録番号0000108521、【資料３】）

の３件の文書が、②には、「御真影奉護照会ノ

件」（登録番号0000114619、【資料４】）が、

③には、「御真影奉護ニ関スル件」（登録番号

0000115300、【資料５】）が綴じられている。 
 

３．【資料１】【資料２】【資料３】の翻刻

とそこから分かるもの 
【資料１】 

浪高発第七一号 

 昭和三年六月十四日 

     浪速高等学校長 三浦菊太郎〔印〕 

大阪府知事力石雄一郎殿 

 御真影及勅語謄本御下賜方申請ノ件 

首題ノ申請書、別紙ノ通進達申上候条、宜敷御

取計ヒ被成下度、此段及進達候也 

 

【資料２】 

昭和参年六月廿八日前十一時決裁 

    六月廿九日后四時施行 浄書〔石濱〕 

昭和三年六月廿八日起案 知事官房 

「発見」時の奉安庫 
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2016.03.31 

主事代〔西田〕 

   案 
  年 月 日  主事 

 浪速高等学校長宛 

 御真影御下賜ノ件 

本月十四日付浪高発第七一号ヲ以テ標記ノ件申請

相成候処、奉安設備完成ノ上申請可願候ニ付、設

備完成ノ上更ニ御報告相成度候也、追テ勅語謄本

御下賜ニ付テハ、別ニ御申請相成進達申渡候 

 

【資料３】 

浪高発第一六八号 

 昭和三年十月五日 

      浪速高等学校長 三浦菊太郎〔印〕 

大阪府知事力石雄一郎殿 

 御真影奉安室設備完成報告ノ件 

六月十四日附浪高発第七一号ヲ以テ御真影御下賜

方申請申上置候処、六月二十九日付官第540号ヲ

以テ奉安室設備完成ノ上更ニ此旨報告方御通達相

成候条、茲ニ同室ノ設備完成致候間此段及報告候

也 

 

 昭和３年６月14日、浪高校長は大阪府知事に御

真影と教育勅語謄本の下賜を申請したところ、府

からは６月29日付で浪高に「奉安設備」が完成し

たら報告するようにとの通達があったので、浪高

は10月５日付で府に「奉安室設備」（奉安庫）が

完成したと報告した。 

 この一連の文書で、浪高奉安庫の完成時期が分

かる。校舎の完成日昭和３年10月28日に先んじ

て、10月５日までには奉安庫が完成していたので

ある。これを受けて、10月12日に御真影が下賜さ

れた。 

 なお、【資料３】では、教育勅語について触れ

るところはない。【資料２】では、教育勅語下賜

については別途申請するようにいわれており、事

実、奉安庫完成前の８月３日に教育勅語は下賜さ

れている。奉安庫は御真影を護るための施設だっ

たのである。 

 【資料２】にあるように、御真影下賜にあたっ

て府から整備するように求められているのは、

「奉安施設」である。小野雅章の研究（『御真影

と学校 「奉護」の変容』東京大学出版会、2014

年）によると、「文部省は、同（昭和三－引用者

注）年六月四日に文部次官発府県知事宛通牒『官

秘五八号』を発し、『天皇 皇后両陛下御写真下

賜ニ関シ、宮内次官ヨリ別記ノ通知有之タルニ付

御了知相成度、追テ奉安設備有之、且拝載申出ノ

向ニ下賜可相成儀ニ付申添』と、御真影下付には

『奉安設備』が必要条件であることを明確に示し

た。これにより、『奉安設備有之』という条件を

満たした学校のみが、新たに御真影下付申請資格

を持つことになった。そのため、確実に御真影

『奉護』ができる奉安施設が、全国各地で飛躍的

に増加した」。浪高に「奉安設備」を求めた大阪

府の対応も「官秘五八号」を受けたものであり、

浪高奉安庫もこの時期に飛躍的に増加した「奉安

設備」の一つであったのである。 

 これから先は推測に過ぎないが、浪高が奉安殿

でなく奉安庫であるのは、６月29日の府の通達を

受けてから時をおかずに完成することが可能だっ

たためではなかろうか。もちろん、校舎の完成や

それに先立つ全校移転に合わせるということも考

えられたのであろう。 

 なお、浪高奉安庫は神社様式ではない（写真参

照）。菊の紋章もない。小野によると、神社様式

の奉安殿が普及したのは、1935年の天皇機関説事

件と、それを契機に展開された国体明徴運動によ

り、天皇の神格化が進行してからである。浪高奉

安庫は、神社様式普及以前のものなのである。    

【資料４】【資料５】については、次号で紹介す

る。 

 

現在の奉安庫（大阪大学会館踊場に設置） 
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大阪大学アーカイブズニューズレター第7号 

受贈刊行物 （2015年9月～2016年2月） 

追手門学院大学経済学会 

追手門経済論集 第50巻第1号 

 

大阪女学院教育研究センター 

大阪女学院教育研究センターNewsletter 第8・9号 

 

大阪市立大学大学史資料室 

大阪市立大学史紀要 第8号、第7回恒藤恭シンポジウ

ム 今、あらためて滝川事件を考える－非常時下大学の

抵抗と苦悶－(チラシ) 

 

学習院アーカイブズ 

学習院アーカイブズニューズレター 第7号 

 

学習院大学大学院人文科学研究科 

アーカイブズ学専攻 

<就職状況ご提供のお願い>記録やアーカイブズ管理

に関する人材募集の情報をお寄せください(チラシ)、記

録を守り、記憶を伝える 学習院大学大学院人文科学

研究科アーカイブズ学専攻 入試説明会(チラシ)、記録

を守り記憶を伝える(リーフレット) 

 

金沢大学資料館 

金沢大学資料館だより Vol.48、資料館×埋蔵文化財

調査センター 平成27年度特別展 加賀藩与力武士の

ほまれ 

 

関西大学博物館事務室年史編纂室 

平成27年度関西大学年史資料展示室企画展 100年

の軌跡 新時代の幕開け(パンフレット・ポスター) 

 

京都産業大学 

学校法人京都産業大学 50年のあゆみ 1965－2015、

京都産業大学キャンパスマガジンサギタリウス vol.69・

70 

 

京都大学大学文書館 

京都大学大学文書館企画展 京都帝国大学文学部の

軌跡－教養と国策のはざまで－(チラシ)、京都大学大学

文書館だより 第29号 

 

近畿大学建学史料室 

A Way of Life－Seko Koichi－ 世耕弘一先生建学史料

室広報 20号 

 

慶應義塾福澤研究センター 

慶応義塾と戦争Ⅲ 慶応義塾の昭和二十年(冊子)、慶

応義塾福沢研究センター通信 第23号、福澤研究セン

ター 講演会・シンポジウム・ワークショップのお知らせ

(チラシ) 

 

皇學館大学研究開発推進センター 

平成26年度 皇學館大学研究開発推進センター年報 

第2号 

皇學館大学総務部記念事業・教学振興会振興担当 

『皇學館大學百三十年史』(全5冊)正誤並人名索引 

 

神戸国際大学学術研究会 

観光の地政学、神戸国際大学紀要 第89号、神戸国際

大学経済経営論集 第35巻第2号 

 

神戸女学院史料室 

重要文化財神戸女学院 ヴォーリズ建築の魅力とメッ

セージ〈創立140周年記念版〉、學報 NO.175 

 

神戸大学大学院海事科学研究科海事博物館 

神戸大学サテライト巡回展(チラシ)、神戸大学附属図書

館 平成27年度資料展 村上家文書の世界～近世×

神戸×農村～(チラシ)、災害と文化財保存の歴史地理

～阪神・淡路大震災20年を越えて～(チラシ)、平成27年

度神戸大学大学院海事科学研究科公開講座(第8回海

事博物館市民セミナー)大戦中の日本商船 船員の姿

(チラシ) 

 

神戸大学附属図書館 大学文書史料室 

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－(ポスター・チラシ) 

 

国際基督教大学歴史資料室 

献学60周年記念事業・歴史資料室特別展 ディッフエ

ンドルファーとトロイヤーの軌跡 新しい大学の建設(チ

ラシ) 

 

駒澤大学禅文学歴史館 

東皐心越と水戸光圀～黄門様が招いた異国の禅僧～

(ポスター・チラシ) 

 

淑徳大学アーカイブズ 

淑徳大学アーカイブズ・ニュース 第11・12号 
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成城学園教育研究所 

成城教育 第169・170号 

 

大東文化歴史資料館 

全国大学ラグビーフットボール選手権大会初優勝から

30周年 大東文化大学 栄光の記憶 Calendar 2016、

大東文化歴史資料館だより 第19号 

 

玉川大学教育博物館 

玉川大学教育博物館館報 第13号 

 

中央大学広報室大学史資料課 

戦争と中央大学プロジェクト 戦後70年－あらためて戦

争と中央大学を考える－(ポスター・チラシ)、戦争と中央

大学プロジェクト 戦後70年記念講演会「戦中・戦後の

中央大学」、戦争と中央大学プロジェクト展示 戦後70

年－あらためて戦争と中央大学を考える－ 

 

津田塾大学 津田梅子資料室 

津田梅子資料室企画展 太平洋戦争と津田塾(チラシ) 

 

東海大学学園史資料センター 

東海大学学園史ニュース No.10、東海大学七十五年

史編纂だより 第2号 

 

東京学芸大学教育研究支援部大学史資料室事務室 

東京学芸大学大学史資料室主催国内シンポジウム 国

立大学法人における学校教育アーカイブズの課題と展

望(ポスター・チラシ) 

 

東京工業大学博物館 

ノート考－古いノートに学ぶ教育の本質－(ハガキ) 

 

東京大学文書館 

東京大学文書館ニュース 第55号 

 

同志社女子大学史料室 

戦時下の同志社高等女学部・同志社女子専門学校 

(チラシ) 

 

同志社大学同志社社史資料センター 

ハリス理化学館同志社ギャラリー第8回企画展 ハワイ

に高知城をたてた男 奥村多喜衛 同志社・ハワイ交流

前史(ポスター・チラシ) 

 

東北学院史資料センター 

学校法人東北学院 東北学院史資料センター2015年

度公開シンポジウム 日本国憲法と鈴木義男(ポスター・

チラシ) 

東北大学史料館 

東北大学史料館企画展 東北大生の戦争体験(ポス

ター)、東北大学史料館だより No.23 

 

東洋英和女学院 

史料室だより No.85、東洋英和女学院史料室(リーフ

レット)、楓園 No.78・79 

 

長崎大学 

広報誌CHOHO Voｌ.53・54、広報誌CHOHO 工学部

創立50周年記念特別版、長崎大学の研究者 Vol.1 

 

南山学園南山アーカイブズ 

学校法人南山学園南山アーカイブズ(リーフレット)、学

校法人南山学園南山アーカイブズ常設展示図録、南山

アーカイブズ常設展示室オープン(ポスター・チラシ)、南

山アーカイブズ常設展示室オープン記念シンポジウム 

展示を利用した自校史教育の可能性(ポスター・チラシ) 

 

日本女子大学成瀬記念館 

日本女子大学成瀬記念館所蔵 広岡浅子関連資料目

録 

 

日本大学広報部大学史編纂課 

日本大学大学史編纂課だより 第9号 

 

広島大学高等教育研究開発センター 

RIHE International Seminar Report No.23、 

広島大学高等教育研究開発センター 外部評価報告

書 2015年7月 

 

法政大学史委員会 

戦後70年法政大学と出陣学徒－記憶と記録（ポスター・

チラシ)、学び舎から戦場へ－学徒出陣70年法政大学

の取り組み－記念展示会・公開シンポジウム 図録 

 

明治大学史資料センター 

大学史紀要 第20号 明治大学アジア留学生研究Ⅱ、

大学史資料センター報告  第36集  大学史活動、

ニュースレター明治大学史 No.12 

 

立教学院展示館 

立教学院展示館 第1回企画展 戦時下、立教の日々 

変わりゆく「自由学府」の中で 

 

立正大学史料編纂室 

『立正大学史料編纂室の栞』第2号 

 

 

2016.03.31 
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あおぞら財団 

資料館だより №53～55、西淀川公害から学ぶってなに

を？モニター募集(チラシ)、未来を共に創ろう！公害資

料館の“わ” 公害資料館連携フォーラムin四日市(チラ

シ) 

 

旧制高等学校記念館 

記念館だより 第67号 

 

国文学研究資料館 

国文研ニューズ No.41・42、国立大学法人総合研究大

学院大学 文化科学研究科 学術交流フォーラム2015 

文学際－「文化科学」を発見する－(チラシ) 

 

国文学研究資料館古典籍共同研究事業センター 

古典籍共同研究事業センターニューズ ふみ 第5号 

 

全国大学史資料協議会東日本部会 

大学アーカイヴズ No.53 

 

全国大学史資料協議会西日本部会 

研究叢書第16号 学内業務文書の管理と活用 

 

全国大学史資料協議会西日本部会 

25周年記念誌編集委員会 

全国大学史資料協議会西日本部会 25周年記念誌 

 

わだつみのこえ記念館 

わだつみのこえ記念館紀要 Vol.1 

 

尼崎市立地域研究史料館 

地域史研究－尼崎市立地域研究史料館紀要－ 第

115号 

 

小布施町文書館 

小布施町文書館だより Vol.1・2、古文書からみえる小

布施の生活文化② －明治期の商業資料を中心に－

(チラシ) 

 

神奈川県立公文書館 

神奈川県立公文書館だより 第33号 

 

京都府立総合資料館 

総合資料館だより No.185・186、平成27年度東寺百合

文書展－今に伝わる2万5千通－(チラシ) 

 

宮内庁書陵部 

昭和天皇実録 第三 自 大正十年 至 大正十二年、

昭和天皇実録 第四 自 大正十三年 至 昭和二年 

 

国立公文書館 

国立公文書館ニュース vol.3・4 

 

札幌市総務局行政部公文書館 

札幌市公文書館だより 第3号 

 

寒川文書館 

寒川文書館だより Vol.18、寒川文書館年報 第8号 

平成26年度 

 

千葉県文書館 

千葉県文書館・宮内庁宮内公文書館共催解説図録 

皇室がふれた千葉×千葉がふれた皇室 

 

東京都公文書館 

東京都公文書館だより 第27号 

 

栃木県立文書館 

栃木県立文書館第二六回企画展 文書とともに生きる

下野の人々－村における文書の管理・保存・引継ぎ－ 

 

長野県信濃美術館 

「もんぜんまち劇場  榊原澄人の燈幻郷－永遠の祭

り－」(チラシ)、木曽十一宿・御嶽山麓地域同時開催 東

山魁夷の版画展(チラシ)、長野県信濃美術館コレクショ

ン展 美術館でおしゃべりしよっ!2015 

 

長野県立歴史館 

樹木と人の交渉史～発掘された木製品、樹木信仰にみ

る3万年の歴史～(ポスター・チラシ・招待券)、長野県の

遺跡発掘 2016(ポスター・チラシ・招待券)、長野県立歴

史館 （平成27年度） 「やさしい信濃の歴史講座」 大

地に刻まれた信濃の歴史(チラシ)、長野県立歴史館 

催しもの案内 平成27年9月～平成28年3月・平成28年

4月～10月(リーフレット)、長野県立歴史館たより vol.84

～86、平成27年度冬季展 地図の「明治維新」 残され

た明治初期の町村地図ポスター・(チラシ・招待券) 

 

福井県文書館 

福井県文書館年報 第12号、文書館だより 第23号 

 

福岡共同公文書館 

年報第3号 平成26年度福岡共同公文書館年報、福岡

共同公文書館 平成27年度第2回企画展 昭和の主基

斎田～福岡県の記録から～(ポスター・チラシ)、福岡共

同公文書館だより vol.07 

 

 

大阪大学アーカイブズニューズレター第7号 
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福島県文化振興財団 

ふくしまDC協賛展示 平成27年度福島県歴史資料館

収蔵資料展 花と温泉－かおりと湯けむりの記憶－

(リーフレット)、福島県史料情報 第43号 

 

三重県総合博物館 

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～」(ポスター・チラシ・招待券) 

 

和歌山県立文書館 

和歌山県立文書館だより 第44号 

 

日本アーカイブズ学会 

日本アーカイブズ学会2015年度第2回研究集会「写真

資料の整理・公開を考える－地域の文化と歴史の継

承に向けて－」（チラシ） 

 

大阪大学広報・社学連携オフィス 

ＯＳＡＫＡ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＰＲＯＦＩＬE 2015（要

覧）、大阪大学×ナレッジキャピタル「わたしの研究、

今、ココです!」 2015 vol.5 中道正之

PRIMATOLOGY(チラシ)、大阪大学×ナレッジキャピ

タル「わたしの研究、今、ココです!」 2016 vol.6 桃

木至郎 ASIAN FOODHISTORY(チラシ)、大阪大学

21世紀懐徳堂 ごあんない(リーフレット)、大阪大学21

世紀懐徳堂だより vol.23・24、大阪大学と朝日カル

チャーセンターの共同講座 Handai－Asahi中之島塾

(チラシ)、大阪大学ニューズレター No.70、第14回 

植物探検隊@秋の待兼山を訪ねて(チラシ)、第47回 

2015 大阪大学公開講座(パンフレット・ポスター)、第7

回大阪大学×大阪音楽大学ジョイント企画 境界面上

の音楽界 箏と光の競演(パンフレット・チラシ)、適塾

特別展示 西洋の知と適塾(チラシ)、阪大NOW 

№146・147、平成27年度 大阪大学適塾記念講演会 

(ポスター・チラシ) 

 

大阪大学総務企画部 

大阪大学職員録 平成26年、阪大Eやん 男女共同参

画ニュース No.1 

 

大阪大学教育推進部入試課 

大阪大学 平成28年度学生募集要項 一般入試(前

期日程・後期日程)/専門学科卒業生入試 

 

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 

Annual Report of IFReC 2014 FY、Annual Report of 

IFReC FY 2014 大阪大学免疫学フロンティア研究

センター 2014年度年間レポート ダイジェスト版、

Brain-Immune Interaction Laboratory Kickoff 

Seminar(チラシ)、IFReC Japanese Class Event 

LET’S Make SUSHI(チラシ)、IFReC Japanese 

Class Event Let’s welcome summer! Japanese 

Lesson Event(チラシ)、IFReC Japanese Class 

Event Ｌｅｔ's make “Gyoza”!(チラシ)、IFReC Japa-

nese Class～First・Second Seminar～(チラシ)、

IFReC 免疫学講座 Series5 免疫学の最前線は今、

何をみているか(チラシ)、IFReC 免疫学講座 Series6 

免疫学の誕生(チラシ)、IFReC 免疫学講座 Series7 

がん免疫治療の選択と可能性(チラシ)、IFReC 免疫

学講座 Series8 ワクチンと免疫記憶(チラシ)、IFReC 

免疫学講座 Series9 寄生虫に対する免疫機構につ

いて(チラシ)、Immunology at the Forefront The 

6th・7ｔｈ International Symposium of IFReC(ポス

ター・チラシ)、Practice Theory for Public Relations 

in the University Walking with PIO(チラシ)、

Science Café on the Edge 14(チラシ)、The 4th 

Winter School on Advanced Immunology 

18－23,January 2015(ポスター・チラシ)、The 5th 

Kishimoto Foundation Lecture(チラシ)、The 5th 

Winter School on Advanced Immunology January 

17－22, 2016(ポスター・チラシ)、The First CiNet 

Conference：New Directions in Pain Neurosci-

ence、The First CiNet Conference：New Directions 

in Pain Neuroscience(チラシ)、大阪大学いちょう祭 

2015 一般向けイベント/サイエンスカフェオンザエッ

ジ 腸管免疫-おなかの免疫、最新情報(チラシ) 

 

大阪大学全学教育推進機構 

共通教育だより №41 

 

大阪大学教育学習支援センター 

大阪大学教育学習支援センター国際シンポジウム 

オープンエデュケーションが拓く教育改革－世界の最

先端事例から学ぶ－(ポスター)、大阪大学ファカル

ティ・ディベロップメントプログラムガイド 2015年度10

月～3月 

 

大阪大学適塾記念センター 

適塾 第42～44・46～48号 

 

大阪大学安全衛生管理部 

平成27年度大阪大学メンタルヘルス講習会 大人の

発達障害について(チラシ) 

 

大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室 

二頁だけの読書会 vol.5(チラシ) 

 

2016.03.31 
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大阪大学渉外本部未来基金事務局 

大阪大学未来基金学内キャンペーン 2016(チラシ) 

 

大阪大学附属図書館 

Annual Report of IFReC 2012・2013 FY、ＩＳＥＲ 2011 

大阪大学社会経済研究所（パンフレット）、ＯＳＡＫＡ 

ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＰＲＯＦＩＬE 2014（要覧）、ＲＩ セン

ターニュース №27、大阪大学 大学教育実践センター 

ニューズレター №5～13、大阪大学学報 1-517号、大

阪大学学報 1－93号・阪大NOW 1－86号（合冊）、大

阪大学金融・保険教育研究センター 2010（パンフレッ

ト）、大阪大学金融・保険教育研究センター 平成二十

五年度活動報告書、大阪大学社会経済研究所活動報

告 2011、大阪大学総合学術博物館 年報 2012・

2013、大阪大学大学院言語文化研究科要覧 2012、

大阪大学大学院高等司法研究科ニューズレター 

№13・15、大阪大学大学教育実践センター ニューズレ

ター №14・15、大阪大学蛋白質研究所 要覧 2013・

2014、大阪大学図書館報 49巻1号、大阪大学免疫学

フロンティア研究センター 2012・2013年度年間レポー

ト ダイジェスト版、環境安全ニュース №47～52、共通

教育だより №21・23～35、阪大NOW No.68～107・

115～138、平成24～25年度 アニュアルレポート 

 

大阪大学大学院文学研究科・文学部 

大阪大学文学研究科科目等履修生募集 芸術計画論

演習 現代芸術の政策と実践(チラシ)、〈声なき声、いた

るところにかかわりの声、そして私の声〉 芸術祭Ⅲ ク

ロージング・シンポジウム“ひとを支える、まちを変える、し

ごとをつくる“アートのちから”(チラシ)、《声フェス》ドキュメ

ンテーション/アーカイヴ勉強会 ダンスにおける時限

劇な場所としてのアーカイヴ(チラシ)、劇場・音楽堂・美

術館等と連携するアート・フェスティバル人材育成事業 

声なき声、いたるところにかかわりの声、そして私の声 

芸術祭Ⅲ(パンフレット)、声なき声、いたるところにかかわ

りの声、そして私の声 芸術祭Ⅲ 声フェス・伝統芸術の

現代化展覧会(チラシ) 

 

大阪大学医学部附属動物実験施設 

IEXAS 施設便り 2015 

 

大阪大学医学部附属病院 

Handai Hospital 阪大病院ニュース 第60・61号、平成

26年度 アニュアルレポート 

 

大阪大学大学院歯学研究科・歯学部 

概要 2015 大阪大学大学院歯学研究科・歯学部・歯

学部附属病院・歯学部附属歯科技工士学校 

大阪大学大学院国際公共政策研究科 

国際公共政策研究 第20巻第1号(通巻第37号) 

 

大阪大学産業科学研究所 

The 19th SANKEN International The 14th 

SANKEN Nanotechnology Symposium Recent Ad-

vances in Cyber－Physical Systems(ポスター) 

 

大阪大学接合科学研究所 

6大学連携プロジェクトニュース vol.5No.1・2、

TRANSACTIONS OF JWRI Voｌ.44№1 2015、文部科

学省 特異構造金属・無機融合高機能材料開発共同

研究プロジェクト 平成27年度研究成果中間報告書 

 

大阪大学低温センター 

平成26年度 共同利用研究成果報告書 

 

大阪大学環境安全研究管理センター 

環境安全ニュース №55 

 

大阪大学国際教育交流センター 

2014年度 年報、2015年度〈春学期〉・〈秋学期〉 留学

生日本語プログラム履修ガイド、CIEE Center for Inter-

national Education and Exchange 大阪大学国際教育

交流センター(パンフレット、3つ折)、OUSSEP CALEN-

DAR：OSAKA UNIVERSITY SHORT－TEAM STU-

DENT EXCHANGE PROGRAM：Full－year 

OUSSEP,Half－year OUSSEP 2016－2017、大阪大

学・地域団体ボランティア留学生支援連絡協議会 参

加団体活動概要、大阪大学国際教育交流センター研

究論集 多文化社会と留学生交流 第19号、国立大学

法人留学生センター等における留学生交流指導体制

をめぐる最近の状況 平成27年度、第23回 大阪大学・

地域団体ボランティア留学生支援連絡協議会報告書、

平成27年度大阪府立学校教員初任者研修社会体験

プログラム 実施報告書 

 

大阪大学総合学術博物館 

大阪大学総合学術博物館 年報 2014、大阪大学総合

学術博物館第19回企画展 金銅仏きらきらし いにしえ

の技にせまる(ポスター・チラシ) 

 

大阪大学数理・データ科学教育研究センター 

大阪大学金融・保険教育研究センター 平成二十六年

度活動報告書、大阪大学数理・データ科学教育研究セ

ンター 2015（パンフレット）、平成28年度4月入学 大阪大

学数理・データ科学教育研究センター金融・保険部門科目等

履修生高度プログラム「金融・保険」【募集要項】 

大阪大学アーカイブズニューズレター第7号 
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大阪大学グローバルコラボレーションセンター 

FIELDO ブラウンバッグランチ(BBL)セッション あなた

も日韓学生フォーラムに参加しませんか？2016年日韓

学生フォーラム説明会(チラシ)、FIELDO ブラウンバッ

グランチ(BBL)セッション 海外渡航時の健康管理につ

いて(チラシ) 

 

大阪大学日本語日本文化教育センター 

日本語・日本文化 第42号 

 

大阪大学サイバーメディアセンター 

大阪大学サイバーメディア・フォーラム №16、大阪大学

サイバーメディアセンター要覧 2015(改訂版) 

 

大阪大学出版会 

大阪大学とともに歩んで 熊谷信昭 第十二代総長回

顧録 

 

懐徳堂記念会 

第130回  懐徳堂秋季講座 関西の風景  音楽  身

体－幕末から昭和まで(チラシ)、第131回 懐徳堂春季

講座 芸能は〈歴史〉をどう語ったか(チラシ)、平成28年

度 古典講座4月開講受講生募集(チラシ) 

咲耶会 

(大阪外国語大学・大阪大学外国語学部同窓会） 

会報「咲耶」No.26(2015)、平成27年咲耶会総会・懇親会

(チラシ) 

 

阿部武司（大阪大学名誉教授） 

NU7 国立七大学の総合同窓誌 2015.11 No.2、大阪

大学大学院経済学研究科・経済学部 自己点検・評価

報告書（2012.4～2015.3）、国士舘大学体育学部50周年

記念誌 

 

中野目徹（筑波大学） 

近代史料研究 第15号 

 

八木敦夫 

亀山佐藤家系図、亀山文化 創刊号 

 

菅真城（大阪大学） 

大阪大学経済学 第65巻第2号抜刷「河上誓作名誉教

授に聞く－大阪大学の思い出－」、生産と技術 

Vol.67No.4・Vol.68No.1、大阪大学経済学 第65巻第2

号、資料室ニュース vol.58 

2016.03.31 

2015年 

・9月19日 菅、第152回記録管理学会例会に参加

し、「公文書管理法改正に関する提言」報告。 

・9月25日 出版文化社主催（関西地区）第1回学

園アーカイブセミナーを開催。菅、「大学アーカイ

ブズ構築の意義と課題、将来への展望」講演。 

・9月28日 菅、東京出張。第44回公文書管理委員

会を傍聴。国立公文書館平成27年秋の特別展「災

害に学ぶ」視察。記録管理学会第191回理事会に出

席。 

・9月30日 三成理事と面談。 

・10月1日 経済学部・各論（文書学II）開講。 

・10月2日 外国学図書館から戦争の図書館への影

響について照会。 

・10月5日 名誉教授インタビュー（岸本忠三名誉

教授）の第2回ビデオ収録。 

・10月7～9日 菅、仙台出張。全国大学史資料協

議会2015年度総会ならびに全国研究会（東北大

学・東北学院大学）に出席。 

・10月30日 平成25年度保存期間満了の移管文書

搬入。 

・11月10日 菅、東京出張。第192回記録管理学会

理事会（八雲クラブ）に出席。 

・11月11日 安彦忠彦氏から大学紛争関係資料を

受贈。 

・11月17日 菅、国文学研究資料館主催アーカイ

ブズ・カレッジ（短期）で「アーカイブズ・レ

コード・マネジメント論」講義（三重県総合博物

館）。 

・11月18日 内閣府大臣官房公文書管理課による

現地調査。 

・11月27日 近藤正之氏から旧制浪速高等学校写

真を受贈。 

業務日誌（抄） （2015年9月～2016年2月) 
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・12月5日 菅、東広島出張。第1回広島大学文書

館研究集会（広島大学）に出席。 

・12月15日 菅、全国大学史資料協議会西日本部

会2015年度第4回研究会（高島屋史料館）に出席。 

・12月17日 名誉教授インタビュー（岸本忠三名

誉教授）の第3回ビデオ収録。 

2016年 

・1月6日 津田まち子氏から大阪府立医学校校長

の書状を受贈。 

・1月12日 北海道大学大学文書館・井上高聡氏が

視察。 

・1月14日～2月29日 平成26年度保存期間満了の

移管文書搬入。 

・1月18日 第6回アーカイブズ運営委員会を開

催。 

・1月16日 菅、全国歴史資料保存利用機関連絡協

議会近畿部会第130回例会（尼崎市立地域研究史料

館）に出席。 

・1月19～21日 菅、東京出張。平成27年度アーカ

イブズ研修II（国立公文書館）に出席。 

・1月27日 鬼澤理事が視察。 

・1月28日 総合学術博物館・宮久保圭祐氏が企画

展準備のため旧制高校写真を調査。 

・2月24日 菅、東京出張。第194回記録管理学会

理事会（八雲クラブ）、第154回記録管理学会例会

（東京都公文書館）に出席。 

大阪大学アーカイブズニューズレター第7号 

総合学術博物館第９回企画展のご案内 

大阪大学総合学術博物館第９回企画展 

「嗚呼黎明は近づけり 友よ我らぞ光よと 

 ～よみがえる旧制高校 大高・浪高の記憶と記録～」 
2016年４月27日（水）～７月９日（土） 

入館無料 日曜・祝日休館 

     ただし５月１日（日）は開館 

会場：大阪大学総合学術博物館待兼山修学館 
主催：大阪大学総合学術博物館 

共催：大阪大学アーカイブズ 

協力：大阪府立大学21世紀科学研究機構大学史編纂研究所 

   大阪大学21世紀懐徳堂 

展示構成 

１．旧制高校をしっていますか？ 

２．大阪高等学校・浪速高等学校の設立 

３．大高・浪高での教育と学生生活 

４．大高・浪高出身者の活躍 

５．旧制高校の終焉と大阪大学一般教養部の設立 

ミュージアムレクチャー：いずれも14：00～15：30 

・４月30日（土） 宮久保圭祐（大阪大学総合学術博物館） 

 「旧制高校教育と大学一般教養読み比べ－理系教員の視点 

で－」 

・５月21日（土） 菅 真城（大阪大学アーカイブズ） 

 「大阪大学会館から「発見」された旧制浪速高等学校奉安庫－大阪大学に残る戦争遺跡－」 

・５月28日（土） 下田 正（大阪大学大学院理学研究科 前大阪大学全学教育推進機構長） 

 「大阪大学における教養教育の現状」 

・６月25日（土） 山東 功（大阪府立大学21世紀科学研究機構大学史編纂研究所） 

 「大阪の高等教育機関の変遷」 
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2016.03.31 

熊谷信昭元総長の回顧録を刊行 

 大阪大学アーカイブズでは、前身の文書館設置準備室時代か

ら、名誉教授の先生方を中心に大阪大学の歴史に関する事柄を

インタビューし、後世に残す事業を行っております。平成22年

度には熊谷信昭元総長に５回にわたってインタビューを行いま

した。この度、熊谷元総長へのインタビュー録が『大阪大学と

ともに歩んで 熊谷信昭第十二代総長回顧録』として大阪大学

出版会から刊行されました。 

 購入ご希望の方は、大阪大学出版会までご連絡ください。 

 

大阪大学出版会 

Tel.06-6877-1614 Fax.06-6877-1617 

http://www.osaka-up.or.jp/ 
 

『大阪大学とともに歩んで 熊谷信昭第十二代総長回顧録』 

大阪大学アーカイブズ編 

大阪大学出版会 2015年11月 四六判 336ページ 上製 

定価：2800円＋税 

ISBN978-4-87259-539-0 C3023 

 

主要目次 

第1章 誕生から阪大工学部学生時代まで  

第2章 私の研究者歴  

第3章 大学紛争と学生部長就任  

第4章 大阪大学総長として その１  

第5章 大阪大学総長として その２  

第6章 大阪大学外での活動  

第7章 阪大生へのメッセージ  

略歴  

人名索引 

大阪大学アーカイブズ兼任教員一覧 

平成28年3月1日現在 

法人文書資料部門  

       高橋 明男   法学研究科        教 授 

 瀧口  剛   法学研究科        教 授 

 三阪 佳弘   高等司法研究科        教 授 

 田中 和夫   工学研究科        教 授 

 中村 征樹   全学教育推進機構       准教授 

 阿部 浩和   サイバーメディアセンター   教 授 

大学史資料部門  

             竹中  亨   文学研究科        教 授 

 田口宏二朗   文学研究科        准教授 

 澤井  実   経済学研究科        教 授 

 廣田  誠   経済学研究科        教 授 

 進藤 修一   言語文化研究科        教 授 

              松永 和浩  適塾記念センター      准教授 

http://www.osaka-up.or.jp/
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大阪大学アーカイブズニューズレター第7号 

・開室日 

次に掲げる日を除く毎日 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

(3) 12 月 29日から翌年の 1月 3日までの日 

・利用時間 

午前9時30分～午後4時30分 

 

・利用請求の受付 

午前9時30分～正午、午後1時～午後4時 

大阪大学総務企画部総務課文書管理室 

  室  長  松本 光弘  

   （総務企画部総務課長） 

  室長補佐  平野 雅宏 

  主  任  阪田 久美子 

  事務補佐員 川口 由美子 

        石崎 光穂 

大阪大学アーカイブズ構成員名簿 

室  長  飯塚 一幸 

     （文学研究科教授） 

教  授  菅  真城 

大阪大学アーカイブズ利用案内 

発行日  2016年3月31日 

編集発行 大阪大学アーカイブズ  
     〒562-8558 

     大阪府箕面市粟生間谷東８－１－１ 

大阪大学アーカイブズニューズレター 第7号 
Tel. （072）730-5113 

Fax.（072）730-5114 
E-mail office＠archives.osaka-u.ac.jp 
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/academics/ 
facilities/ed_support/archives_room 

〈事務担当〉 


