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大阪大学50年史編纂資料
大阪大学では創立50周年を記念して、1979年から50年史を編纂しました。『写真集 大阪大学の五十年』（1981年）、
『大阪大学五十年史 部局史』（1983年）、『大阪大学五十年史 通史』（1985年）を刊行しました。また、『大阪大学史紀
要』を第４号まで発行しました。しかし、50年史出版完了に伴い、大阪大学50年史編集実行委員会および大阪大学50
年史資料・編集室は廃止されました。50年史編纂関係者は「大学史資料館」あるいは「大学史資料センター」の設置を
熱望しましたが実現しませんでした。50年史編纂資料は、附属図書館の貴重書庫に収められました。
2006年に設置された大阪大学文書館設置準備室では、50年史編纂資料の一般公開に備えて、資料の整理を行っ
ています。

（菅 真城）
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大阪大学文書館設置準備室だより発刊に寄せて
大阪大学文書館設置準備室長

阿部 武司

このたび、大阪大学文書館設置準備室の活動を1年間に2度ほど大阪大学の学内にとどまらず学外のアー
カイブズ関係者にも広くお伝えしようという趣旨から文書館設置準備室だよりを発行することにいたしました。
当準備室の設置の発端は、大阪大学の法人化を目前に控えた平成15年度末に、かねてから大阪大学に
文書館ないし大学史編纂室が設置されていないことを憂慮されていた数名の先生方のご要望を受けて私が
窓口となり、当時の宮原秀夫総長および副学長の先生方に、文書館の設置の必要性をご説明申し上げたこ
とです。
平成13年に情報公開法が施行されたこと、国立総合大学では文書館の設置が増えていたことなどからみ
て、大学史編纂室ではなく文書館の設置が必要であるという私の主張には、幸いにも先生方からはご理解が
すぐに得られ、平成17年1月に大阪大学総合計画室の下に文書館（仮称）設置検討ワーキングを設けていた
だけました。現在でも続いております同ワーキングには私のほか、総合計画室、湯川記念室（理学研究科
内）、総合学術博物館、大学教育実践センター、附属図書館、文学、法学、工学、医学の各研究科、サイ
バーメディアセンター等の部局から委員の先生方が選出されました。私は率直に申し上げて、アーカイブズ
は使うことはあってもそれに関する専門知識が皆無に近く、そうした甚だ頼りない主査の下でも、皆様はご多
忙にもかかわらず文書館設置に向けて真摯にご尽力して下さいました。10回に及ぶ会議を経て、国立大学法
人大阪大学の最初の中期計画が完了する平成21年度末まで大阪大学文書館設置準備室を設置することを
平成18年夏に大阪大学当局に認めていただけました。準備室の設置は同年7月1日となり、広島大学文書館
の設置にあたり実績をあげていた菅真城（前、同大学助手）が専任講師として10月に赴任し、10-11月には田
村綾、辻義浩の両名が事務補佐員に就任しました。
この1年間の当準備室の活動につきましては、以下でご説明するとおりですが、要するに大阪大学のいわ
ゆる法人文書、および大阪大学の歴史に関する資料の収集・整理・保管をするところです。集めた資料は全
てを保存するのではなく、実は大部分を廃棄し、最終的には数％の本当に必要な資料だけを残します。私を
含む以上4名は、次期中期計画の実施の暁には、資料の公開をも実施する本格的な文書館を実現できるよう
日々努力しております。
上記ワーキングの設置以前より、多数の方々からご指導ご支援をいただきましたが、とりわけ前、総合計画
室長・理事・副学長の鈴木直先生、前、総合計画室員・理学研究科教授の則末尚志先生、ならびに事務局
の関係各位から賜りました並々ならぬご厚情には、この場をお借りして心より御礼申し上げます。
日本という国は、多くの諸外国とは逆に、歴史的資料の保存にはまことに消極的です。それは明治維新期
や終戦時に実施された大量の文書の焼却処分にも現れておりますが、すでにふれた情報公開法も企業や官
庁では資料の廃棄を促進しているように見受けられます。こうしたことが進められますと、過去の歴史に対する
客観的な評価が不可能になりますし、私たちが日々苦労して積み上げてきた貴重な知恵も忘れ去られてしま
い、将来に禍根を残すことは明白です。大阪大学に直接関わる例を挙げますと、平成43（2031）年頃には『大
阪大学百年史』の出版が期待されますが、ある歴史家によれば、そうした年史の作成には10年の歴史に対し
て1年間の準備が必要だそうですから、その編集委員会は平成33年頃には発足しなければならないでしょう。
けっして遠い先ではありませんが、その時になって「資料がない」ということでは大変具合が悪いことになりま
す。文書館は、『大阪大学百年史』の出版を直接の目的とするわけではありませんが、大阪大学に関する重
要な資料を集めて整理・保管しておくことの重要性はこの例からも明らかでしょう。
発足してまもない小さな組織ではありますが、大阪大学文書館設置準備室へのご支援をどうぞよろしくお願
い申し上げます。
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大阪大学にあるもの、ないもの
大阪大学文書館設置準備室講師

菅 真城

氏は「ＣＩＥの強い主張を総長会議が承諾したこと
で、各大学ともに新制大学発足に当って教育学部
を創設することは動かすことのできない結論として
決定されていた」（『教育学五十年』評論社、1971
年）と述べていますが、阪大には教育学部は設置
されず、まずは文学部哲学科のなかに教育学講
座（2講座）が置かれ、次いで哲学科から独立して
教育学科が置かれました。この教育学科は1972年
には同じく文学部の心理学科・社会学科とともに
分離独立し、人間科学部が設置されました。人間
科学部という学部名は、阪大が日本で初めて使用
しました。基礎工学部という名称も日本初です。阪
大は進取の精神にあふれた大学ということができ
るでしょう。

「大阪大学にあるもの、ないもの」。それは夢？
愛？希望？いえいえ、本稿で述べたいことは、そ
んなにロマンチックな抽象的なことではありませ
ん。もっと現実的な「学部」についてです。
大阪大学と他の旧制帝国大学6大学の学部構成
を比べてみると、他大学にはあるのに阪大にはな
い学部がある一方で、阪大にしかない学部がある
ことにも気づきます。阪大にないのは農学部・教育
学部、阪大にしかないのは人間科学部・基礎工学
部です。この阪大特有の学部構成は、阪大の成り
立ち・歴史と大きくかかわっています。
大阪帝国大学が創設されたのは、1931（昭和6）
年のことでした。創立時の学部は、府立大阪医科
大学を改組した医学部と新設の理学部の2学部の
みでした。2年後には官立大阪工業大学を改組し
て工学部が置かれましたが、このように大阪帝大
は理科系のみの3学部の大学として出発したので
した。しかし、阪大執行部や大阪財界の人々は、
阪大に文科系学部を設置することをめざしていた
のです。

なぜ阪大に教育学部がないのか？この問いに対
する回答は『大阪大学五十年史』において試みら
れていますが、成功しているとはいえません。今後
『大阪大学百年史』などにおいてさらなる研究を進
める必要があります。
では、なぜこれまで研究が進まなかったのでしょ
うか？それは歴史研究を行う上で不可欠な資料が
欠落していたからです。大学史研究を行う上で
は、(1)大学の公文書（法人文書）(2)大学の歴史に
関する資料が必要です。また、関係者から聞き取
り調査をするオーラル・ヒストリーも必要です。しか
し、これまで阪大ではこれらの資料等を保存・管理
する部署が欠落していました。この欠落を補うため
に設置されるのが文書館です。文書館は歴史研
究のためだけにある施設ではありませんが、来る
べき『大阪大学百年史』においては、文書館所蔵
資料に基づいて新たな阪大史が書かれることで
しょう。そのために文書館では、(1)法人文書(2)大
学の歴史に関する資料を収集・整理・保存・公開し
ていきます。私たちが日頃作成・収受している文書
などが文書館に移管・寄贈されることによって、新
たな阪大史が書かれていくのです。

阪大に文科系の学部が置かれたのは、戦後
1948年に設置された法文学部が最初でした。1949
年に新制大学としての大阪大学が設置されると、
法文学部は文学部と法経学部に分離され、1953
年にはさらに法経学部が法学部と経済学部に分
離されました。このように理科系の大学として発足
した阪大が文科系学部の充実をめざしたため、理
科系の農学部が設置されることはありませんでし
た。
教育学部という名の学部が日本の大学に置かれ
たのは、1949年の新制大学発足時です。戦後大
学改革の一環で、ＣＩＥは総合大学に教育学部設
置を求め、阪大以外の6大学には教育学部が設置
されました。教育学研究の大家であった海後宗臣
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1945－Neesima Room 第31回企画展－

名古屋大学大学文書資料室紀要 第15号、名大ブック
レット 12、名古屋大学大学文書資料室ニュース21～
22号、名古屋大学大学文書資料室保存資料目録 第7
集

東京女子大学

南山大学史料室

東京女子大学の80年

アルケイア－記録・情報・歴史－ 第1号

東京大学史史料室

日本女子大学成瀬記念館

東京大学創立120周年記念年譜1877－1997、The
University of Tokyo 1877-2000、東京大学史史料室所
蔵大学関係沿革史誌目録、渡邊洪基史料目録、東京
大学史紀要 第2・4・6・11～12・14・16・18～25、東京大
学史史料室ニュース 第1～38号、古在由直史料目録

日本女子大学史資料集 第1～10、日本女子大学学園
事典創立100年の軌跡、写真が語る日本女子大学の
100年そして21世紀をひらく、年表・日本女子大学の
100年、成瀬記念館 №20～21、日本女子大学学園史
ニュース 創刊号～第7号

東北学院庶務部広報課

日本大学大学史編纂室

大学後援会通信「グロース」Vol.8～9、東北学院大学英
語英文学研究紀要 第32号、東北学院大学キリスト教
文化研究所紀要 第24号、東北学院大学法学政治学
研究所紀要 第14号、東北学院大学東北産業経済研
究所紀要 第25号、東北学院大学東北文化研究所紀
要 第38号、東北学院大学宗教音楽研究所紀要 第
10号、東北学院百年史 資料編・各論編

日本大学史紀要 創刊号～第9号、日本大学百年史
第1～5巻

東北大学史料館

梅花学園創立120周年記念誌1878～1998、梅花女子
大学現代人間学部紀要 1～2、梅花女子大学文化表
現学部紀要 1～2、梅花女子短期大学部研究紀要
54、梅花学園百年史

多摩美術大学研究紀要 第20号、東京国際ミニプリン
ト・トリエンナーレ2005（DVD)、多摩美術大学創立60周
年記念展図録、多摩美術大学50年史
中央大学大学史編纂室

奈良女子大学
シンポジウム「日本の高等教育に占める女子大学の位
置」

日本大学資料館設置準備室
学祖略伝山田顕義の生涯、黌誌 第1～2号
梅花学園図書館

東北大学記念資料蔵品目録 1～2、東北大学史料館
だより No.1～6、東北大学史料館所蔵東北大学関係
写真目録、東北大学記念資料館だより No.1～2、東北
大学史料館、常設展示歴史のなかの東北大学、東北
大学史料館企画展「学徒」たちの「戦争」東北帝国大学
の学徒出陣・学徒動員、東北大学史料館概要、明治の
学生群像東北大学がなかった頃、魯迅歴史のなかの
留学生、東北大学史料館紀要 創刊号～第2号、第二
高等学校創立120周年記念写真・史料展旧制二高の

広島大学高等教育研究開発センター
高等教育研究叢書 88～92号、大学論集 第38集、
COE資料シリーズ 2、COE研究シリーズ 24～30、21
世紀COEプログラム（平成14年度採択）研究教育拠点
21世紀型高等教育システム構築と質的保証－COE最
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大阪大学文書館設置準備室だより 第１号

立正大学学園報 第123～126号、立正大学学園新聞
第96～98号

終報告書－ 第1部（上）・（下）、第2部
広島大学文書館

龍谷大学大学史資料室

広島大学二十五年史 通史・包括校史、広島大学の50
年、広島大学五十年史 資料編上・下、広島大学史紀
要 第1～6号、広島大学文書館紀要第7～8号、広島
大学を語る原田康夫学長退官記念誌、広島大学所蔵
森戸辰男関係文書目録 上・下巻、IPSHU研究報告シ
リーズ研究報告№34広島大学原爆放射線医科学研究
所蔵平岡敬関係文書目録（韓国人・朝鮮人被爆者問
題関係史料）、広島大学統合移転完了記念誌翔べ！
フェニックス、地方自治とは何か

龍谷大学史報 Vol.1～7
立命館百年史編纂室
立命館百年史 通史1・2・資料編1、立命館百年史紀要
1～15号
早稲田大学大学史資料センター
早稲田大学史記要 第37巻

福岡大学75年史編纂室

国文学研究資料館

福岡大学大学史資料集 第1集、七隈の杜 創刊号～
第2号

史料館所蔵資料目録 第1～67・70・72～73・77～78
集、史料目録第83～84集、史料館の歩み四十年、史
料館の歩み50年、近世・近代史料目録総覧、史料館収
蔵史料総覧、史料館創立50周年記念特別展示「錦絵
にみる近代のあけぼの」 解説書・CD-ROM、史料館研
究紀要 第5～7・10～31・33・35、国文学研究資料館紀
要アーカイブズ研究篇 第1～3号、史料館報 創刊号
～第3・6～12・14・16～34・37～80、アーカイブズ・
ニューズレター №1～4・6、

佛教大学総務部
佛教大学総合研究所紀要 第13号・別冊佛教と自然、
佛教大学報 第56号、佛教大学学内報第364号 常照
佛教大学図書館報 第54号、佛教大学四条センター講
座案内、教授法開発室だより Vol.14、佛教大学同窓
会会報 第70号、Head Line News 2006 佛教大学で
会おうね！、佛教大学アジア宗教文化情報研究所、佛
教大学開学90周年記念佛教大学の歩み

全国大学史資料協議会東日本部会

法政大学

大学アーカイヴズ No.35～36

法政大学大学史編纂室ニュース Vol.1No.4、法政大
学大学史資料集 第28集

全国大学史資料協議会西日本部会
西日本部会会報 第1～14・16・19～22号、研究叢書第
1～7号

北海道大学大学文書館

野間教育研究所

北海道大学大学文書館（案内）、北海道大学大学文書
館年報 第2号、北海道大学125年史編集室だより第1
～6号

野間教育研究所紀要 第32・34～36・38～45集、野間
教育研究所戦時下教育資料 2～4、財団法人野間教
育研究所所蔵学校沿革史誌目録 国・公立高等教育
機関編・私立高等教育機関編、セルフヘルプ天は自ら
助くるものを助く、私の半生・修養雑話、野間研だより
No.1～20

武蔵学園記念室
武蔵学園史年報 第12号
武蔵野美術大学大学史史料室
武蔵野美術大学六〇年史、武蔵野美術短期大学部47
年の系譜、武蔵野美術大学大学史史料集第1～5集、
武蔵野美術大学年報 1990～1992・1999～2001・2002
～2004、「武蔵野美術大学六〇年史」への招待

国立公文書館

明治大学史資料センター

書陵部紀要 第1～7・9～16・18～57号

大学史紀要 創刊号～第11号、歴史編纂事務室報告
第17～24・26～28集、明治大学百年史 第1～4巻、
ニュースレター明治大学史 Vol.2

外務省外交史料館

アーカイブズ 第18・20～28号
宮内庁書陵部

外交史料館報 第20号
茨城県立歴史館

桃山学院史料室

茨城県史研究 第60・65・67・68・70・71・74・75・77・81・
83・85・89・90号、茨城県歴史館報 1～8、茨城県立歴
史館報 9～14・17・19・20・22～24・31～33、特別展
茨城の祭りと芸能、特別展 水戸の南画－林十江・立
原杏所とその周辺－、常設展示解説 茨城の歴史をさ
ぐる、特別展 浅原コレクション 日本人形の美と幻想、
企画展 ねがい・うらない・おまじない 欲望造形、古代
ペルシャ展、特別展 常陸國風土記の世界－ひたみち
の首長と民－、特別展 祭り万華鏡－茨城の年中行事
その変様－、特別展 海と川に生きる‐漁具と漁法－、
大古墳展 ヤマト王権と古墳の鏡、寄贈記念特別展

桃山学院年史紀要 創刊号～第26号、桃山学院の歴
史 大学開学50周年に向けて
立教女学院資料室
立教女学院の百二十五年、紀要 第34号、立教女学
院百年史資料集、立教女学院百年小史
立教大学立教学院史資料センター
立教学院史研究 第4号、立教大学の歴史
立正大学総務部
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一橋徳川家の名品、長期展 茨城の民族‐山と海と平
地の暮らし－、特別展 茨城の書跡－文字からみた地
方文化－、特別展 幕末 農政学者長島尉信とその時
代、特別展 室町水墨画・近世絵画、利根川流域の自
然と文化－民族・考古・美術－、昭和63年度東京国立
博物館巡回展 日本の美－縄文から江戸時代まで、特
別展 東日本の弥生土器－初期弥生土器の系譜－、
古墳時代の茨城、茨城県歴史館茶室竣工記念 水戸
茶道史考、幕末水戸の群像、特別展 音の考古学－音
具と鳴器の世界－、神戸市博物館所蔵名品展 南蛮
美術と洋風画、特別展 武用の造形－常陸の兜と刀
剣－、特別展 茨城の絵巻－一編絵から横山大観ま
で－、特別展覧会 倭国－邪馬台国と大和王権－、
「徳川慶喜」展、東南アジアの民族造形、尾形乾山開
窯三〇〇年・京焼の系譜「乾山と京のやきもの」展、光
圀‐大義の存するところ如何ともし難し－、一橋徳川家
名品図録、銕の意匠Ⅱ－県内所蔵名品展－、茨城県
史のおすすめ

兵庫県公館県政資料館
兵庫のしおり 1～9
和歌山県立文書館
和歌山県立文書館紀要 第12号、和歌山県立文書館
だより 第20号
岡山県立記録資料館
岡山県立記録資料館紀要 第1・2号、岡山県立記録資
料館だより 創刊号・第2号、岡山県立記録資料館年報
平成17年度、岡山県立記録資料館所蔵記録資料目録
第1・2集、開館記念企画展 岡山県の成立、平成18年
度企画展 都市化する岡山県の村々、岡山県記録資
料叢書 1・2
山口県文書館
山口県文書館研究紀要 第12～16・19～20・22～24・
26・27・29～33号、山口県内所在史料目録 第4・5・7・
8・12～20・22～32集、山口県文書館収蔵文書仮目録
3・7～9、山口県文書館史料目録 1～5、山口県文書
館蔵文庫目録 1・2、山口県文書館諸家文書目録3～
7、毛利家文庫目録別冊1～4、行政文書目録 1～5、
行政資料目録 1～9、公文書館ニュース 15～19・23・
27・28・30・32～39、年報 平成8・9・11・13～17

群馬県立文書館
双文 第24号、群馬県立文書館年報 平成18年度版、
群馬県 行政文書件名目録 第18集 明治期往復・議
会・人事編、群馬県立文書館収蔵文書目録 25 利
根・沼田地区諸家文書（3）
埼玉県立文書館

大分県公文書館

近世史料所在調査報告 3・5～16・18・19、収蔵文書目
録 第20～45集、埼玉県 行政文書件名目録 県治編
Ⅰ・Ⅲ・地理編Ⅰ～Ⅲ・土木編Ⅰ・Ⅱ・戦中戦後期編Ⅰ
～Ⅲ・社会編Ⅰ・産業編・会計編、埼玉県行政文書総
目録 第1～5集・出先機関編Ⅰ、埼玉県教育委員会行
政文書総目録 第1集、文書館紀要 創刊号～第19
号、埼玉県史料叢書 1～5・7～9・10・13

大分県公文書館だより 第12～13号、平成17年度事業
年報
沖縄県公文書館
沖縄県公文書館年報 第1～3・5～7号、沖縄県公文書
館研究紀要 創刊号～第4・7号、ARCHIVES 沖縄県
公文書館だより №1～31、米国の沖縄統治下における
琉球政府以前の行政組織変遷関係資料（1945～
1952）、琉球政府行政組織変遷図、岸秋正文庫目録－
沖縄関係資料－、琉球水道公社文書目録（1958．11～
1972．5）、米国民政府ニュース・リリース及び関連資料
目録、GHQ／SCAP文書目録－沖縄関係資料－、琉
球政府文書目録 第1～3編、日本復帰30周年記念特
別展 資料にみる沖縄の歴史、沖縄県公文書館特別
展－沖縄へのまなざし－ 岸秋正文庫の世界、沖縄県
公文書館会館五周年記念特別展 琉球国王表文奏本
展－中国第一歴史档案館－、沖縄県公文書館会館五
周年記念特別展 琉球国王表文奏本展展示図録（別
冊）－中国第一歴史档案館所蔵－、開館一周年記念
特別展－琉球政府の時代－ 図録、平成16年度沖縄
県公文書館移動展 アーカイブズへの誘い 記録で辿
る那覇の今・昔、沖縄県公文書館概要、世界のウチ
ナーンチュ大会記念企画展 展示目録 写真にみる近
代の沖縄、平成17年度沖縄県公文書館特別企画展
公文書等の記録資料に見る沖縄戦 アイスバーグ作
戦、企画展 公文書館資料にみる海外移民の軌跡、資
料保存講習会 資料総集

東京都公文書館
東京都公文書館だより 第6～10号、東京都公文書館
年報 平成14～17年度
神奈川県立公文書館
公文書館だより 創刊号～第17号、神奈川県立公文書
館年報 平成6～11・13～17年度、神奈川県立公文書
館紀要 創刊号～第5号
新潟県立文書館
新潟県立文書館年報 第1～10・12～14号、新潟県立
文書館だより 創刊号～第8号、新潟県公文書簿冊目
録第1～7集、新潟県立文書館研究紀要 創刊号～第
10号
福井県文書館
福井県文書館研究紀要 第1～4号、文書館だより 第
2・4～9号、福井県文書館年報第1～3号、福井県文書
館資料目録 公文書1・古文書1、福井県文書館資料叢
書 1・2，閲覧室展示 白山紀行－ふくいからの参詣記
録・あらぶる・うるおす川－水利の記録・福井県誕生

川崎市公文書館

愛知県公文書館

川崎市史研究 創刊号～第7号

愛知県公文書館だより 第9～11号

名古屋市市政資料館

京都府立総合資料館

新修名古屋市史報告書 1～5、新修名古屋市史 第1
～10巻・資料編近代1、新修名古屋市史だより 1～24

総合資料館だより №150～152、資料館紀要 第35号
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大阪大学文書館設置準備室だより 第１号

号、Handai Hospital 阪大病院ニュース 第15・22～23
号、The News of Engineerinng Vol.29、阪大ニューズレ
ター No.34、大阪大学大学院国際公共政策研究科
（OSIPP）「魅力ある大学教育」イニシアティブ国際シン
ポジウム、懐徳堂の印章、懐徳堂センター報1007、懐
徳堂「左九羅帖」、懐徳堂印－中井竹山編－、大阪大
学白書 1993、大阪大学における教育課程の改革
（第二次まとめ）、大阪大学改革の報告（中間まとめ）、
大阪大学21世紀ビジョン（中間報告書）、大阪大学「21
世紀ドリーム・プラン」、大阪大学 地域に生き世界に伸
びる 1996・1999、大阪大学文学部50年の歩み、大阪
大学薬学部15周年記念誌、大阪大学薬学部新築落成
記念誌、1999大阪大学薬学部創立50周年記念 写真
でみる大阪大学薬学部の半世紀、大阪大学基礎工学
部研究業績目録 第1～3巻、自然のしくみと人間の知
恵－明日をひらくエンジニアリングサイエンス－、大阪
大学レーザー核融合研究センター20年史 飛翔、大阪
大学看護教育七十年史、大阪大学看護教育百年史

大阪市公文書館
大阪市公文書館研究紀要 №18、大阪市公文書館年
報 第18号
広島市公文書館
広島市公文書館紀要 第6・14・19～21・24号
松本市文書館
松本市史研究 第2～8・10～16号、松本市文書館だよ
り 第25号、松本市文書館史料目録 第1～4集、松本
市文書館史料 第1～3集、松本市史歴史編近世部門
調査報告書 第1～5集
尼崎市立地域研究史料館
地域史研究－尼崎市史研究紀要－ 創刊号～第103
号、図説尼崎の歴史 上・下巻
下関文書館

大阪大学学生部学務課

郷土資料目録 6～13、資料叢書 6～21・23～27・30
～31

平成15年度以降実施に向けた共通教育カリキュラム改
革案、大阪大学における学生生活の充実につい
て－SPS（Student personnel Services)向上ワーキング報
告－

北谷町公文書館
公文書館資料にみる北谷のあゆみ

大阪大学附属図書館

大阪大学総務部総務課

名古屋大学大学文書資料室保存資料目録 第5集
2002年度受け入れ資料

大学改革の基本方針（その1）大阪大学改革準備調査
委員会報告、大学改革の基本方針（その2）－研究・教
育組織の改革－大阪大学改革準備調査委員会報告、
大学改革の基本方針（その3）－管理・運営組織の改
革－大阪大学改革準備調査委員会報告、大阪大学に
おける教育課程の改革（第二次まとめ）、大阪大学改革
の報告（中間まとめ）、大阪大学21世紀ビジョン（中間報
告書）、大阪大学「21世紀ドリーム・プラン」、教育・研究
体制の将来計画について（答申）

大阪大学大学院工学研究科
工学研究科資料室所蔵目録
大阪大学大学院国際公共政策研究科
OSIPP NEWS LETTER No.1～31・40～41
大阪大学総合学術博物館

大阪大学総務部企画推進課

大阪大学総合学術博物館第5回企画展「公開シンポジ
ウムマチカネワニのいた時代」、「見る科学」の歴史 懐
徳堂・中井覆軒から超高圧電子顕微鏡まで

大阪大学環境報告書 地域に生き世界に伸びる
2006、DMA News-Letter Vol.9、新聞記事に見る阪大ト
ピックス №25～28、Bulletin(大阪大学大学院文学研
究科・文学部 交流センター室報）48～52、キャンパス
ライフ 2005、懐徳堂センター報 2004、大阪大学図書
館報 Vol.37No.4～Vol.38No.4、共通教育だより
No.28～29、大阪大学大学教育実践センターニューズ
レター No.6～9・12、環境安全ニュース No.24～25、
DMA News-Letter Vol.1～5・8、阪大接合研ニュースレ
ター No.10～13・16、産研ニュースレター No.23～24・
26・28、Seven Stars of ILE No.233～239・241～244・
249～256、言文だより NEWSLETTER No.21～23、大
阪大学大学院言語文化研究科 要覧 2005、平成17
年度 大阪大学社会経済研究所 要覧、全国共同利
用 大阪大学接合科学研究所 2005、全国共同利用
大阪大学接合科学研究所 2006、平成18年 大阪大
学産業科学研究所要覧、第２回 京都大学・大阪大学
合同イベント「夢さがしをしている君へ－学生の夢をつ
むぐ大学」報告集、大阪大学大学院工学研究科・工学
部要覧 2006、大阪大学 案内 2002・2004・2006、
ANNUAL REPORT OF OSAKA UNIVERSITY Vol.1～
6、大阪大学低温センターだより No.127～131・133～
134、OUSSEP 2005-2006 CALENDAR、News Letter
大阪大学接合科学研究所スマートプロセス研究セン
ター、大阪大学埋蔵文化財調査委員会ニュース 第4

大西愛（大阪大学出版会）
慶應義塾福沢研究センター通信 第3号、名古屋大学
大学文書資料室紀要 第14号、名古屋大学大学文書
資料室(パンフレット）、名古屋大学大学文書資料室保
存資料目録 第6集、名古屋大学大学史資料室ニュー
ス 第11～12号、名古屋大学大学文書資料室ニュース
第20号、資料室便り（関西学院学院史資料室） №9、
立命館百年史紀要 第12号、大阪市公文書館研究紀
要 No.16、桃山学院年史紀要 第24～25号、桃山学
院の歴史 2005・2006、成蹊学園史料館年報 2005年
度、関西学院史紀要 第12号、大学史紀要（明治大
学） 第8・10号、徳富蘇峰と熊本バンド－Neesim
Room 第26回企画展－、半世紀 学習院女子短期大
学史 通史・資料編、全国大学史史料協議会西日本部
会会報 第15・17～18号、学報 Kobe College Bulletin
No.139、大学アーカイヴズ No.32、明治大学史資料セ
ンター事務室報告 第25～27集、第15回明治大学小
史展 草創期明治法律学校を支えて人々、黄誌 第2
号
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業務日誌（抄） （2006年7月～2007年6月）

・12月23日 菅、神戸出張。科学研究費「大学所蔵
の歴史的公文書の評価・選別についての基礎的研
究」（研究代表者・西山伸京都大学大学文書館助
教授）2006年度第2回研究会（神戸大学瀧川記念学
術交流会館）に出席。

2006年
・7月1日 大阪大学文書館設置準備室設置要項施
行。阿部武司教授が室長に就任。
・10月1日 菅真城講師、田村綾事務補佐員着任。
・10月2日 附属図書館所蔵「大阪大学五十年史資
料」の整理作業に着手。

2007年

・10月5～6日 菅、奈良出張。全国歴史資料保存利
用機関連絡協議会関東部会第239回月例研究会・全
国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会第85
回例会・アート・ドキュメンテーション学会第37
回見学会・記録管理学会第116回例会（奈良県立図
書情報館）に出席。

・1月19日 平尾泰男東京大学名誉教授のビデオ撮
影。菅、京都出張。「湯川秀樹・朝永振一郎生誕
百年記念展」「一中・三高・京大－二人が学んだ
学校－」及び京都大学大学文書館を視察。
・1月25日 菅、全国歴史資料保存利用機関連絡協
議会資料保存研修会・近畿部会第87回研究例会
「劣化する戦後写真－地域資料としての行政所蔵
写真の危機－」（尼崎市総合文化センター）に出
席。

・10月12～14 阿部室長、菅、広島出張。全国大学
史資料協議会2006年度総会ならびに全国研究会
（広島大学・呉市海事歴史科学館）に出席。
・10月15～16日 菅、広島出張。広島大学文書館と
事務打ち合わせ。

・2月2日 芝哲夫名誉教授（理学部）のビデオ撮
影。菅、工学研究科大梶総務課長・吉村助教授・
若本助教授と同研究科資料室所蔵資料の保管方法
について協議。

・10月28～30日 菅、広島出張。広島大学文書館と
事務打ち合わせ。
・11月1日 辻義浩事務補佐員着任。

・2月7日 阿部室長・菅、大阪高等学校同窓会事務
所を訪問し、大高資料の概要を確認。

・11月13日 阿部室長・菅、総合学術博物館長室に
おいて、旧制浪速高等学校同窓会の池口金太郎会
長ほか役員と会談。

・2月15日 金森順次郎名誉教授（理学部・総長）
のビデオ撮影。

・11月20日 阿部室長・菅、総合学術博物館長室に
おいて旧制大阪高等学校同窓会長村田義人氏と会
談。

・2月27日～3月1日 菅、東京出張。国立国会図書
館で資料調査。

・11月24日 岡田大士氏（政策研究大学院大学）来
室。

・3月5～7日 菅、北海道出張。北海道大学大学文
書館・小樽商科大学百年史編纂室・北海道立開拓
記念館を視察。

・11月30日 第12回文書館（仮称）設置検討ワーキ
ングを開催。

・3月15～16日 菅、仙台出張。東北大学史料館・
宮城県公文書館を視察。

・12月5日 菅、全国大学史資料協議会西日本部会
2006年度第4回研究会（朝日新聞大阪本社、くすり
の道修町資料館）に出席。

・3月24日 菅、京都出張。科学研究費「大学所蔵
の歴史的公文書の評価・選別についての基礎的研
究」（研究代表者・西山伸京都大学大学文書館助
教授）2006年度第3回研究会（京大会館）に出席。

・12月7～8日 故作道洋太郎名誉教授（経済学部）
夫人より蔵書を受贈。

・4月21～22日 菅、東京出張。日本アーカイブズ
学会2008年度大会（学習院大学）に出席。自由論
題研究発表会において「大学の『自己点検・評
価』・『教育研究』活動と大学アーカイブズ」を

・12月11～13日 菅、東京出張。総合学術博物館の
展示用レプリカ作成のため、国立公文書館で資料
調査、複写申請。
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・5月28日 文書館設置準備室のウェブサイトを開
設（http://www.osaka-u.ac.jp/jp/facilities/
archives/top.html）。

口頭発表。
・5月10日 東北大学史料館より、赤堀四郎（元総
長）、岡部金治郎（産研）、安井琢磨（社研）の
肖像写真について照会。

・5月30日 阿部室長・菅、全国大学史資料協議会
西日本部会2007年度総会・第１回研究会（関西大
学）に出席。

・5月11日 菅、ARMA International会長来日記
念セミナー「北米における記録管理の最新動向
（大阪商工会議所）に出席。

・6月18日 故高木修二名誉教授（基礎工学部）夫
人より大学改革関係資料を受贈。

大阪大学文書館設置準備室設置要項
（設置）
第１

大阪大学に、大阪大学の歴史に関する文書（法人文書を含む。以下同じ。）の収集、整理、保

存及び公開を目的とする文書館の設置準備を行うため、大阪大学文書館設置準備室（以下「準備室」
という。）を置く。
（業務）
第２

準備室は、次の各号に掲げる業務を行う。

一

大阪大学の歴史に関する文書の収集、整理及び保存に関すること。

二

大阪大学の歴史に関する文書の調査に関すること。

三

その他文書館の設置準備に必要な事項

（室長）
第３

準備室に、室長を置く。

２

室長は、本学の教員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

３

室長は、準備室の業務を統括する。

４

室長の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。

（専任教員等）
第４

準備室に専任教員として講師1 人を置く。

２

専任教員は、室長の命に従い、準備室の業務に従事する。

３

第1 項に定めるもののほか、準備室に、必要な職員を置くことができる。

（事務）
第５

準備室に関する事務は、事務局関係部課及び関係部局事務部の協力を得て、総務部企画推進課

で行う。
（雑則）
第６

この要項に定めるもののほか、準備室に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附

則

この要項は、平成18 年7 月1 日から施行する。
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主な受贈資料
作道洋太郎蔵書
故作道洋太郎名誉教授（経済学部）
の蔵書を令夫人愛子氏から、2006年11
月に蔵書6875冊を寄贈していただきま
した。
作道先生のご専門は経済史・経営史
で、大阪の経済史・経営史に関する一
大コレクションです。大阪大学附属図
書館で所蔵していないものも多く、
「地域に生き」るをモットーにする大
阪大学にとって貴重な資料として受け
入れました。

高木修二関係文書
故高木修二名誉教授（基礎工学部）
の大学紛争期の大学改革に関する資料
を、2007年6月に令夫人町氏から寄贈
していただきました。ファイル５冊、
文書数243点です。
この文書は、「大学改革推進委員
会」「大学改革の基本方針検討小委員
会」の記録を中心とします。この両委
員会の議事録は事務局では保管されて
おらず、今後大阪大学史を調査研究す
るうえで、貴重な資料です。

文書館設置準備室からのお願い
文書館設置準備室では、大阪大学（旧制の大阪帝国大学・大阪医科大学・大阪工業大学・大阪
高等学校・浪速高等学校・大阪薬学専門学校を含みます）に関する様々な資料を収集していま
す。広報誌などの学内刊行物、時間割、講義ノート、文書資料、学生運動関係等のビラ、写真
（アルバム）、記念品など、大阪大学の歴史に関する資料がございましたら、文書館設置準備室
にご寄贈もしくは貸与いただけますよう、お願い申し上げます。
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大阪大学文書館設置準備室員名簿
室

長

講 師
事務補佐員

阿部武司
（経済学研究科教授）
菅 真城
田村 綾
辻 義浩

大阪大学文書館設置準備室だより 第1号
発行日

2007年9月30日
第1版発行
2007年10月15日 第2版発行
編集発行 大阪大学文書館設置準備室
〒560-0043
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大阪大学サイバーメディアセンター気付
Tel.（06）6850-6269
Fax.（06）6850-6274
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12

