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本郷キャンパス
医学部 1号館
S109・S110・SC105・SC210

柏キャンパス
総合研究棟
609・620・653・659・661･663・
671

2 室（59㎡） 6室（約 500㎡）
1室（4席）開架書棚あり 1室（8席）開架書棚あり
1室（職員 3名） 2室（職員 4名）

固定式書架
固定式書架
新聞専用書架（4台）
マップキャビネット（2台）

― 2台（低湿用）
1台（閲覧室） ―
― 1台（閲覧室）
1台（執務室） 1台（執務室）
1台（閲覧室） 1台（執務室）

ビニール カーペット
美術・博物館用蛍光灯 LED

あり
ブラインド閉

あり
ブラインド・暗幕閉

（671 は消防隊進入口のため措置なし）
あり（換気扇あり）

＊稼働時の設定は 25℃（ドライ）
1台 1台 3台 1台 各 1台

― 4台 ― 各１台
二酸化炭素消火器　各 1台 2台

業者による定期的清掃・学内環境整備チームによる書架清掃
害虫トラップ設置・モニタリングによる IPM
「モルデナイベ」等使用による殺虫

活動報告（2017 年 1 月～ 2017 年 12 月末）
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　日時：2017 年 4 月 24 日　11 : 00 ～ 12 : 00
　場所：安田講堂２階　大会議室
　議事： （1） 平成 28 年度第 1回運営委員会議事要旨確定
 （2） 文書館人事について
 （3） 全学センター化計画について
 （4） 『東京大学文書館紀要』投稿論考等の査読について

（1）特定歴史公文書等
　• 2016 年度移管分：347 点
　• 2015 年度移管分：682 点（『東京大学文書館紀要』第 35 号における記述の修正）
（2）歴史資料等：12 件（資料群）
　•脇水鉄五郎、塩入松三郎、高井康雄関係資料（写真、図面等）
　•神前凞関係資料（第二工学部関係の合格証書、学位記、辞令等）
　•南原繁関係資料（英文書簡のコピー、短冊、色紙、冊子、葉書等）
　•最首悟関係資料（大学闘争関係の紙資料）
　•法学部教員談話室旧蔵資料（法研日直日誌、法研封鎖時記録、ビラ等）
　•田部芳関係資料（明治 27（1894）年の春季端艇競漕特別観覧券）
　•高久近信関係資料（講義ノート）
　•高橋信孝関係資料（卒業証書、学位記、賞状等）
　•菊地大麓関係資料（講義ノート他）
　•史料室アルバム（卒業アルバム他）

（1）特定歴史公文書等：110 件

機構等
　S0104 史料の保存に関する委員会
　S0105 大学史史料室関係資料

事務
　S0057 平成期科学研究費補助金関係資料
　S0200 内部監査
　S0201 オープンキャンパス
　S0202 ホームカミングデイ企画・実施
　S0203 キャンパス計画室会議
　S0207 国際学生宿舎管理
　S0208 入学料・授業料免除及び奨学金
　S0223 学生委員会
　S0236  空間情報科学研究センター　セン

ター会議
　S0237  空間情報科学研究センター　運営

委員会
　S0241 放射線安全委員会
　S0242 情報システム委員会
　S0265 本部共通施設運営委員会
　S0266 財務・会計関係規則
　S0289 外国人学生在籍状況調査
　S0290  全国国立大学等留学生センター長・

留学生課長等会議及び七大学会議
　S0307 担当官吏交替に伴う事務引継
　S0308 法規掛収集学内運動関係資料
　S0315  キャリアサポート関係イベント開催
　S0316 就職関係担当者連絡会議
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活動報告（2017 年 1 月～ 2017 年 12 月末）

　S0338 産学官連携戦略展開事業
　S0339 産学連携専門委員会

国際高等研究所
　S0235  サスティナビリティ学連携研究機

構　企画運営会議

全学センター
　S0204 放射線取扱者講習会
　S0205  アイソトープ総合センター　運営

委員会
　S0222 総合研究博物館運営委員会
　S0260 情報メディア教育専門委員会
　S0261 情報基盤センター諮問委員会
　S0262 東京大学調査室

大学院・学部
　S0224  教育学部・教育学研究科　教務委

員会
　S0225 教育学部・教育学研究科関係規則
　S0226  教育学部・教育学研究科学部改革・

運営関係
　S0231 文学部国際交流協定関係
　S0232 文学部規則制定改廃関係
　S0233  教育学部附属中等教育学校　教官

会議
　S0234  教育学部附属中等教育学校時間割表
　S0243 教育学部附属中等教育学校内規集
　S0247 工学系研究科総合研究機構運営
　S0248  工学系研究科・工学部　予算・決算
　S0249  工学系研究科・工学部　国際交流

委員会
　S0250  工学系研究科・工学部　教育問題

検討委員会
　S0251 歴代工学部長・研究科長懇談会
　S0252 工学部新 2号館竣工記念式典
　S0253  工学系研究科・工学部　広報室会議
　S0254  工学系研究科・工学部　情報シス

テム委員会
　S0255 工学系研究科・工学部　安全管理
　S0256 工学系研究科・工学部　学生支援
　S0257  情報理工学系研究科　スタッフ会議
　S0258 情報理工学系研究科　代議員会
　S0259  薬学系研究科・薬学部　教授会・

教授総会
　S0267  総合文化研究科・教養学部　実験

時における倫理審査
　S0268 総合文化研究科教育会議
　S0269 総合文化研究科・教養学部規則
　S0270 教養学部前期課程クラス編成

　S0271  総合文化研究科長・副研究科長選挙
　S0272  総合文化研究科・教養学部　委員会
　S0273  総合文化研究科・教養学部　国際

交流・留学生委員会
　S0274  総合文化研究科・教養学部　情報

基盤委員会
　S0275 駒場図書館運営委員会
　S0276 総合文化研究科・教養学部予算
　S0277 駒場地区衛生委員会
　S0278  総合文化研究科・教養学部　運営

諮問会議
　S0279  経済学研究科修士課程入学試験問

題集
　S0280 経済学研究科・経済学部　教授会
　S0281 医学系研究科・医学部　予算
　S0282 医学系研究科・医学部　内規関係
　S0283 医学部運営委員会
　S0284 医学系研究科　各種委員会
　S0285 医学部各種委員会
　S0286  医学系研究科・医学部　外部関連

団体関係
　S0287 医学部将来計画委員会
　S0288 医学系研究科・医学部　教授会
　S0291 理学系研究科・理学部　教授会
　S0292  理学系研究科・理学部　諮問委員会
　S0293  理学系研究科・理学部　教育推進

委員会
　S0294 環境安全研究センター　教員会議
　S0295 理学系研究科・理学部運営委員会
　S0297  理学系研究科・理学部　広報委員会
　S0298  理学系研究科・理学部　企画委員会
　S0299  理学系研究科・理学部　企画室会議
　S0300  理学系研究科・理学部　学術運営

委員会
　S0301 国立大学理学部長会議
　S0302  農学生命科学研究科・農学部　教

授会
　S0303  農学生命科学研究科・農学部　秘書
　S0304  アジア生物資源環境研究センター

教員会議
　S0305  生物生産工学研究センター　運営

委員会
　S0306  農学生命科学研究科・農学部　運

営諮問会議
　S0317 学際情報学府　教務委員会
　S0318  情報学環・学際情報学府　運営懇

談会
　S0319  情報学環・学際情報学府　総務委

員会
　S0320  情報学環・学際情報学府・社会情
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報研究所　客員研究員等期間一覧表
　S0328 数理科学研究科　実務委員会
　S0329  玉原国際セミナーハウス開所披露

記念式典
　S0330 駒場地区連絡会
　S0331 数理科学研究科　運営諮問会議
　S0332 農学生命科学研究科委員会

附置研究所
　S0206 東洋文化研究所　教授会
　S0209 生産技術研究所　教授総会
　S0210 生産技術研究所　常務委員会

　S0220 分子細胞生物学研究所　教授総会
　S0221  分子細胞生物学研究所　職員組合

関係
　S0227  先端科学技術研究センター　経営

戦略会議
　S0228  先端科学技術研究センター　協議会
　S0229  先端科学技術研究センター　参与会
　S0230  先端科学技術研究センター学内委員
　S0244  地震・火山科学共同利用・共同研究
　S0245 地震研究所　将来計画委員会
　S0246 地震研究所　企画運営会議

（2）歴史資料等　4件

学生資料
　F0224  岡本 太郎関係資料

職員資料
　F0225  旧職員寄贈資料　2
　F0226  神前凞関係資料

教員資料
　F0015 小堀巌関係資料

　（1）事務利用（2017 年 1月～ 12月末）　2件
　（2）一般利用（同上）　　 144 件
　（3）レファレンス（同上）　61 件

　2月 24 日  附属図書館研修プログラム「文書館柏分館の役割と実際を知ろう」の一環とし
て収蔵庫見学（柏）

　11 月 10 日  茨城県立水戸第一高等学校（14 名）、収蔵庫見学およびデジタルアーカイブと
歴史学との関係について模擬講義（本郷）

　12 月 4 日 名桜大学（1名）、視察のため来館（本郷）
　12 月 5 日 日比谷高校資料館（1名）、視察のため来館（本郷）
　12 月 20 日 北海学園大学（1名）、視察のため来館（柏）

　
　　タイトル：「東京大学文書館への招待」
　　会期： 2017 年 2 月 27 日（月）～ 4月 6日（木）
　　会場：東京大学附属図書館柏図書館
　　展示資料：
　　　•学士試験科目及び論文題目証明書（F0045/0002）
　　　•学生証（F0159/0002）
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　　　•東大ダンス講習会会員証（F0159/0003）
　　　•東京帝国大学大講堂平面図（S0042/0049）
　　　•東京大学本部及農学部構内建物配置図（S0042/0054） 

　
　　タイトル： 資料でみる東京大学 140 年の歴史
　　会期：2017 年 10 月 21 日（土）
　　会場：東京大学安田講堂 4階回廊
　　来場者：311 名 
　　展示資料：
　　　•大学南校　ドイツ語テキスト（F0146、F0215）
　　　•文部省往復　明治十年　甲（S0001/Mo0019）
　　　•文部省准允　明治十九年至明治二十年（S0006/0004）
　　　•渡辺洪基肖像画（F0002/310）
　　　•医科大学医学科卒業証書（F0033/02）
　　　•教育勅語（S0046）
　　　•背負子（S0047）
　　　•恩師の銀時計（F0132）
　　　•東京帝国大学　明治 33 年 4 月（F0025/ 史 A26）
　　　•本郷キャンパス航空写真（F0097）
　　　• 学生ノート：林政学・地政学（佐藤鋠五郎、F0029/10、11）、国法学（蝋山長治郎、
  F0032/13）、西洋現代史（村上兵助、F0041/02）、国際私法（中小左次、F0058/20）、

農業工学上野博士（谷口義治、F0116/S2/051、52）
　　　•五月祭・駒場祭プログラム（刊行物）
　　　•全共斗系ビラ（1）（F0164/01）
　　　•学生運動組織の概況（F0004/F/10）
　　　•「七学部代表団との確認書」の解説（F0013/S1/070、193）
　　　•昭和 44 年秩父宮ラグビー場での全学集会録音（F0012）
　　　•帝国大学五十年史（刊行物）
　　　•東京大学百年史（刊行物）

　
　　タイトル：知の蔵、文書館／BUNSHOKANです！
　　企画：展示「東京大学の歴史を知ろう」・収蔵庫見学「文書館ってどんなとこ？」 
　　会期： 2017 年 10 月 27 日（金）～ 28 日（土）
　　会場：東京大学文書館柏分館
　　来場者：184 名（27 日：99 名、28 日：85 名）
　　展示資料：
　　　•駒場農学校沿革略（S0026/SS6/0352）
　　　•前田家ト土地交換書類（S0040/0032）
　　　•第一高等学校引渡関係（S0040/0127）
　　　•東京帝国大学農学部便覧（刊行物）
　　　•柏キャンパスの大学院・研究所等刊行物（柏キャンパス関係、カブリ数物連携宇宙研
 究機構関係、宇宙線研究所関係、物性研究所関係、新領域創成科学研究科関係）
　　　•講義ノート（F0045/0006）
　　　•綜理へ宛てた学生の手紙（F0006）
　　　•学生証（F0159/0002）
　　　•東京帝国大学ネクタイピン（F0153/06）

活動報告（2017 年 1 月～ 2017 年 12 月末）
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福井県教育庁　常設展示「福井ゆかりの教育者」のため資料貸出
　期間：4月 15 日～ 5月 7日
　貸出資料：•（福井県尋常中学校生徒に対する訓示草稿） 渡邊洪基（F0002/143）
 • （帝国大学植物園にて福井尋常中学校生徒に対する演説）渡邊洪基

（F0002/61/23）
 • （帝国大学第一回卒業証書授与式式辞草稿）「我諸大臣及外国公使各位閣下 ニ

内外ノ紳士諸君 ...」（F0002/87）

東京大学総合研究博物館　展示「赤門－溶姫御殿から東京大学へ」のため資料貸出
　期間：3月 18 日（土）～ 5月 28 日（日）
　貸出資料：• 文部省往復　明治十八年分二冊ノ内甲号（S0001/Mo082）
 •日記　赤門　大正十年（S0036/0179）

国立歴史民俗博物館　企画展「「1968 年」－無数の問いの噴出の時代－」のため資料貸出
　期間：10 月 11 日（水）～ 12 月 10 日（日）
　貸出資料：• 解放連続シンポジウム『闘争と学問』 れんぞくシンポとは（F0218/S2/0058）
 •東大紛争 XIV（F0013/S1/014）

2016 年度学習院大学大学院アーカイブズ学専攻アーカイブズ実習受入
　　期間：7月 31 日～ 8月 4日、8月 21 日～ 8月 25 日
　　実習生：学習院大学大学院アーカイブズ学専攻アーカイブズ実習生 2名

　•  「基盤研究（A）矢内原忠雄学生問題研究所未発掘資料から見る 1950 年代の学生運動と若
者意識の分析」（研究代表者 吉見俊哉）科学研究費補助金、研究課題番号 25245058

　•  「研究成果公開促進費：1968 ～ 69 年の大学粉争に関する多層的コミュニケーション検証
アーカイブ」（研究代表者　吉見俊哉）科学研究費補助金

　•  ［編集協力］東京大学140周年記念事業実施委員会編『東京大学の140年』（2017年10月発行）

国立大学文書館等情報交換会
　•第 4回：9月 20 日（水）　学習院大学

　『東京大学史紀要』第 35 号、2017 年 3 月
　　　

　 『東京大学文書館ニュース』第 58 号、2017 年 3 月
　 『東京大学文書館ニュース』第 59 号、2017 年 9 月


