2019（令和元）年
東京大学文書館活動報告書
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東京大学文書館紀要 第38号（2020. 3）

◆活動報告（2019 年 1 月～ 12 月）
1．組織、構成員
1-1．組織
法人文書部門
文書館

歴史資料部門
デジタルアーカイブ部門

1-2．文書館構成員一覧（2019 年 12 月現在）
佐藤 健二（館長）
中嶋 康博（副館長）
森本 祥子（准教授）
秋山 淳子（特任助教）
宮本 隆史（特任助教）
逢坂裕紀子（特任研究員）
千代田裕子（特任研究員）
小根山美鈴（学術支援職員）
星野 厚子（学術支援職員）
村上こずえ（事務員）

1-3．文書館運営委員会構成員一覧（2019 年 12 月現在）
佐藤 健二（文書館館長・大学執行役・副学長）
中嶋 康博（文書館副館長・農学生命科学研究科教授）
五百旗頭薫（法学政治学研究科教授）
大江 和彦（健康と医学の博物館館長・医学系研究科教授）
加藤 耕一（工学系研究科教授）
鈴木 淳（人文社会系研究科教授）
岡本 拓司（総合文化研究科教授）
小国 喜弘（教育学研究科教授）
吉見 俊哉（情報学環教授）
平島 健司（社会科学研究所教授）
野田 浩司（宇宙線研究所准教授）
諏訪 元（総合研究博物館館長・同教授）
古城 佳子（総合図書館副館長・総合文化研究科教授）
味埜 俊（柏図書館館長・新領域創成科学研究科教授）
玉造 潤史（情報システム本部・理学系研究科准教授）
森本 祥子（文書館准教授）
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1-4.

施設・設備・環境

1-4-1.

施設・設備
本郷本館

柏分館

所在地

本郷キャンパス
医学部 1 号館
S109・S110・SC105・SC210

収蔵室

２室（59㎡）

柏キャンパス
総合研究棟
609・620・653・659・661･663・
669・671
７室（約 570㎡）

閲覧室

１室（４席）
開架書棚あり

１室（２席）
開架書棚あり

執務室

１室（職員４名）

収蔵棚

固定式書架

ドライキャビネット

―

１室（職員４名）
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）

写真撮影台

―

１台（閲覧室）

複写機

１台（執務室）

１台（執務室）

ブックスキャナー

１台（閲覧室）

１台（執務室）

1-4-2.

エリア内環境
本郷
S109・SC105

柏
609・620・653・659・661・663・669・671

床

ビニール

カーペット

蛍光灯

美術・博物館用蛍光灯

LED
（669 は昼白色蛍光管）

窓（対策）

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）

空調
（エアコン）
データロガー

２台

10 台

除湿機

―

10 台

消火器

２台

４台

清掃

業者による定期的清掃、書架清掃

防虫・防カビ
対策

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
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1-5.

会議

令和元年度

第 1 回文書館運営委員会

日時： 2019 年 6 月 27 日 10:30 ～ 12:00
場所： 安田講堂 2 階 大会議室
議事：（1）文書館運営体制について
		
（2）令和元年度活動計画
		
（3）令和元年度予算計画
		
（4）文書館人事について

令和元年度

第 2 回文書館運営委員会

日時： 2019 年 11 月 27 日
場所： メール審議
議事：（1）
「部局経費を財源とした承継教員の採用承認制度」の利用の是非
		
（2）助教人事について

令和元年度

第 3 回文書館運営委員会

日時： 2020 年 1 月 6 日 13:30 ～ 14:30
場所： 安田講堂 2 階 大会議室
議事：（1）教員の採用について
		
（2）活動計画

2．業務・活動
2-1.
2-1-1.

資料の受入・整理・公開
資料の受入

（1）大学法人文書（特定歴史公文書等）
2019 年度移管分：323 点
（2）歴史資料等：16 件（資料群）
◦ 矢内原忠雄関係資料（追加寄贈資料）
◦ 小関敏彦関係資料（ファイルに綴じられた資料）
◦ 土壌圏科学研究室旧蔵資料（地形図等）
◦ 旧職員寄贈資料 1（定年退職時表彰状、学内刊行物ほか）
◦ 東京大学スキー山岳部関係資料（記録映像、刊行物）
◦ 東京大学卒業アルバム（昭和 44 年）
◦ 平石氏人関係資料（卒業証書等）
◦ 山本義隆関係資料（東大闘争資料）
◦ 平野浩之関係資料（日記）
◦ 東京大学赤門合氣道倶楽部関係資料（映像記録 VHS、写真アルバム CD、刊行物）
◦ 酒井隆吉関係資料（卒業証書・写真帖、記念章）
◦ 駒場寮関係資料（寮籍票）
◦ 渡辺貞幸関係資料（ビラ）
◦ 東京大学赤門合氣道倶楽部関係資料（映像記録 DVD）
◦ 川口平一郎関係資料（講義ノートほか）
◦ 経済部卒業写真帳（昭和 2 年 3 月）
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2-1-2.

資料公開

（1）大学法人文書（特定歴史公文書等） 129 件
事務
S0049
S0058
S0075
S0109
S0110
S0111
S0112
S0383
S0403
S0404
S0405
S0406
S0407
S0408
S0415
S0416
S0417
S0419
S0420
S0421
S0434
S0441
S0446
S0447
S0450
S0451
S0452
S0456
S0458
S0459
S0469
S0470
S0471
S0481
S0482
S0483
S0484

厚生課旧蔵資料
海外出張調査調書
学生支援課移管資料
学生部学生課旧蔵ファイル
学生部学生課教養掛撮影写真
厚生課学生生活掛資料
経理部長業務資料
柏キャンパス一般公開
東日本大震災関係
アジア生物資源環境研究センター
運営委員会
向岡記碑寄贈
公共政策学教育部専門職学位課程
入学試験問題
明治新聞雑誌文庫運営委員会
法学政治学研究科 入学試験問題
総長室総括委員会
科学技術研究調査回答
研究活動等状況調査回答
学術研究懇談会（RU11）
寄付講座・寄付研究部門の設置等
報告
国立大学法人に係る寄附の実績等
に関する調査回答
環境安全本部 防火・防災関連会議
資料
定員削減
環境安全本部ホームページ 事故
災害報告事例一覧
留学生教育センター 運営委員会
外国人留学生支援基金運営委員会
生協との経費負担申し合わせ
女性研究者支援モデルプラン
知の共創プラットフォーム
長期借入金関係
伊藤国際学術研究センター イベン
ト関係
学生表彰関係
教職員研修関係
職員採用試験
部局横断型教育プログラム
入学式
卒業式
教職員定員関係

S0485 教育企画室 打ち合わせ資料
S0486 教育企画室 進学振分け制度検討
WG
S0487 障害者雇用関係
S0488 グレーター東大塾関係
S0491「東大の研究室をのぞいてみよう！」
プログラム関係
S0492 団体交渉関係資料
S0493 保健・健康推進本部 内規・細則・
申し合わせ ( 制定・改正 ) 関係
S0494 学生相談連絡会議
S0495 学生相談所関係規則
S0500 UTNET（東京大学情報ネットワー
クシステム）
S0504 留学生担当者連絡会
S0507 東日本大震災に関する部局対応状
況調査
S0511 教育企画室 質向上ワーキンググ
ループ
S0512 教 育 企 画 室 教 育 の 国 際 化 推 進
ワーキンググループ
S0515 グローバルリーダー育成構想
S0516 国立大学学生関係部長・課長会議
S0517 大学評価体制
S0518 IR 懇談会
S0519 環境安全本部年報
S0520 政府調達契約一覧
S0521 フューチャーセンター推進機構
S0522 施設実態報告
S0525 職務発明認定書
S0526 リサーチ・アドミニストレーター
を育成・確保するシステムの整備
全学センター
S0414 低温センター 専門委員会
S0422 東京大学総合研究博物館小石川分
館関係
S0423 東京大学総合研究博物館規則類
S0424 学術資料問題連絡会
S0425 東京大学総合研究博物館運営委員会
S0426 東京大学総合研究資料館将来計画
委員会
S0432 全国共同利用情報基盤センター セ
ンター長会議・事務（課）長会議
S0440 浅野地区管理委員会
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S0509 演習林運営委員会
S0510 危機管理連絡会
S0523 理学系研究科・理学部 各種委員
会名簿
S0524 理学系研究科・理学部 規則改正

S0513 アイソトープ総合センター協議会
議事録
S0514 科学技術庁立入検査
大学院・学部
S0409 農学部・農学生命科学研究科 予算
関係報告綴
S0429 教養学部学友会 （大学事務及び教
員評議会関係）
S0430 総合文化研究科・教養学部 東日
本大震災対応
S0431 駒場祭
S0433 農学部・農学生命科学研究科 国際
交流協定
S0439 薬学系研究科 授業時間割・授業
概要一覧
S0442 薬学系研究科・薬学部 ヒトを対
象とする研究倫理審査委員会
S0443 数理科学研究科 入試問題
S0444 薬学系研究科・薬学部 委員会関係
S0445 教育学部・教育学研究科 学務委
員会
S0453 東大紛争関係写真
S0454 経済学部 図書委員会
S0460 国際工学教育推進機構センター長
会議
S0461 情報理工学系研究科 入試委員会
S0462 グローバル 30 プログラム代表者会議
S0463 工学部・情報理工学系研究科 大
学院関係資料・諸調査
S0476 理学系研究科・理学部 男女共同
参画委員会
S0478 理学部 授業関係
S0479 工学系研究科・工学部 運営会議
資料
S0489 研究教育改善室会議
S0490 企画室会議
S0496 工学部化学生命系 運営会議
S0497 日韓遠隔交換講義検討ワーキング
グループ
S0498 情報学環・学際情報学府 学務系
規則
S0501 情報委員会等関係
S0502 情報学環・学際情報学府 入試問題
S0503 総合文化研究科図書委員会・駒場
図書館運営委員会 議事録
S0505 三鷹国際学生宿舎院生会
S0508 農学生命科学研究科 技術職員業
務運営・組織検討委員会

附置研究所
S0212 委員会名簿
S0213 柏キャンパス新営関係
S0214 物性研究所規則改正関係
S0378 医科学研究所倫理審査
S0413 先端科学技術研究センター 国際
交流協定
S0418 社会科学研究所 社会調査・デー
タアーカイブ研究センター運営委
員会
S0427 社会科学研究所 所内予算
S0428 社会科学研究所 客員研究員 客員研
修員届書
S0435 東洋文化研究所附属東洋学研究情
報センター運営委員会
S0436 東洋文化研究所 研究企画委員会
S0437『東洋文化研究所の 50 年』編纂資料
S0438 東洋文化研究所附属東洋学研究情
報センター委員会
S0448 東洋文化研究所附属東洋学研究情
報センター 共同利用・共同研究
拠点事業
S0449 全国文献・情報センター長会議・
セミナー
S0464 生産技術研究所 教育・学務委員会
S0465 生産技術研究所 ユーティリティ
委員会
S0475 先端科学技術研究センター 教授
総会議事録
S0477 生産技術研究所 技術部連絡会
S0480 生 産 技 術 研 究 所 次 世 代 育 成 オ
フィス
S0499 生産技術研究所 社会人新能力構
築支援（NExT）プログラム
S0506 社会科学研究所 東日本大震災対応
附属図書館
S0455 柏図書館運営委員会
S0466 附属図書館運営委員会
S0467 附属図書館 規則 制定・改正関
係綴
S0468 附属図書館 東日本大震災関連資料
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（2）歴史資料等

17 件

学生資料
F0243 松木脩司関係資料

F0246 ジェームズ・メイン・ディクソン
勲記
関連団体資料
F0245 東京大学スキー山岳部関係資料

職員資料
F0190 全学会議配布資料（広報室長保存
分）

その他
F0242 昭和二十五年度新制第一学年入学
者選抜要項
F0250 理学部植物学教室関係資料
F0254 史料編纂所旧蔵資料
F0255 大内兵衛処分問題・河合榮治郎事
件関係資料

教員資料
F0046 大石嘉一郎関係資料
F0123 羽田正関係資料
F0188 教育学部長室資料
F0189 岡津守彦教育学部長関係資料
F0228 最首悟関係資料

2-1-3.

資料閲覧・レファレンス

（1）事務利用（2019 年 1 月～ 12 月末） 11 件
（2）一般利用（同上） 104 件
（3）レファレンス 78 件

2-2.

視察・見学受入

5 月 25 日
8 月 23 日
9 月 26 日
10 月 2 日
12 月 10 日

2-3.
2-3-1.

記録管理学会の 一環として収蔵庫見学（40 名）（柏）
政策研究大学院大学の視察（3 名）（本郷）
アデレイド大学大学院生の書庫見学（１名）（本郷）
アリゾナ州立大学図書館教員の視察（2 名）（本郷）
国立台湾大学図書館館長他の視察（5 名）（本郷）

展示関係
展示会、関連企画の実施

東京大学附属図書館第 13 回柏図書館企画展示
タイトル：記録でよみとく「東大紛争」
会期：2019 年 4 月 15 日（月）～ 9 月 10 日（火）
会場：東京大学附属図書館柏図書館
展示資料：
◦東大当局の告示等（1）（F0164/04）
◦〔東大紛争関係負傷者治療記録、報告、メモ類〕（S0108/0001）
◦「1969 年 1 月 10 日の七学部団交 ( 七学部集会 ) における確認書」コピー製本（F0014/
SF1/0004）
◦学内紛争状況 昭 43.12 〜 44.2（S0308/SS001/001）
◦東大紛争回想会議 7（テープ録音文字起こし原稿）（F0014/SF1/0021）
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◦工学部「討議資料」（刊行物）
◦「改革フォーラム」（刊行物）
◦東大紛争写真 2（F0102/0001）
◦東大紛争関係写真（S0453）
◦東大紛争写真集 安田講堂の攻防戦とその前後（S0087/0008）
東京大学ホームカミングデイ
タイトル：東京大学とスポーツ
会期：2019 年 10 月 19 日（土）
会場：東京大学安田講堂 4 階回廊
来場者：305 名
展示資料：
◦生徒健康ノ為メ校内ニ運動場取設ケ伺済ニ付至急取掛様ノ件（S0001/Mo001/0073）
◦学生々徒競技運動会ノ儀二付通知（S0001/Mo082/0091）
◦銀製カップ（F0138）
◦東京帝国大学運動会創設に関する渡辺洪基事跡メモ（F0002/262）
◦検印録 下巻 昭和三年 （S0007/23）
◦東京帝国大学陸上大運動会プログラム（F0053/S5/02・03）
◦水泳部：御浜絵はがき（F0217/S2/SS3/SSS3/108）
◦法学部 S3 卒業アルバム
◦『運動会報』2 ～ 4 号（刊行物）
◦東京帝国大学プールの給水並に循環装置に就て（F0004/B/12/58）
◦〔第二十回東京帝国大学運動会馬術部、東京海軍乗馬会馬術競技大会資料 : 昭和九年
八月十九日〕第 20 回学内大会記録（F0100/0001）
◦〔 第二十三回東京帝国大学運動会馬術部、東京海軍乗馬会馬術競技大会資料 : 昭和
十二年八月十五日〕（F0100/0003）
◦スキー山岳部 ビデオ
◦ 1932 年オリムピツク凱旋記念記章、1936 年ベルリンオリンピック日本代表歓迎記念
徽章（F0217/S5/SS2/522・523）
◦東大新聞 復刊 304 号 1964/10/12（刊行物）
東京大学柏キャンパス一般公開
タイトル：知の蔵、文書館／ BUNSHOKAN です！
企画：展示「つながりの中の東大紛争」
収蔵庫見学「文書館ってどんなとこ？」
会期：2019 年 10 月 25 日（金）～ 26 日（土）
会場：東京大学文書館柏分館
来場者：110 名
展示資料：
◦学生運動ヘルメット（S0075/0030 〜 0032）
◦「七学部代表団との確認書」の解説（F0013/S3/184）
◦〔東大紛争関係負傷者治療記録、報告、メモ類〕（S0108/0001）
◦改革フォーラム（刊行物）
◦東大紛争写真 2・4（F0102/0001・0002）
◦東大紛争写真集 安田講堂の攻防戦とその前後（S0087/0008）
◦昭和 44 年 1 月 10 日「七学部集会」速記録［6］（S0032/SS09/0108）
◦紛 争 日 誌（ そ の 1 〜 4） 自 昭 和 43 年 3 月 12 日 至 昭 和 44 年 3 月 26 日（S0032/
SS09/0122・0125）
◦学内紛争状況 昭 43.12~44.2（S0308/SS001/001）

－7－
− 70 −

活動報告（2019 年１月〜 2019 年 12 月末）

◦ 44.1.10 全学集会オリジナル（未編集）（オープンリール）（F0112/0001）
◦学生の東大闘争から労働者の東大闘争へ（F0228/S01/0003）
◦海外出張者アンケートに対する報告（S0039/SS02/0028）
◦東京第一大学区開成学校開業式之図（F0239）
◦教育勅語（菊花紋章入り収納箱）・教育勅語（S0046/01・02）
◦〔恩賜の銀時計 阿久津國造〕（F0132）
◦日記 赤門 大正十年（S0036/0179）
◦諸方往復 明治二十二年（S0026/SS1/0279,0280）
◦〔講義ノート〕（F0045/0006）
◦石川動物学教科書 上巻（F0113/02）
◦職員進退録 明治 36 年 2 冊の内（甲）（S0018/SS01/0035）
東京大学健康と医学の博物館展示
会期：〔第一回〕2019 年 4 月 18 日（木）～ 2019 年 9 月 27 日（金）
〔第二回〕2019 年 10 月 2 日（水）〜 2020 年 2 月 27 日（木）
会場：東京大学健康と医学の博物館
展示資料：
第一回展示：
タイトル：日本近代医学のあけぼの
◦本校医学校合併ノ件（S0001/Mo019/0039）
◦東京大学医学部一覧 明治 10 年（刊行物）
◦外国教師一切之件 明治 9 年（中）（S0018/SS03/0001）
◦ Physiologie I Heft（F0068/0008）
◦ Physiologie Ⅱ Heft（F0068/0009）
◦海外留学生関係書類 明治 17、18 年（S0008/SS02/02）
◦〔医科大学医学科卒業証書〕
（F0033/02）
第二回展示：
タイトル：外国人教師ベルツとスクリバの活躍
◦ MEMORO DE AMIKECO 1920-1924〔医学部卒業記念写真帖〕大正 13 年度（F0025/
S01/0023）
◦岩倉右大臣京都ニ於テ診察料ベルツヘ下賜ノ件（S0001/Mo074/0129）
◦〔写真〕 明治二十四年十月濃尾震災実景（F0227/SF01/0071）
◦ The Great Earthquake of Japan, 1891（地震研究所図書館蔵）
◦道庁府県往復 自明治二十二年至明治二十六年（S0003/09）
◦祝辞式辞 自明治三十三年 至昭和八年（S0010/SS03/12）
◦医学部卒業記念写真帖（F0025/S01/0003・0005・0023）
◦銅像回収関係（S0019/14）

2-4.

教育・研修事業

2019 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：8 月 19 日～ 8 月 30 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

2-5.

学内連携事業

◦「東京大学デジタルアーカイブズ構築事業」（2018 年度・2019 年度）
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◦「150 年史編纂における『学術資源としての大学の公共的価値創造』拠点形成」平成 29・
30 年度総長裁量経費（東京大学百五十年史編纂室）
◦「2019 年度東京大学文書管理説明会」（総務部総務課共催）2019 年 1 月 28 日

2-6.
2-6-1.

出版活動（広報活動）
紀要

『東京大学文書館紀要』第 37 号、2019 年 3 月

2-6-2.

文書館ニュース

『東京大学文書館ニュース』第 62 号、2019 年 3 月
『東京大学文書館ニュース』第 63 号、2019 年 9 月
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