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二つの設置認可申請書

昭和24（1949）年５月31日、国立学校設置法公布・施行に伴い、旧制大阪大学は新制大阪大学となりまし
た。新制大学となるに当たっては、設置認可申請書が文部省に提出されました。写真左「大阪大学」が文部
省に提出されたもので、その後国立公文書館に移管されました。一方、写真右「新制大学設置申請綴」は大
阪大学に控えとして保管されていたものです。東京と大阪に分かれてそれぞれの役割を果たしてきたこの二
つの設置認可申請書は、国立公文書館所蔵資料展「国立公文書館が大阪大学にやってきた」において再び対
面したのでした。
（菅 真城）
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『大阪大学アーカイブズニューズレター』の発刊に寄せて
大阪大学アーカイブズ室長

阿部 武司

昨年10月１日に大阪大学箕面キャンパス管理棟内に大阪大学アーカイブズ（以下アーカイブズと略
記）が設置された。その前身の大阪大学文書館設置準備室は、半年に一度、ニューズレターである『大
阪大学文書館設置準備室だより』を刊行してきたが、同室のアーカイブズへの改組に伴い、昨年９月30
日刊行の第11号が終刊号となった。その後の半年間、アーカイブズは、以下でも述べるように、
「立ち
上げ」の準備に専念してきたが、本来の主な目的である大阪大学の公文書（法人文書）の受入れを行う
体制がようやく整ってきたため、
『大阪大学アーカイブズニューズレター』を新たに半年に１回発行す
ることにした。以前の『設置準備室だより』と同じく、アーカイブズの活動を学内外に広く伝え、さら
に、外部の専門家にも随時寄稿を依頼してアーカイブズの改善を図っていきたい。
設立後半年間におけるアーカイブズの主な目的は、いわゆる公文書管理法に基づく機関として内閣
総理大臣の指定を受けることであった。そのため、アーカイブズのスタッフ一同はまず、大阪大学から
認められた予算によって、指定に必要な書架等の設備を昨年内に整備した。年が明けてからは、内閣府
の事務方と緊密な連絡を取りつつ、２月半ばに東京で開催された公文書管理委員会に主要メンバーが
出席し、委員の方々にアーカイブズの概要と利用等規程案をご説明して、無事承認が得られた。同月末
にはさらに、内閣府および独立行政法人国立公文書館の事務担当の方々がアーカイブズの実地視察に
来られ、私どもの準備状況が、おおむね良好であるという評価をいただき、あわせてアーカイブズの今
後の在り方について多数の有益なご教示を賜った。以上すべての手続きを終えた結果、本年３月29日付
『官報』に、アーカイブズが内閣総理大臣からの指定を受けた旨が公示されることになった。
その間の２月22日から３月９日まで、国立公文書館の所蔵資料展「国立公文書館が大阪大学にやって
きた」が、大阪大学総合学術博物館待兼山修学館において総合学術博物館およびアーカイブズの共催で
予定通り実施された。公文書といえば、無味乾燥な書類を想い起こすことが多いのではないだろうか。
今回の展示をご覧になり、そうした認識を変えた方がおらられば幸いである。率直に言って公文書に対
する日本人の関心は決して高いとは言えず、今後アーカイブズも、展示などの活動を通じてその改善に
努めていく所存である。
アーカイブズは、本平成25年度からようやく、公文書管理法に基づく機関として活動できることに
なったが、それに伴い、文書館設置準備室時代から収集してきた大阪大学の歴史に関する資料の公開を
直ちに開始し、また、保存期間が満了した重要な法人文書を大阪大学の本部および諸部局から移管する
作業も始めることになる。このニューズレターが多くの人々の目に触れることによって、そうした活動
に対する理解が深まり、さらにアーカイブズを利用する方が増えてくれることを私どもは大いに期待
している。

「国立公文書館等」と「歴史資料等保有施設」
の内閣総理大臣指定
大阪大学アーカイブズ准教授

菅 真城

１．２つの指定
公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」と略記）第２条第３項第
２号および公文書等の管理に関する法律施行令（平成22年政令第250号。以下「施行令」と略記）第２
条第１項第３号の規定に基づき、平成25（2013）年４月１日付で大阪大学アーカイブズは「国立公文書
館等」として内閣総理大臣の指定を受けました。国立公文書館等とは、国立公文書館に類する機能を有
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する施設のことです。また、同日付で、大阪大学アーカイブズ大学史資料部門は、公文書管理法第２条
第５項第３号および施行令第５条第１項第４号に基づき、
「政令で定めるところにより、歴史的若しく
は文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理がされている」施設（以下「歴史資料等保有施
設」と略記）として内閣総理大臣の指定を受けました。では、この２つの施設はどこがどう違うのでしょ
う。
２．２つの指定の相違
２つの指定の相違について簡単にまとめたのが次の表です。
比較事項

国立公文書館等

歴史資料等保有施設

公文書管理法上の根拠

（法律）・第 2 条第 3 項
（政令）・第 2 条第 1 項

（法律）
・第 2 条第 4 項第 3 号・
第 2 条第 5 項第 3 号
（政令）・第 3 条第 1 項
・第 5 条第 1 項各号

保有する文書の種類

特定歴史公文書等（保存期間が 歴史的若しくは文化的な資料
満了した行政文書又は法人文 又は学術研究用の資料
書であって歴史資料として重
要なものを主とする）

公文書管理法の規制

対象

対象外

行政文書又は法人文書の移 可能
管

不可

寄贈・寄託の受け入れ

可能

可能

文書の保存義務

永久保存

なし

一般の利用

義務

義務

公文書管理法の利用請求権

対象

対象外

情報公開法の開示請求権

対象外

対象外

この表からわかるように、
「国立公文書館等」は、公文書管理法の規制の対象で、行政文書又は法人文
書の移管の受け入れが可能、受け入れた文書には永久保存の義務が課され、利用請求権の対象となりま
す。この中でも特に大きいのが、行政文書又は法人文書の移管の受け入れが可能になることです。これ
まで、大阪大学の法人文書の保存期間満了後の措置はすべて廃棄でしたが、３月31日付で改正された国
立大学法人大阪大学法人文書管理規程では、保存期間満了後の措置は、廃棄又はアーカイブズへの移管
のいずれかになりました。本学にとって歴史的文化的に重要な法人文書がアーカイブズへ移管され、整
理のうえ永久保存され、一般の利用に供されることになったのです。また、大学という教育研究機関の
特性に照らして、法人文書以外の歴史資料等は、
「歴史資料等保有施設」の指定を受けて対応すること
にしました。
なお、これまで「国立公文書館等」を有する大学は、東北大学、名古屋大学、京都大学、神戸大学、
広島大学、九州大学の６大学のみでしたが、これらの大学は公文書管理法施行と同時に「国立公文書館
等」の指定を受けました。大阪大学アーカイブズは、公文書管理法施行後に「国立公文書館等」の指定
を受けた最初の事例として全国から注目されています。
３．「国立公文書館等」指定の準備
「国立公文書館等」の指定を受けるためには、
「特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガ
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イドライン」
（平成23年４月１日内閣総理大臣決定、以下「ガイドライン」と略記）によって、文書を
永久保存するために、くん蒸、温湿度、照明、消火設備、清掃の徹底など、書庫の要件について厳しく
定められています。そのため、大阪大学アーカイブズでは、以下の対策を講じました。
【くん蒸】ガスくん蒸は行わない代わりに、業務用冷凍庫を購入し、冷凍処理により殺虫
【温湿度】温湿度データロガーと除湿器を購入、空調機は既存のものを利用
【照明】蛍光灯をLEDに交換、書庫の窓には遮光カーテンを整備、閲覧室の窓には紫外線カットフィル
ターを貼付
【消火設備】ガイドラインではイナージェンガス等による自動消火設備の設置がいわれているが、二酸
化炭素消火器を購入することで対応
【清掃の徹底】排気を出さない高性能フィルターを使用した掃除機を購入
また、
「大阪大学アーカイブズ特定歴史公文書等利用等規程」
（以下「利用等規程」と略記）を制定し
ました。この利用等規程は、
「ガイドライン」に準拠したもので、内閣府に設けられ外部有識者からな
る公文書管理委員会においてヒアリングを受けたうえで、第28回委員会において了承されたものです。
なお、歴史資料等については、
「大阪大学アーカイブズ歴史資料等利用内規」を制定しました。書庫は、
「国立公文書館等」用と「歴史資料等保有施設」用のそれぞれの用途ごとに区分しました。すなわち、
利用等規程（内規）と書庫は別個のものとしたのですが、閲覧室・利用受付窓口は両者共通です。
４．今後の課題
こうして、大阪大学アーカイブズの器は整えられました。歴史資料等については平成25年度から一般
の利用に供します。法人文書については、平成25年度から移管を開始し、目録の作成、排架をおこなっ
たうえで、平成26年度からは一般の利用に供することになります。このように書くと簡単なことのよう
に思われるかもしれませんが、アーカイブズの限られたスタッフでこれらを行うことは、かなりの困難
が予想されます。学内外の皆様のご理解とご支援をお願いいたします。

ロゴマークの制定
大阪大学アーカイブズでは、ロゴマークを制定しました。意匠はクリエイティブユニット（伊藤雄一
准教授）によるものです。
基本的には白銀比を用い、全て円で構成しています。また、重なった書類をイメージしていますが、
同時に矢印っぽい造詣とすることで、集めた資料をもとに未来を作る組織であることを意識していま
す。カラーは阪大カラー（ブルー）をベースとし、明るい色からグラデーションを加えることで未来感
をイメージしています。
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受贈刊行物 （2012年9月～2013年2月）
神戸国際大学学術研究会
神戸国際大学紀要 第83号、神戸国際大学経済経
営論集 第32巻第2号、こだわりと日本人

追手門学院大学
追手門学院大学 大学創立50周年記念ニュースレ
ター、追手門学院大学創立50周年記念講演会 自
校教育のいま(チラシ)、追手門経営論集 第18巻第1
号、追手門経済論集 第47巻第1号、追手門学院大
学国際教養学部紀要 第6号(通号48号)、マンガ 追
手門の歩み

神戸女学院史料室
學報 No.166
神戸大学附属図書館 大学文書史料室
神戸大学110年の歩み（チラシ）

大阪市立大学大学史資料室
大阪市立大学史紀要 第5号、シンポジウム 激動の
時代と学問・思想－戦中・戦後の大阪市立大学と恒
藤恭一－(チラシ)

國學院大學
國學院大學 130周年記念誌
駒澤大学禅文化歴史博物館
企画展「曹洞宗の教育と出版」図録 駒澤大学禅文
化歴史博物館所蔵版木資料1、曹洞宗の教育と出版
～大学開校当時の品々から探る（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1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
記録を守り記憶を伝える(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5・6号、平成24年
度 淑徳大学アーカイブズ特別展幕末房総における
育児事業の系譜－子育て善兵衛・仁兵衛兄弟の実
践－(チラシ)

京都産業大学
京都産業大学キャンパスマガジン サギタリウス
vol.57・58

女子美術大学歴史史料室
佐藤志津と私立女子美術学校再興展(チラシ)、
女子美術大学歴史資料室ニューズレターTEXNH
MAKPA 第4号

京都大学大学文書館
京都大学大学文書館企画展『戦後復興と京都大学』
(チラシ)、京都大学大学文書館企画展『屏風に名を
残した教員たち』(チラシ)、京都大学大学文書館だよ
り 第23号

成蹊学園史料館
成蹊学園史料館年報 2011年度 通号10号

熊本大学
熊本大学60年史 部局史編

成城学園教育研究所
成城教育 第157・158号

慶應義塾福澤研究センター
慶應義塾福澤研究センター通信 第17号、慶応義塾
150年史資料集 資料集本編第１巻 『塾員塾生資
料集成』、慶應義塾大学主催・慶應義塾福澤研究セ
ンター講座「『福翁自伝』を多角的に読む」（チラシ）

大東文化歴史資料館
大東文化歴史資料館だより 第13号
玉川大学教育博物館
玉川大学教育博物館館報 第10号

工学院大学125年史編纂委員会
工学院大学学園百二十五年史 工手学校から受け
継ぐ実学教育の伝統

東海大学学園史資料センター
東海大学学園史ニュース 第7号、東海大学建学70
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全国大学史資料協議会東日本部会
大学アーカイヴズ No．47

周年記念全国大学史資料協議会東日本部会第82
回研究会 魅力ある大学とは？(チラシ)、東海大学
資料叢書2 航空科学専門学校関係資料集

わだつみのこえ記念館
2012年企画展「戦没学生たちの軌跡」 資料集、わ
だつみのこえ記念館 記念館だより Ｎｏ.6、わだつ
みのこえ記念館 第2回企画展 戦没学生たちの軌
跡（チラシ）、わだつみのこえ記念館（リーフレット）

東京大学史史料室
東京大学史史料室ニュース 第49号
同志社女子大学史料室
同志社女子大学史料室叢書Ⅲ 女性宣教師「校
長」時代の同志社女学校(1876年－1893年)－アメリ
カン・ボード宣教師文書をベースにして－ 下巻、同
志社女子大学史料室 第18回企画展 新島八重と
同志社女学校(チラシ・ポスター)、
新島八重 特別講演会(チラシ)

あおぞら財団
資料館だより №42・43
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112号

東北大学史料館
東北大学史料館だより №17

外務省外交史料館
外交史料館報 第26号

東洋英和女学院
史料室だより No.79、楓園 69・70号

神奈川県立公文書館
神奈川県立公文書館だより 第28号

東洋大学井上円了記念学術センター
井上円了センター年報 Vol.21

京都府立総合資料館
総合資料館だより No.173・174、
平成24年度 東寺百合文書展(チラシ)

長崎大学
広報誌CHOHO Voｌ.41・42、長崎大学リレー講座
2012 長崎からグローバルを考える（パンフレット）

国立公文書館
アーカイブズ 第48号、
国立公文書館報北の丸 第45号、国立公文書館が
大阪大学にやってきた！（冊子・ポスター・チラシ）

日本女子大学
故郷を愛す、国を愛す、世界を愛す 上代タノ
(パンフレット・チラシ)

寒川文書館
寒川文書館だより Vol.12、寒川文書館年報 第5号

武蔵学園記念室
武蔵学園史年報 第17号

東京都公文書館
東京都公文書館・公益財団法人特別区協議会連
携事業 パネル展後藤新平と東京の震災復興（チラ
シ）、東京都公文書館だより 第21号

立正大学総務部総務課史料編纂室
立正大学の百四十年
国文学研究資料館
国文研ニューズ No.29・30

長野県立歴史館
長野県立歴史館たより vol.73、信濃史学会 信州
近世史セミナー長野県立歴史館主催 近世史セミ
ナー(チラシ)、平成24年度 長野県立歴史館冬季展
講演会 江戸の工芸～その技と心～(チラシ)、平成
24年度 やさしい信濃の歴史講座(チラシ)、平成24
年度長野県立歴史館冬季展 愛娘の調度品～姫

全国大学史資料協議会
研修叢書 第13号 災害とアーカイヴズ－2011年
度全国研究会の記録：於皇學館大学－
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crobial Diseases 2011、SKHOLĒ 2010 AUTUMＮ、
大阪から世界に翔び立つ口腔科学 大阪大学歯学
部 2005～2006、大阪大学 大学教育実践センター
（パンフレット）、大阪大学 融合型生命科学総合研究
棟 竣工記念式典（パンフレット）、大阪大学アウトリー
チ戦略WG報告書 地域に生き世界に伸びる私たち
にふさわしいアウトリーチ活動のために、大阪大学金
融・保険教育研究センター（パンフレット）、大阪大学
産業科学研究所 研究紹介 リサーチ2011、大阪大
学接合科学研究所 要覧 2011、大阪大学先端科学
イノベーションセンター（パンフレット）、大阪大学大学
院工学研究科・工学部 2009・2010（リーフレット）、大
阪大学大学院工学研究科・工学部 要覧2010、大阪
大学大学院工学研究科機械工学専攻 総合デザイ
ン力教育プログラム（パンフレット）（2005）、大阪大学
大 学 院 工 学 研 究 科 機 械 工 学 専 攻（パ ン フ レ ッ ト）
（2005）、大 阪 大 学 大 学 院 国 際 公 共 政 策 研 究 科
2009/2010、大阪大学大学院生命機能研究科 2009
（パンフレット）、大阪大学大学院文学研究科紹介
2010－2011、大阪大学大学院理学研究科・理学部
PROFILE2012、大阪大学ニューズレター No.57・58、
大阪大学バイオ関連多目的研究施設－大阪大学共
同利用施設－（パンフレット）、大阪大学微生物病研
究所 2011、大阪大学附属図書館 吹田分館利用案
内 2008（学内用）（卒業生・学外利用者用）（リーフ
レット）、大阪大学附属図書館 生命科学分館利用案
内2008[学内用][学外者用]（リーフレット）、大阪大学
附属図書館 本館利用案内 2008（学内用）（リーフ
レット）、大阪大学附属図書館 箕面分館利用案内
2008（リ ー フ レ ッ ト）、大 阪 大 学 附 属 図 書 館 要 覧
2009 ダ イ ジ ェ ス ト 版、大 阪 大 学 附 属 図 書 館 要 覧
2009/2010、大阪大学埋蔵文化財調査室 年報2、限
りない「知」の可能性のために・・・大阪大学知的財産
本部（パンフレット）、国立大学法人大阪大学 産学連
携推進本部、阪大工学部白書 大阪大学工学部研
究室紹介サイト（チラシ）、新聞記事に見る阪大Topics
（2011.4～2012.3 ） 、生物工学国際交流センター（パ
ンフレット）、阪大NOW №133～135、平成24年度 大
阪大学入学者選抜要項、レーザーエネルギー学の
世界、大阪大学大学院基礎工学研究科・基礎工学部
要覧 2012、大阪大学大学院国際公共政策研究科
（OSIPP）文部科学省「魅力ある大学院教育」イニシア
ティブ採択事業『国際公益セクターの政策エキス
パート養成』 国際シンポジウム 『人間の安全保障と
国際公共政策の将来』プロシーディングス、大阪大学

君様の婚礼道具から雛人形まで～(ポスター・パンフ
レット・招待券)、歴史館でひな祭り(チラシ)
福井県文書館
文書館だより 第20号、
福井県文書館年報 第9号 平成23年度
福島県歴史資料館
福島県史料情報 第34号
和歌山県立文書館
和歌山県立文書館だより 第35号
大阪大学未来戦略支援事務室
OSAKA UNIVERSITY CROSS － BOUNDRY INNOVATION PROGRAM、Osaka Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Interdisciplinary Program for Biomedical Sciences
(IPBS) (チラシ)、大阪大学の博士課程教育リーディ
ングプログラム 選ばれし君たちへ。(パンフレット)、大
阪大学未来戦略シンポジウム 文部科学省博士課
程教育リーディングプログラム(オールラウンド型)「超
域イノベーション博士課程プログラム」(チラシ)、超域
イノベーション博士課程プログラム(冊子・リーフレッ
ト)、平成24年度 大阪大学超域イノベーション博士課
程プログラム 第一期生募集要項、平成25年度 大
阪大学超域イノベーション博士課程プログラム 第二
期生募集要項
大阪大学国際交流オフィス
大阪大学留学案内 2012
大阪大学広報・社学連携オフィス
2009 大阪大学工学部紹介冊子、21世紀を翔る医療
スペシャリスト 大阪大学大学院医学系研究科保健
学専攻 2010・2011、Annual Report of IFRec 2008
FY、Cybermedia Center, Osaka University information 2011 October、IFReC Profile 免疫学フロン
ティア研究センター要覧、International Center for
Biotechnology Osaka University（英文パンフレット）、
ISER 大阪大学社会経済研究所（パンフレット）、Let
Language Be Your Wings To The World 言葉を究め
て 世 界 へ は ば た く 大 阪 大 学 外 国 語 学 部、
OSAKA UNIVERSITY Graduate School of Engineering Science/School of Engineering Science
2011、Osaka University Research Insutitute for Mi-
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附属図書館 本館利用案内 2006 （学外用）（リー
フレット）

大阪大学免疫学フロンティア研究センター
Annual Report of IFReC FY2011、
Dynamism of Immune Reactions ＆ Regulation
(冊子・ポスター・チラシ)、Leica－Osaka University
Interdiscriplinary Collaboration Hub for Techno － development on bioimaging（Open Seminar）
（ポ ス タ ー）、Winter School 2012 on Advanced
Immunology、WPI Osaka university IFReC（英語・
日本語）－高校生向けパンフレット、サイエンスカ
フェ・オンザエッジで、科学者と話そう。体を守る免疫
のサイエンス なぜ、ワクチンは効くのか（チラシ）、サ
イエンスカフェ・オンザエッジで、科学者と話そう。
ノーベル賞でたどる免疫学の歴史（チラシ）、サイエ
ンスカフェ・オンザエッジで、科学者と話そう。体を守
る免疫のサイエンス いちばん新しい免疫の話（チ
ラシ）、サイエンスカフェ免疫研究の最前線！（チラ
シ）、大阪大学免疫学フロンティア研 究センター
2011年度年間レポート ダイジェスト版

大阪大学総務企画部総長秘書室
医学博士岡田善雄先生略歴と研究業績、医療問題
懇親会（要旨）[修正前・修正後]、医療問題懇親会会
議事録、大阪大学の動き No.107、北摂における学
術研究機能のあり方に関する調査報告書、眞島利
行日記(抄) 昭和7～18年、要望書（案）[大阪大学医
学部附属病院移転に際しての役割(修正前・修正
後）]
大阪大学研究推進部
科研費NEWS(2012.Vol.3)、原子を狙ったところに配
置する自己組織化技術と、その研究最前線(チラシ)
大阪大学研究推進部大型教育研究プロジェクト支
援事務室内FIRST川合プロジェクト支援事務室
1分子解析技術を基盤とした革新ナノバイオデバイ
スの開発研究（一般向け研究プログラム内容紹介冊
子）、Research and Development of Innovative
Nano － biodevices based on Single Molecule
Analysis、公開シンポジウム「ナノバイオデバイス研
究の最前線」（プログラム）、最先端研究開発支援プ
ログラム「川合プロジェクト」1分子解析技術を基盤と
した革新ナノバイオデバイスの開発研究 平成21年
度～平成23年度成果概要集、最先端研究開発支
援プログラムFIRST川合プロジェクト 1分子解析技
術を基盤とした革新ナノバイオデバイスの開発研究
Newsletter Vol1・2

大阪大学全学教育推進機構
KOAN(共通教育関連)、WebCT、無線LANマニュア
ル （平成23年4月1日改訂)（平成24年4月1日改
訂)、大阪大学平成22年度 共通教育科目別FD実
施報告書、新入生ハンドブック 2010～2012、全学
共通教育科目 授業担当教員マニュアル（必携）
平成23年度全学共通教育科目の履修について
（平成23年4月1日改訂）・(平成24年4月1日改訂)、
共通教育だより №35～41
大阪大学学際融合教育研究センター
学際融合教育シンポジウム 持続可能な地球社会
の実現に向けた大学での高度な学びを考える－複
眼的視野とグローバルな視点の涵養－(チラシ)

大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室
Immunology on the Edge、大阪大学中之島サイエ
ンスカフェ 物質が隠し持った機能の引き出しを開
けるには(チラシ)、大阪大学中之島サイエンスカフェ
もっと見たい！情報科学と生命科学からのアプロー
チ(チラシ)、サイエンスカフェ 11月～12月大阪大学
で行われている研究を紹介します(チラシ)

大阪大学21世紀懐徳堂
2013年大阪大学シンポジウム 創ること超えること
(ポスター・チラシ)、大阪大学×大阪ガス アカデミ
クッキング 油とつきあう化学の力～毒を除去する
不思議なドーナツ?!(チラシ)、大阪大学×大阪ガス
アカデミクッキング 賢くてずるいあなたの口(チラ
シ)、大阪大学×大阪ガス アカデミクッキング きの
こ食べちゃい隊(チラシ)、大阪大学×大阪ガス アカ
デミクッキング こまった時には自分を食べる？タコ
もびっくりオートファジー(チラシ)、大阪大学×大阪
ガス アカデミクッキング ナポリのクリスマス～「ご生
誕」を祝う音楽、そして食卓(チラシ)、大阪大学21世

大阪大学財務部
大阪大学未来基金 2011年度活動報告書、大阪大
学未来基金 ご寄付のお願い
大阪大学学生部
キャンパスライフ 2012、博士学位論文 内容の要
旨及び審査結果の要旨第96集
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紀懐徳堂だより vol.11 2013 1～3月号、大阪大学
適塾記念センターシンポジウム 「鎖国」のベールの
裏側で～ ケンペルとその時代の日欧交流の実態に
せまる(ポスター・チラシ)、社学連携講演会(豊中市と
大阪大学21世紀懐徳堂との連携講演会) 生きた学
び～いま、学びの原点を考える。修業と授業の違いと
は？(チラシ)、第5回適塾講座 黎明期日本医学の中
心・適塾と近代大阪の疾病(チラシ)、第6回京都大学・
神戸大学・大阪大学連携シンポジウム(チラシ)、適塾
第45号、平成24年度 大阪大学適塾記念講演会(ポ
スター・チラシ)、ベーゼンドルファー1920演奏とお話
vol.2 音楽の力、音楽の無力(ポスター・チラシ)

究科 宇宙地球科学専攻 年次報告書 平成23年
度、大阪大学大学院理学研究科 宇宙地球科学専
攻 平成24・25年度博士前期課程第2次募集 入学
案内資料、大阪大学大学院理学研究科 高分子科
学専攻 アニュアルレポート2010・2011、大阪大学大
学院理学研究科 物理学専攻・宇宙地球科学専攻
平成24・25年度入学案内資料、大阪大学大学院理学
研究科・理学部PROFILE2012、大阪大学大学院理学
研究科化学専攻 アニュアルレポート 2011、大阪大
学大学院理学研究科紹介 2013、大阪大学大学院
理学研究科数学専攻案内 2012年度、大阪大学大
学院理学研究科化学専攻 専攻紹介 2012、大阪大
学大学院理学研究科附属基礎理学プロジェクト研究
センター(パンフレット)、大阪大学理学部紹介 2013、
技術部報告書20 2011年度、高校生のための公開
講座 現代数学への冒険、年次報告書 平成22・23
年度、平成16年度 大阪大学総合技術研究会報告
書、平成23年度 高大連携物理教育セミナー報告
書、平成24年度 大阪大学大学院理学研究科 生物
科学専攻研究室案内、平成24年度 大阪大学大学
院理学研究科博士後期課程学生募集要項 平成24
年10月入学、平成24年度 大阪大学大学院理学研
究科博士前期課程学生募集要項(化学専攻・高分子
科学専攻) 平成24年10月入学、平成24年度 学生
便覧 大阪大学理学部、平成24年度 学生便覧 大
阪大学大学院理学研究科、平成24年度 時間割表
理学研究科大学院生用、平成24年度 授業概要(シ
ラバス) 大阪大学理学部、平成25年度 大阪大学大
学院理学研究科博士前・後期課程学生募集要項
平成25年4月入学、平成25年度 大阪大学大学院理
学研究科博士前期課程学生募集要項(大学に3年以
上在学する者に係る特別選抜) 平成25年4月入学、
平成25年度 大阪大学大学院理学研究科博士前期
課程学生募集要項(大学に3年以上在学する者に係
る特別選抜)「数学専攻のみ」 平成25年4月入学、平
成25年度 大阪大学大学院理学研究科博士前期課
程学生募集要項第2次学生募集要項(数学専攻・生
物科学専攻(Bコース)・高分子科学専攻・宇宙地球科
学専攻) 平成25年4月入学、理数オナープログラム
科学を夢につなげよう(パンフレット)、平成24年度 理
学部授業時間割表（第1学期） 平成24年度 理学部
授業時間割表（第2学期）

大阪大学中之島センター
大阪大学中之島センター 特別割引制度(チラシ)
大阪大学附属図書館
大阪大学図書館報 46巻1・2号
大阪大学大学院文学研究科・文学部
Let's study abroad！ 留学のチャンスを活用しま
しょう(リーフレット)、エラスムス・ムンドゥス英語授業
Contemporary Japan in the Global Context、大
阪大学大学院文学研究科紹介 2012－2013、大阪
大学文学部・文学研究科 国際交流News Letter
Vol.2、大阪大学文学部紹介 2012－2013、懐徳堂記
念会だより No.87・89～93、懐徳 第79～81号
大阪大学大学院人間科学研究科・人間科学部
平成24年度 学部授業時間表(第Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷセメス
ター)、平成24年度 専門教育科目(基礎科目)授業時
間表、平成24年度 大学院授業時間表(前期課程)、
大阪大学大学院人間科学研究科・人間科学部 学
生便覧 平成24年度、大阪大学大学院人間科学研
究科・人間科学部国際交流室ニュースレター OIE
Bulletin №9～11
大阪大学大学院理学研究科・理学部
2012 成果報告書 大阪大学大学院理学研究科数
学専攻、2013 Graduate School of Science Osaka
University、International workshop on heavy
fermions TOKIMEKI 2011、Student Manual For
2012 Graduate School of Science Osaka University(G30学生用学生便覧)、Symposium on EUJapan Collaboration in Education，Research and
Exchanges－Brussels，2011、大阪大学大学院理学研

大阪大学大学院医学系研究科・医学部
Graduate School of Medicine Faculty of Medicine
OSAKA UNIVERSITY （パンフレット）、大阪大学医学
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Science 21st Century”Special Program for October 2013！Master's and Doctoral Courses in
English(チラシ)、21世紀の科学と技術のパイオニア
2013、OSAKA UNIVERSITY Graduate School of
Engineering Science/School of Engineering Science 2012、Special Program of “Engineering
Science 21st Century” for Master's and Doctoral Courses in English Graduate School of
Engineering Science，OSAKA UNIVERSITY
“Enrollment in April 2013”Application Guide
for Foreign Students、Special Program of
“Engineering Science 21st Century” for Master's and Doctoral Courses in English Graduate School of Engineering Science，OSAKA
UNIVERSITY“Enrollment in October 2013”
Application Guide for Foreign Students、Σ 留
学生相談室だより No.13、大阪大学基礎工学部
五十周年記念(パンフレット)、大阪大学基礎工学部
創立五十周年記念誌、平成24年度 時間割表 1年
次生用前期、平成24年度 大学院学生便覧、平成
24年度 大阪大学基礎工学部 学生便覧、
平成24年度 大阪大学大学院基礎工学研究科 時
間割表 博士前期課程1・2年次、平成25年度 大阪
大学大学院基礎工学研究科 博士後期課程学生
募集要項[社会人特別選抜を含む]、平成25年度
大阪大学大学院基礎工学研究科 博士前期課程
学生募集要項[学部3次学生を対象とした募集を含
む]、平成25年度 大阪大学大学院基礎工学研究
科 博士前期課程学生募集要項[社会人特別選
抜]、平成25年度 大阪大学大学院基礎工学研究
科 博士前期課程推薦入学特別選考学生募集要
項、大阪大学大学院基礎工学研究科・基礎工学部
要覧 2012、第34回 公開講座「未来を拓く最先端
科学技術」(テキスト・パンフレット)、平成24年度 時
間割表 2・3・4年次生用第1・2学期、平成24年度10
月入学 大阪大学大学院基礎工学研究科 博士後
期課程学生募集要項[社会人特別選抜を含む]

部医学科（パンフレット）、大阪大学大学院医学系研
究科・医学部要覧 2012、基礎医学機能系実習書
平成23年度（前期・後期）、基礎配属ガイドブック（平
成24年11月）、施設便り 2012（年報）、第3サイクル臨
床実習（ポリクリ）案内 平成24年度6年次、平成24年
度 大阪大学医学部医学科4年次 臨床講義授業
概要（シラバス）、平成24年度 大阪大学医学部医
学科授業概要（シラバス）、平成24年度 修士課程
（医科学専攻）履修案内、平成25年度 大阪大学大
学院医学系研究科修士課程医科学専攻学生募集
要項、平成25年度 大阪大学大学院医学系研究科
博士課程学生募集要項
大阪大学医学部附属病院
Handai Hospital 阪大病院ニュース 第47～49号、
I.C.T. Monthly no.193～198、Nutrition News No.8、
お～いNET №115～120、大阪大学医学部附属病
院 要 覧 2012、大 阪 大 学 男 女 共 同 参 画 だ よ り
No.1、支部ニュース なにわ、第70回未来医療セミ
ナー 特異的癌画像診断法は、がん細胞特異的治
療へと進化しうるか？（チラシ）、第71回未来医療セミ
ナー 「がん」と「難治性疼痛」の次世代治療（チラ
シ）、第72回未来医療セミナー 医用画像を利用し
た臨床試験におけるImaging Charterの立案（チラ
シ）、第73回未来医療セミナー 消化器癌を遺伝子
改変ウイルスで見て治す方法（チラシ）、阪大教職組
ニュース No.3(644号)、
平成23年度 アニュアルレポート
大阪大学大学院工学研究科・工学部
大阪大学工学部2013 大阪の知力（冊子・パンフ
レット）、大阪大学大学院工学研究科 平成25(2013)
年 4月入学博士後期課程学生募集要項第2次募
集、大阪大学大学院工学研究科 平成25(2013)年
4月入学博士前期課程学生募集要項 (学部3年次
生を対象とする特別選抜)、平成24年度 工学部授
業時間割表（第1・2学期）、平成24年度（2012年度）
工学部教育科目履修要覧（平成24年度入学者用）、
大阪大学大学院工学研究科 平成26（2014）年4月
入学 博士前期課程推薦入学特別選抜 学生募集
要項

大阪大学大学院国際公共政策研究科
OSIPP NEWS LETTER Vol.61 Autumn 2012、
OSIPP政策フォーラム 平林博氏講演会「体験的外
交論2012－国際政治の変貌と日本外交論－」(ポス
ター)、第29回京都賞学生フォーラム グローバル化
の限界を超える想像力：未来共生に向けて何を「学
び」、何を「教える」のか(ポスター・チラシ)、日印国交
樹立60周年記念写真展「日印交流の歴史」(ポスター)

大阪大学大学院基礎工学研究科・基礎工学部
“Engineering Science 21st Century”Special
Program for April 2013！Master's and Doctoral Courses in English(チラシ)、“Engineering
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大阪大学大学院情報科学研究科
大阪大学大学院情報科学研究科年報 第7号

大阪大学国際教育交流センター
2011年度 年報、大阪大学国際教育交流センター
2012(パンフレット)、第36期日本語集中(日本語研修)
コース修了発表会報告書、平成24年度大阪府教育
センター初任者研修における社会体験研修 吹田
市初任2年目研修における社会体験研修 実施報告
書

大阪大学大学院生命機能研究科
OSAKA ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＦＲＯＮＴＩＥＲ ＢＩＯＳＣＩ
ＥＮＣＥＳ 2012、いろんな脳が大阪でサイエンスす
る。
大阪大学大学院高等司法研究科
大阪大学大学院高等司法研究科ニューズレター
№9・10

大阪大学総合学術博物館
大阪大学総合学術博物館 創立10周年記念第15回
企画展 ものづくり上方“酒”ばなし－先駆・革新の系
譜と大阪高工醸造科－（ポスター・チラシ）、大阪大学
総合学術博物館 年報 2011、大阪大学総合学術博
物館 待兼山修学館（リーフレット)、大阪大学総合学
術博物館 要覧 2012、大阪大学総合学術博物館叢
書8 「ものづくり上方“酒”ばなし－先駆・革新の系譜
と大阪高等工業学校醸造科－」、大阪大学総合学術
博物館創立10周年記念シンポジウム オオサカがと
んがっていた時代 大阪のアヴァンギャルド芸術－
焼け跡から万博前夜まで－（チラシ）

大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大
学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科
大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大
学・千葉大学・福井大学 連合小児発達学研究科概
要（パンフレット）、平成24年度 連合大学院学生便
覧、平成25年度 大阪大学大学院 大阪大学・金沢
大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学 連合小
児発達学研究科 博士課程学生募集要項
大阪大学産業科学研究所
MEMOIRS OF THE Institute of Scientific and Industrial Research VOLUME69 2012、平成23年度
年次報告書－活動状況と課題－、大阪大学産業科
学研究所 要覧 2012、産研ニュースレター 第47号

大阪大学コミュニケーションデザイン・センター
2012秋 大阪大学学術研究機構会議の研究ときめ
き＊カフェで、研究者と話そう。（チラシ）
大阪大学金融・保険教育研究センター
平成25年度4月入学 大阪大学金融・保険教育セン
ター 科目等履修生高度プログラム「金融・保険」募
集要項

大阪大学蛋白質研究所
Memoirs of the Institute for Protein Research Osaka
University Vol.1～49・51～54、大阪大学蛋白質研究
所 要覧 2012、〝大阪大学蛋白質研究所研究レ
ポート平成23－24年度"、いのちのはじまり、いのちの
おわり、大阪大学蛋白質研究所 要覧 2012、大阪大
学蛋白質研究所50年の歩み 創設50周年記念誌、
大阪大学蛋白質研究所研究レポート 平成22年度、
プ ロ テ オ ミ ク ス 総 合 研 究 セ ン タ ー だ よ り №33、
TRANSACTIONS OF JWRI Voｌ.41№1 2012、阪大
接合研ニュースレター №31

大阪大学科学教育機器リノベーションセンター
「第4回革新的研究教育基盤機器開発整備事業なら
びに設備サポート事業報告会」報告書、大阪大学科
学教育機器リノベーションセンター ニュースレター
Vol.3・4、大阪大学科学教育機器リノベーションセン
ター（パンフレット）、リユース機器・設備 学外利用案
内
大阪大学グローバルコラボレーションセンター
FIELDOブラウンバックランチ(BBL)セッション あなた
も日米学生会議に参加しませんか？(ポスター・チラ
シ)、FIELDキャリアワークショップ(5) 国際キャリアの
ための英語ワークショップ－自己分析と文書作成(ポ
スター)、GLOCOLシンポジウム 多移民国家におけ
る国民意識の解明 中東・カタルの事例から(チラシ)、
GLOCOLセミナー(92)サンガレン・シンポジウム説明

大阪大学低温センター
大阪大学低温センターだより №159、
平成23年度 共同利用実験室・共同利用実験装置
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 №46・47
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本河光博（東北大学名誉教授）
大阪大学大学院理学研究科 学生要覧 昭和37～
41年度、昭和33年度 履修指針 大阪大学、昭和34
年 化学実習指針 大阪大学北校化学教室、昭和
35年 理学部物理学生実験テキスト、
昭和35・36年度 大阪大学理学部学生要覧

会(チラシ)、GLOCOLセミナー(95)/FIELDグローバ
ル・エキスパート連続講座(16) BOPビジネス開拓
(チラシ)、GLOCOLセミナー(96) 勃興するハラール
産業の現状と可能性、GLOCOLセミナー(97) 津田
守教授退職記念講演 フィリピンと日本をつなぐ、足
もとの国際化連続セミナー 第3回ミックスルーツ・ア
カデミックフォーラム（チラシ）、大阪大学GLOCOLグ
ローバル人材ゲートウェイ・プログラム ドイツ再生可
能エネルギー研修(ポスター・チラシ)、グローバルな
支援とは何か 連続セミナー：第3回～無国籍者の
支援活動～、公開シンポジウム「裁判員裁判制度と
要通訳事件の3年間を振り返る 法廷通訳人の経験
から」（チラシ）、第3回 GLOCOLプレゼンコンテスト
発表者募集！（チラシ）、東アジアにおける認知症と
認知症ケア(チラシ)、福島の人と神戸の人がつなが
る日から復興への語らいとソウル・フラワー・モノノケ・
サミットライブ～(チラシ)

米浪信男（神戸国際大学学術研究会）
現代観光コメンタール
阿部武司（大阪大学）
2012 Graduate School of Science OSAKA
UNIVERSITY、ANNUAL REPORT OF OSAKA
UNIVERSITY Academic Achievement 2010－2011
Vol.12、eco design fair 環境先進都市大阪を目指し
て～ライフスタイルの変革を！～（チラシ）、Graduate
School of Economics OSAKA UNIVERSITY、
Graduate School of Engineering Science/School
of Engineering Science OSAKA UNIVERSITY
（リーフレット）、Graduate School of Information
Science and Technology (パンフレット)、
INTERNATIONAL PROGRAMS AT A GLANCE、
MEMOIRS OF THE Institute of Scientific and Industrial Research VOLUME69 2012、OSAKA
UNIVERSITY 2012、Oｓａｋａ Uｎｉｖｅｒｓｉｔｙ FrontierLab@OsakaU、OSAKA UNIVERSITY Graduate
School of Engineering Science/School of Engineering Science 2012、OSAKA UNIVERSITY
PROSPECUTS 2012、OSIPP 2012/2013、アートエ
リアビーワン B1 1・2・7～9、アサヒラボ・ガーデン×
大 阪 大 学 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン デ ザ イ ン・セ ン タ ー
PROJECT REPORT 01、大阪大学サイバーメディ
ア・フォーラム №13、大阪大学総合学術博物館 年
報 2011、大阪大学大学院工学研究科・工学部要
覧 2011、大阪大学ナノテクノロジー高度学際教育
研究訓練プログラム 平成25年度社会人教育プロ
グラム受講生募集中（チラシ）、大阪大学の博士課程
教育リーディングプログラム 選ばれし君たちへ。(パ
ンフレット)、大阪大学プロフィール 2012、月刊イシ
バシスト 5・10号、言文だより 第29号－言語文化研
究科 2011－、講演会第3回フレンドシップサロン知
的財産活用マネジメント～営業秘密を主とする知的
財産の保護と活用～（チラシ）、国立民族学博物館
研究報告 37巻1・2号、サイエンスカフェ・オンザエッ
ジ ノーベル賞でたどる免疫学の歴史(チラシ)、室報
第35号 留学生相談室、社団法人生産技術振興協
会 大阪大学生産技術研究会(リーフレット)、情報数

大阪大学日本語日本文化教育センター
CJLC 大 阪 大 学 日 本 語 日 本 文 化 教 育 セ ン タ ー
2012、センター広報 第18号、日本語・日本文化教
育研修共同利用拠点事業 平成23年度～平成27
年度文部科学大臣認定教育関係共同利用拠点
（外国人留学生のための日本語教育）（パンフレット）
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 №13
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
レーザー研の広場 №10
日本放送協会制作局第１制作センター
科学・環境番組部
ＮＨＫ ＢＳプレミアム ＣＯＳＭＩＣ ＦＲＯＮＴ「素粒
子が解き明かす 宇宙の始まり」（CD-ROM）
橋本日出男、宮西正宣（大阪大学名誉教授）
大阪大学における国立大学法人化への道
三上敦史（愛知教育大学）
「日本の教育史学」教育史学会紀要第55集抜刷
「学力コンクール」の時代(1946－70)－大学入試の
模擬試験を実施した学生団体の歴史－
三宅正夫
[昭和18年大阪帝国大学醸造学科卒業アルバム]
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理学シンポジウム IPS2013 情報数理学発！躍動する
人と技術（チラシ）、新春トップセミナー 大阪の産業振興
と 街 づ く り ( チ ラ シ )、生 産 と 技 術 Vol.64 No.3・Vol.65
No.1、知のジムナスティックス 学問の臨床、人間力の鍛
錬とは何か(冊子)、超知財戦略情報誌 Newテクノマート
創 2012 MAY.Vol.4、ファカルティレポート－神戸大学
大学院法学研究科・法学部 自己評価報告書－９ 上・
下巻、平成23年度における公文書等の管理等の状況に
ついて、 平成25年度 大阪大学入学者選抜要項、ラボ
カフェ 2012.07～09・2013.01～02、平成23年度 アニュ
アルレポート

菅真城（大阪大学）
大阪大学経済学 第62巻第1～3号、大阪大学経済学
第62巻第1・2号抜刷「松岡博名誉教授に聞く－大阪大
学の思い出－（1）・(2)」、大阪大学経済学 第62巻第3号
抜刷「山中千代衛名誉教授に聞く レーザー核融合の
開発研究」、京都大学大学文書館企画展 屏風に名を
残した教員たち(パンフレット)

国立公文書館所蔵資料展
「国立公文書館が大阪大学にやってきた」の開催
大阪大学アーカイブズ准教授

平成25年２月22日～３月９日に大阪大学総合学術博物館待
兼山修学館において、国立公文書館所蔵資料展「国立公文書館
が大阪大学にやってきた」を開催しました。主催は独立行政法
人国立公文書館、大阪大学アーカイブズと大阪大学総合学術博
物館の共催で、大阪大学21世紀懐徳堂の協力を得ました。

国立公文書館は、平成24年度に昭和46年の開館以来初めて館
外展示を行いました。12月に京都府立総合資料館において「公
文書の世界in京都」を開催し、
「国立公文書館が大阪大学にやっ
てきた」はそれに続く第2弾でしたが、大学では初の開催でし
た。
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この展示会の開催は、国立公文書館が展示会場
を公募したことに始まります。ホームページで公
募を見た筆者は、まず阿部武司文書館設置準備室
長（当時）に相談して文書館設置準備室として応
募する意志を固めたうえで、総合学術博物館の橋
爪節也館長に会場提供をお願いしました。橋爪先
生はじめ博物館の先生方から種々ご助言をいた
だいたうえで博物館として会場提供のご了解を
いただき、文書館設置準備室が応募したところ、
それが採用されたのです。
展示内容については、国立公文書館側で企画していただきましたが、その過程で阪大側の要望も入れていただき
ました。展示は、
「第Ⅰ部

国立公文書館ってどんなところ？」
「第Ⅱ部

あれも、これも公文書」
「第Ⅲ部

公文書

にみる大阪」
「第Ⅳ部 大阪大学の歴史と公文書」の4部構成で、第Ⅲ・Ⅳ部は大阪展オリジナルなものとなりまし
た。第Ⅳ部には大阪大学所蔵資料も出陳しました。
会期中、677名の方の入場を得ることができました。本展示会は大阪大学アーカイブズ発足後初の対外的イベント
となりましたが、アーカイブズ単独では行えない規模と内容のものでした。主催の国立公文書館を始め、共催とし
て会場を提供していただいた総合学術博物館の橋爪館長はじめ先生方および事務の方（広報・社学連携オフィス社
学連携課社学連携第一係）にはひとかたならぬお世話になりました。特に博物館の窓口となっていただいた横田洋
助教には多大なご負担をおかけしました。記してお礼申し上げます。
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業務日誌（抄） （2012年９月～2013年2月)
関連絡協議会第38回全国（広島）大会（広島県民文
化センター・鯉城会館）に出席（9日まで）。

大阪大学文書館設置準備室業務日誌（抄）
2012年

・11月14日 菅、福井出張。国文学研究資料館主催
アーカイブズカレッジ（短期）（福井県文書館）で
「アーカイブズ・レコード・マネジメント論」を講
義。

・9月4日 技術審査委員会を開催。
・9月5日 内閣府大臣官房公文書管理課に「公文書
等の管理に関する法律施行令第２条第１項第３号
の規定に基づく「国立公文書館等」の指定について」
回答。

・11月22日 厚生労働省職員来室。
・11月29日

・9月7日 笠井純一氏（金沢大学）から大学紛争関係
資料（ビラ）受贈。

一橋大学教職員3名、視察のため来室。

・9月13日 内閣府大臣官房公文書管理課に「｢歴史
資料等保有施設｣の指定等について（回答）」を提出。

・12月4日 菅、藤井、京都出張。全国大学史資料協
議会西日本部会2012年度第4回研究会（京都大学）に
出席。菅、アートアーカイブズ概論で「日本のアー
カイブズと大阪大学アーカイブズ」を講義。

・9月14日 内閣府大臣官房公文書管理課から「利用
等規則案の策定について（依頼）
」を受領。

・12月13日 井上美香子氏（九州大学）から一般教
育研究委員会資料について照会。

・9月19日 「大阪大学アーカイブズ規程」が教育研
究評議会で承認される。菅、東京出張。記録管理学
会理事会（八雲クラブ）に出席。

・12月18日 菅、近畿大学平成24年度学内研究助成
（21世紀教育開発奨励金）プロジェクト「近畿大学
の大学アーカイヴズと学内資料の収集・保存に関す
る基礎的研究」講演会「大学史資料の収集・保存を
はじめるには？」において「大阪大学アーカイブズ
の設置と文書管理」を講演。

・9月20日 NHKから大阪帝国大学の写真について照
会。
・9月21日 クリエイティブユニットとアーカイブズ
のロゴマークについて打ち合わせ。

2013年

・9月30日 『大阪大学文書館設置準備室だより』第
11号を刊行。大阪大学文書館設置準備室を廃止。

・2月13日 小島玲子氏から真島利行肖像写真受贈。
・2月15日 阿部室長、菅、藤井、日比総務課長、
東京出張。公文書管理委員会委員懇談会に出席。川
口辰郎氏から資料受贈。

大阪大学アーカイブズ業務日誌（抄）

・2月21日 国立公文書館所蔵資料展「国立公文書館
が大阪大学にやってきた」の内覧会を開催。

2012年
・10月1日 大阪大学アーカイブズ設置。

・2月22日 国立公文書館所蔵資料展「国立公文書館
が大阪大学にやってきた」を総合学術博物館待兼山
修学館で開催（３月９日まで）。高山正也国立公文書
館長と会談。橋本日出夫名誉教授から資料受贈。

・10月5日 名古屋大学から文書管理室について照
会。
・10月10日 阿部室長・菅、京都出張。全国大学史資
料協議会2012年度総会ならびに全国研究会（同志社
大学）に出席（12日まで）
。
・10月17日 第1回アーカイブズ運営委員会を開催。

・2月23日 国立公文書館所蔵資料展「国立公文書館
が 大 阪 大 学 に や っ て き た」ミ ュ ー ジ ア ム・レ ク
チャー「大阪大学アーカイブズご紹介」
（講師：菅）
を開催。

・10月25日 厚生労働省から大阪皮膚病研究会関係
文書について照会。

・2月28日 内閣府大臣官房公文書管理課による国立
公文書館等指定にあたっての現地調査。

・11月1日 本河光博氏から資料受贈。
・11月7日 菅、広島出張。全国歴史資料保存利用
機関連絡協議会平成24年度第3回大会・研修委員会
（広島県民文化センター・鯉城会館）に出席。
・11月8日 菅、広島出張。全国歴史資料保存利用機
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大阪大学アーカイブズ利用案内
・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

大阪大学アーカイブズ室員名簿

室

室

長 阿部 武司
（経済学研究科教授）
准教授 菅
真城

長

室長代行

田中 良和
（総務企画部総務課長）
藤井 勝博

（嘱託職員）

室長補佐
事務補佐員

平野 雅宏
川口由美子
石崎 光穂

大阪大学アーカイブズニューズレター 第1号
発行日
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201３年４月１日
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
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
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