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京都大学は、去る6月18日をもって創立90年を迎えました。

附属図書館では、毎年、テーマを設定して学外者にも公開する展示会を
行っております。今年はこの記念すべき年にあたり、本学の歴史の一コマ
を捉え、

明治期の京都大学

に焦点を絞り、草創期の京都大学の姿をみ

ていただく展示会を企画致しました。本学が創設されるに至った
創設の

精神

理念

、

とでも言うべきものにっいても、その一端をお汲み取りい

ただけるよう努めました。

内容を大きく二分野に分ち、一方は京都帝国大学の創設計画，創設に至
る勅令等公文書，及び創設時の姿を展示し、他方はその当時の四分科大学，

図書館，エネルギー施設等の資料を揃えました。

もとより、準備期間中

に収集できた資料は少なく、当初の狙いどおり明治期の京大をほぼ鳥職で
きるまでにはいたっておりませんが、展示会を一っの契機として、今後の
新たな資料の発見にっながるのではないかと考えております。10年後の百
周年に向け大学全体の資料保存の気運が醸成されれば幸いです。

資料の提供，紹介等に対し、国立公文書館，文学部，法学部，理学部，
工学部，医学部，庶務部，施設部，名誉教授の先生方から多大の御指導と

御援助を賜りましたことと本展示会を実施するに当たり、工学部建築学
教室石田潤一郎助手にひとかたならぬお世話になりましたことを記して感
謝いたします。

昭和62年11月

京都大学附属図書館長
西
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明治30年6月18日付勅令第209号（国立公文書館蔵）
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当時の化学実験室
風景
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京都帝国大学の創設まで

略年表（明治年間）

学校系統図〈明治33年）

京都細見之図 安永8（1779）年刊 1巻 洛山封翠子著
風俗画報65号（明治42年媚）京都名所図會

吉田神社写真6葉〔吉田神社〕
京都匿分一覧之図（明治9年4月〉福富正水校正
現今京都市街回（明治27年）
京都付近地図（明治42年頃 風俗画報65号挿図）
京都近傍図

（大正4年〉

京都織物会社写真
田辺朔郎肖像写真
疎水写真
京都市電写真

市電北野線廃止の催写真
帝国議会假議事堂正面の図及び平面図 （明治23年2月13日大阪公論第336号付録〉
帝国議会風景く明治23年12月2日國禽第7号付録）
長谷川 泰議員肖像写真
「蘭西二帝国大学ヲ新設スル建議案」〈明治25年12月第四帝国議会提出）
衆議院予算委員会分科会記事（明治29年1月）

西園寺公望文部大臣肖像写真
陶庵文庫印、西園寺八郎寄贈印

牧野伸顕文部次官肖像写真
木下広次文部省専門学務局長肖像写真
折田彦市第三高等学校長肖像写真
永井久一郎文部省会計課長肖像写真
新大学創設委員の審議と答申内容
京都帝国大学創設計画案
帝国大学令
帝国大学配置図
勅令

第2聞部§211号、文部省及び内閣の§§係文書

〔国立公文書館〕

木下広次（初代）総長肖像画（浅井忠画）
木下総長銅像銘板｛内藤湖南筆）
本学全景写真

（明治30年）

〔庶務部〕

〔庶務部〕

京都帝国大学略図（明治32年）
創設当時の職員及び学生の写真〈明治3◎年） 〔庶務部〕
本学学生制服並徽章制定之件（明治30年7月15日〉
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学生制服

（医科大学学生グ）遺族寄贈）

〔庶務部〕

本部事務所写真

第2部創設後の姿
沿革略図

理工科大学
理工科大学講座の種類、数を定める文書（文部省、内閣）〔国立公文書館〕
学生に登学を告げる記事（官報 明治30年9月8日、京都日の出新聞9月7日，9月11日）
理工科大学開設に関する文部省令第8号（官報明治30年6月23日）
第1回入学宣誓式での木下総長の告辞（要旨）
理工科大学学生名簿（明治30・33年）

土木工学教室写真
旧土木機械教室及び寄宿舎写真

〔庶務部〕

機械工学実験工場写真
随道（シールド工法）模型明治38年納入島津製作所製〔工学部・土木〕
冶金学教室写真 〔庶務部］
採鉱冶金学標本室写真

工業化学分析室写真
電気工学高圧実験室写真
化学教室写真

〔庶務部〕

久原躬弦教授（化学教授，理工科大学長，総長）遺品〔理学部・化学〕
久原教授写真、講義ノート
久原教授使用のカバン
訳書2点 レムセン小化学書

済生化学

1・H

上・下

敬業社

須原屋茂兵衛；

明治27年

明治12年

実験風景写真（乾板）

数学教室内模型及び雑誌室写真
副射学及び放射学研究室写真
地学観測所写真
天文台写真
第1回卒業生の写真（明治33年7月14日）
卒業証書様式（明治30年制定） 〔庶務部〕

法科大学
医科大学・法科大学開設に関する文部省令第35号（官報明治32年7月4日）
研究室写真，研究室庭園写真

春木一郎（羅馬法）教授講義自筆ノート
Katalo8

der

Fakultat

Fremddsprachi8en

der

Kaiserlichen

Bucher

〔法学部〕

in

der

Universitat

zu

目録）
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Bibliothek

der

Jurlstischen

Kyoto．1903．（法科大学所属外国図書

医科大学
表門写真
法医学教室及び解剖学教室写真
伊藤隼三（外科学）教授遺品
伊藤隼三教授写真 〔附属病院〕
自筆履歴書（明治40年11月13日記） 〔医学部〕
賞勲局提出の履歴書〔医学部〕

東京大学在学中の受講ノート2冊
薬物学教室関係資料 〔医学部〕
消耗品明細簿（実験動物等〉

〔医学部〕

教室史A第1巻（明治32年〜昭和8年）
教室史B第1巻（明治32年〜昭和6年）
業績一附 教室沿革史（明治34年〜昭和22年）
附属病院写真

附属病院炊事場写真
文科大学
内藤湖南教授写真
内藤湖南教授の論説 「京都大学の文科」 （大阪朝日新聞明治34年8月8日）
「京都大学と文科大学」（東京日々新聞明治35年10月3日）
高山樗牛氏写真
高山樗牛の論説「京都帝国大学に就きて」（太陽3巻15号；明治30年8月）

文科大学開設に関する文部省令第10号（官報明治39年6月11日）
文科大学創設委員及び初代教授写真

〔文学部〕

研究室写真
陳列館写真
古文書室写真
地理学実習写真

考古学列品室写真
西田幾多郎教授写真
西田幾多郎教授自筆原稿

〔文学部〕

「日本文化の問題」

「無の自覚的限定」

心理学実験室写真
心理学実験装置
Chronoskop

〔文学部〕

nach

Hipp（ヒ、ラのクロ以コープ）

1897年Zimmermann社製

Spaltpendel

nach

Wulldt（振子型瞬間露出兼時間信号発生機）

Nllemometer

nach

Wirth（主叶の思考実験機）

1897年Zimmermann社製
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1903年Zimmermallll社製

四分科大学紀要
Hemoirs

of

the

College

（理工科大学紀要）

法律学経済学内外論叢
Acta

Scholae

of

Science

and

Engineerin8，

kyoto

Imperial

Kioto．

Vol，1

University．

Vol．1；1903−1908（明治36−41年）

Hedicinalis

第1巻；明治35年
Universitatis

（京都帝国大学医科大学紀要

Imperialis

ln

第1巻1大正5−6年）

藝文第1年：明治43年
図書館
島文次郎写真
図書館外観写真
閲覧室内写真
創立2周年記念展覧会の光景写真
図書寄贈の呼びかけ記事（京都日ク）出新聞明治30年7月15日，31年3月1日）
文庫、蔵書印（京都帝国大学蔵印、旭江文庫、尊嬢堂、近衛本、秋邨遺愛、谷村順蔵寄贈）
新渡戸稲造著 「農業本論」 明治31年発行 （著者からの寄贈）

大惣本

3点

図書原簿 第1冊目（明治30年7月一同32年3月）
京都帝国大学図書館案内（明治41年4月）
京都帝国大学図書館規則（明治31年制定）
・その他

給水鉄管伏設線路平面図

〔施設部〕

給水池写真
中央発電所写真
京都帝国大学火力発電（当時ノ想出）写真

「施設部〕

明治42年当時の本学全景 〔庶務部〕
京都帝国大学略図（明治34年）
京都帝国大学建物平面図（明治43年）

第一回陸上運動会写真（明治31年）〔庶務部〕、第2回陸上競技会記事
創立当時と現在の学生数・教官数比較グラフ
◇資料の解説を作成するに当たり、主として下記資料を参考にした。
京都大学ヒ十年史： 京都大学 昭和42
京都帝国大学史： 京都帝国大学 昭和18
京都大学建築八十年のあゆみ（京都大学歴史的建造物調査報告）：広報委員会昭和52
京都大学工学部八十年史： 教育文化出版 昭和55
京都大学文学部五十年史： 京都大学文学部 昭和31
京都大学医学部婦人科学産科学教室八十年史：
温智会 昭和59
神陵史： 三高同窓会 昭和55
日本歴史大辞典 別巻（日本歴史年表）：
学制百年史： 文部省 昭和47

一

河出書房

6

一

昭和50

略

年

・表
1877（明治10）東京大学設立

1897〈明治3の

6京都帝国大学創設

18§奴明治27）日清戦争起こる

9理工科大学開設
18鱒（明治32）9法科大学、医科大学開設

臣附属図書館設置
12医科大学附属医院設置

（医学部附属病

1904（明治37）日露戦争起こる

院）

1907（明治40）東北帝国大学設立

1部§〈明治3§）9文科大学開設

19鐙｛明治43）九州帝国大学設立

1913（大正2）

1914（大正3）

7澤柳総長、7教授に辞表の提出を求める
（澤柳事件）

19｝4（大正3）

1917（大正6＞

7理工科大学が分けられ工科大学、理科大

ロシア革命

1剖8〈大正7）

学となる
1919〈大正8）

第一次世界大戦起こる
北海道帝国大学設立。米騒

動。大学令公布

2分科大学を学部と改称

1919（大正8）

5経済学部設置

1§2ぷ大正9）

ヴェルサイユ条約

国際連盟成立

1923（大正12）11農学部設置

1923（大iEi2）関東大震災

1924（大正13）3学生健康相談所設置（保険診療所）

1925（大正14）治安維持法公布

5農学部附属農場、同附属演習林設置

1929｛昭和4）

1926（大正15）10化学研究所附置

1931（昭和6）

1928〈昭和3）

4河上肇教授辞職

欝33（昭和8）

5滝川幸辰教授休職を命ぜられる

世界大恐慌
大阪帝国大学設立。満州事

変
抱32｛昭i相7）五・一五事件

（滝川事件）

1936（昭和11）二・二六事件

1937（昭和12）日中戦争起こる
1939ζ紹和14）

8人文科学研究所附置

1940（昭和15）

1学旗及び学歌制定

臼3§｛昭和1引名古屋帝国大学設立。第二

次世界大戦起こる

1941〈昭和16）3結核研究所附置（結核胸部疾患研究所）
11工学研究所附置（原子工ネルギー研究所）

1943（昭和正8）11出陣学徒壮行式

茎§弱く昭和20）広島・長崎に原子爆弾。

ポツダム宣言受諾。国際

19牡（昭和19）5木材研究所附置

連合成立

1945〈昭和2旬

9原爆災害綜合研究調査団、広島県で遭難

1946〈昭和2D

5食糧科学研究所附置

1§弱く曙和2隻）日本国憲法の公布

1947（昭和22）教育基本法・学校教育法

1947〈昭和22）5京都帝国大学を京都大学と改称
19相く昭和2躬

1941（昭和16）太平洋戦争起こる

公布

き新制京都大学設置

1鯉§（昭和24）国立学校設置法公布

5教育学部設置

5分校設置（教養部）、第三高等学校を統

合
11理学部教授湯川i秀樹、ノーベル物理学賞
を受賞

一
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1950（昭和25）3第三高等学校廃止

1950（昭和25）朝鮮戦争起こる

5宇治分校の開校
1951（昭和26）4防災研究所附置

1951（昭和26）サンフランシスコ平和条

1953（昭和28）4新制大学院設置

1953（昭和28）学位規則公布

約、日米安保条約調印
8基礎物理学研究所附置
1954（昭和29）4分校を教養部と改称（学内措置）
1955（昭和30）4新制大学院医学研究科設置

1955（昭和30）アジア・アフリカ会議

1956（昭和31）4ウイルス研究所附置

1956（昭和31）国際連合に加盟

1960（昭和35＞4薬学部設置

1957（昭和32）ソ連、人工衛星打ち上げ

1961（昭和36）5宇治分校廃止．工業教員養成所設置

に成功
1960（昭和35＞日米新安保条約調印

1962（昭和37）

4経済研究所附置

1962（昭和37）キューバ危機

1963（昭和38）4教養部設置

1964（昭和39）東海道新幹線開通．東京オ

4数理解析研究所附置

リンピック開催

4原子炉実験所附置

1965（昭和40）アメリカ、ベトナム北爆

1965（昭和40）4東南アジア研究センター設置

1966（昭和41）中国、文化大革命．第一

1966（昭和41）4保健管理センター設置

次中東戦争

1967（昭和42）6霊長類研究所附置

1968（昭和43）学園紛争起こる

1969（昭和44）4大型計算機センター設置

1970（昭和45）日本万国博覧会

1970（昭和45）3工業教員養成所廃止
1971（昭和46）4放射性同位元素総合センター設置

1972（昭和47）沖縄返還

1972（昭和47）5体育指導センター設置

1973（昭和48）石油危機

1975（昭和50）4医療技術短期大学部設置
1976（昭和51）5ヘリオトロン核融合研究センター設置

1976（昭和51）ロッキード事件

5放射線生物研究センター設置
1977（昭和52）4環境保全センター設置
7埋蔵文化財研究センター設置

1978（昭和53）日中平和友好条約調印

1978（昭和53）4情報処理教育センター設置
198G〈昭和55）

1979（昭和54）共通第一次学力試験の実

4医用高分子研究センター設置

施

1981（昭和56）4超高層電波研究センター設置
12工学部教授福井謙一、ノーベル化学賞受
賞

1982（昭和57）4法学部で外国学校出身者のための特別選
考による入学者受入れ開始

10日本語・日本文化研修留学生受入れ開始

1984（昭和59）臨時教育審議会発足

19S4（昭和59）4経済学部で外国学校出身者のための特別
選考による受入れ開始

1986（昭和6D受験機会の複数化実施

1986（昭和61）4アフリカ地域研究センター設置

注：本略年表は庶務部広報調査課提供による

一
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展示会への出陳に対し、下記機関から資料の提供及び撮影を受けまし
た。謝意を表します。
《学

外》

国立公文書館

吉田神社
《学

内》

文学部：心理学教室、図書室、事務室
法

学

部

理学部：化学教室
医

学

部：薬理学教室、解剖センター

附属病院：総務課

工学部：土木工学教室
庶務部：庶務課、広報調査課

施設部：設備課

日

時：

11月19日（木）午後2時〜3時30分

場所：京都大学附属図書館AVホール（3階）
1講師：鯵坂二夫氏（京都大学名誉教授・甲南女子大学長）
i

（元教育学部長）

演

題：

日本の教育と京都大学

【教養部】

教養部においても、舎密局の創立から第三高等学校に至る資料を中心と
した展示会が開催されます。多数ご来場されるようご案内します。

名
期

称：舎密局から三高へ
間：11月16日（月）〜12月4日（金） （日曜・祝日を除く）
午前9時〜午後4時45分（土曜日は午後3時まで）

場所：教養部図書館1階
表紙写真
初代図書館の建物を背景とした
第一回卒業生写真（明治33年7月）

