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[解説]

1 資料の概要について

本稿で紹介する資料は､京都大学大学文書館所

蔵 ｢昭和十八年八月 日誌｣である｡

本資料は､作成主体としては表紙に ｢京都帝国

大学｣と記されているだけであり､学内のどの部署

が作成したか明示されていないが､内容から推測し

て庶務課によるものと考えられる｡形態としては､

縦25.8cm､横18.2cm､厚さ1.7cmの簿冊となってお

り､京都帝国大学の名称の入った縦20行の罫紙を

二つ折りにし､袋とじに97枚を綴じたものになっ

ている(ただし､冒頭の1枚と末尾の9枚は白紙)｡

表題では ｢昭和十八年八月｣となっているが､実

際の記述は1943(昭和18)年8月21日に始まり､翌

1944年12月28日まで収録されている｡原則として

毎日日付､曜日､天気を記し､その次にその日に

あった事項を箇条書きで記入しているが､事項の記

入のない日も少なくない｡筆跡も数種類あり､何人

かが交替で記入していたものと思われる｡

なお､本資料は2001(平成13)年4月1日に総務

部より大学文書館に移管されたものである｡

T京都大学大学文書館助教授

西山 伸 †

2 資料の内容について

日誌という性格上､本資料ではある物事について

の掘り下げた記述があるわけではなく､項目が列挙

されているに過ぎない｡しかし､それでも戦時下の

京都大学における全学的な動きの一側面を見ること

は可能である｡ここでは､本資料の記述に関連する

範囲で､いくつかの事項別にこの時期の京都大学の

動向を簡単にたどってみたい｡なお､該当する記述

のある日付については､例えば1943(昭和18)年8

月25日の場合は ｢〔18.8.25〕｣のように記した｡

① 科学動員

本資料の記述のなかで最も目につくのは､いわゆ

る科学動員に関するそれであろう｡ 戦局が深刻化す

るなかで､政府はちょうどこの日誌の始まる1943年

8月から新たな動員体制の構築に乗り出すことにな

る(1)｡ 8月20日には ｢科学研究ノ緊急整備方策要

綱｣が閣議決定され､大学その他の科学研究機関

における科学研究は ｢大東亜戦争ノ遂行ヲ唯一絶

対ノ目標 トシテ強カニ之ヲ推進スル｣ことが定めら

れた(2)｡この要綱をうけて､同日文部省より ｢科学

研究ノ緊急整備要領｣が出され､同月25日にはそ

の説明のため帝国大学総長会議が開催されていた

〔18.8.25､8.26〕｡この会議においては､文部省側か

ら ｢科学者は ｢研究即戦場｣の精神に徹すること｣

｢大学は研究と同時に国家の要請に適応すべき科学
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者技術者の育成に努力すべきこと｣｢緊急を要する

研究に従事する一部優秀なる研究者は場合によって

は教育上の任務を休止しても所要の研究に専念すべ

きこと｣などの要求があったという(3)｡

このような状況に対応して､京大では羽田亨総長

をはじめ､医､工､理､農の各学部長および化学

研究所､工学研究所の所長により科学研究に関す

る協議会が何回か開かれ 〔18.8.23､8.28､9.1､9.3〕､

その結果 9月2日の評議会において ｢緊急科学研

究体制｣の発足が決定された｡これは､戦争遂行の

ため学部や研究室の枠を超えた横断的な研究を冒ざ

したもので､｢研究ノ企画連絡及ビ外部諸機関トノ

交渉等ヲ掌ル｣総務部と､｢現下戦力ノ増強こ於テ

最モ緊急ヲ要スル事項ノ研究二従事｣する研究部と

に分かれ､総務部は前記の各学部長と研究所長を

構成員とした(4)｡一方､研究部には10個の研究題

目が設けられ､それぞれの題目ごとに主催者が任命

されていた(5)｡そして､毎月1回の研究報告会を開

催することが定められていたが､これは実際に行わ

れていたことが本資料から分かる 〔18.12.2､19.3.16､

5.11､6.8､7.6､8.10､9.14､10.26､ll.25〕｡ また総

務部員会議も特に初めの頃は頻繁に開かれており､

緊急科学研究体制は実態としても機能していたこと

が分かる(6)｡

このほか､1943年12月には京大に南方科学研究

所を設置することを盛り込んだ19舶年度予算案が

閣議決定されている｡ これは､1942年以来全学部

に組織された ｢南方｣に関する研究会を基礎として

構想されたもので(7)､結果的には実現しなかった

が､1944年の夏頃には創設準備委員会が開催され

ていた 〔19.7.22､8.3〕｡また､同年10月には科学技

術補助員養成所の開設に関する記述が見 られる

〔19.10.14､10.28､10.29〕｡これは､科学研究の補助

員養成のための施設として各地の大学 ｡専門学校に

設置することを文部省が定めたもので､国民学校高

等科あるいは中等学校卒業の男女を対象に､期間

6カ月で専門学校 2カ年卒業程度の技能習得を冒

ざしたものであった(8)｡ただ､その後京大でどの程

度まで実現したかは不明である｡

② 学徒出陣

1943(昭和18)年12月に実施された､いわゆる

学徒出陣についての記述も見ることができる｡まず

同年 9月には陸海軍航空隊を志願した学生 (学徒

出陣組の一期前となる)の壮行式が同学会主催で

行われている 〔18.9.1〕｡10月2日に在学を理由とす

る徴集猶予の停止が発表された後には､学徒出陣組

を対象とした講演会や壮行会についての記述が見ら

れるようになる 〔18.10.5､10Jn､10.18､ll.17､

ll.20〕｡なお､11月20日の壮行式の模様を措いた須

田国太郎の絵が翌1944年の創立記念日に除幕され

ている 〔19.6ユ8〕 ｡

③ 学徒動員

この時期本格化する学徒動員についての記述も散

見される｡もともと､学徒動員に関して京大に残さ

れている資料は極端に少ない｡先年刊行された 『京

都大学百年史』においても､具体的な動員のあり方

については 『京都帝国大学新開』の記事からの引用

で､それも数件を確認できるだけである(9)｡本資料

では､総長らの勤労作業状況視察のための島根出張

〔19.4.22〕､京都機器製作所 (現在の三菱自動車京

都工場)および三菱重工桂工場の視察 〔19.8.23〕､

および宇治火薬製造所での法文経三学部学生の勤

労動員解散式 〔19.9.14〕の三件を確認することがで

きる｡

④ 儀式､行事

戟時期特有の儀式や行事についてもいくつか言及

がある｡1943年12月には戦没者慰霊祭が行われて

いる 〔18.12.4〕｡この慰霊祭は1939年10月 8日､

1941年10月29日に次いで第3回にあたるもので､

応召者のうちで1941年 9月から1943年10月までの

期間の戦死が確認された16名の職員を弔ったもの

であった(10)｡

慰霊祭の直後には､｢開戦前夜を偲ぶ会｣と大詔

奉戴二周年記念行事が行われている〔18.12.7､12.8〕｡
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これは言うまでもなく対米英開戦二周年を記念した

もので､同学会主催の前者では､ソロモンに従軍し

ていた毎 日新聞記者池田俊雄 と海軍報道班員吉田

一次 (京大文学部卒)の二名の講演を中心 とし､

後者では総長による開戦の詔書捧読､分列行進､

平安神宮-の参拝が行われた(ll)｡

また､儀式関係では､奉安庫を本部本館 2階か

ら1階に場所を変更した旨の記述もある 〔19.4.29〕｡

また､空襲に備えて､御真影の避難先も確定してい

たようである 〔19.7.4〕が､いずれも詳細は不明で

ある｡

本資料の翻刻にあたっては原則として原文のとお

りに表記 したが､次の事項は例外とした｡

① 漢字は常用漢字を使用 した｡

② 疑義のある箇所には 〔ママ〕を付 した｡

③ ②以外の編者による注記も 〔 〕内に

表記した｡

④ 日付 ･曜日 ･天気のみの記載で､その日

あった事項の記載がないものは省略した｡

[註]

(1)厳重徹 『科学の社会史』(下)岩波書店､2003

年､52ページ｡

(2)近代日本教育制度史料編纂会 『近代日本教育制

度史料』第 8巻､講談社､1956年､30ページ｡

(3)『京都帝国大学新開』1943年 9月20日付｡

-lil-

(4)京都大学百年史編集委員会編 『京都大学百年史』

資料編 2､2000年､428ページ｡

(5)10名の主催者は以下のとおり｡ 正路倫之助 ･木

村廉 ･高木誠司 (以上医学部)､鳥養利三郎 (工

学部)､堀場信書 ･荒勝文策 (以上理学部)､大杉

繁 ｡片桐英郎 ･近藤金助 ･梶田茂 (以上農学部)

(『京都帝国大学新聞』1943年10月5日付)｡

(6)この緊急科学研究体制が､敗戦直後に研究体制

の整備を目的として設置された綜合研究体制につ

ながっていく (鳥養利三郎 『敗戦の痕』1968年､

60ページ)｡

(7) 『京都帝国大学新聞』1943年12月20日付｡京

都大学百年史編集委員会編 『京都大学百年史』総

説編､1998年､424-425､442-443ページも参

照 ｡

(8)名古屋大学史編集委員会編 『名古屋大学五十年

史』通史1､1995年､534ページ｡

(9)前掲 『京都大学百年史』総説編､445-450ペー

ジ､同資料編 2､450-460ページ｡なお､東京大

学史史料室の詳細な調査によると､東京帝国大学

においては､1943年度だけで80件､1944年度には

71件の動員が確認できるという (ただし､予定も

含む｡東京大学史史料室編 『東京大学の学徒動員

学徒出陣』東京大学出版会､1998年､44ページ)｡

大学の規模からしても､京大でもそう大差ない件

数があっても不思議ではないと考えられるが､詳

細は未だ不明である｡

(10) 『京都帝国大学新開』1943年12月5目付｡

(ll) 同前､1943年12月20日付｡
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[資料]

昭和十八年

八月二十一日 土曜日
〔ママ〕

-､第二学授業ノ初メ

晴

一､医､法学部本年入学試験合格者発表

(経ハ入試ナシ)

一､小南叉一郎教授依願本官ヲ免セラル

八月二十二日 日曜日 晴

一､芸術院会員島崎藤村逝去

-､キスカ島守備ノ帝国陸海軍部隊ハ何等敵ノ妨害ヲ受クルコトナク七月下旬全兵力ノ撤収ヲ完了シ既二新任

務二就キタル旨大本営ヨリ発表

八月二十三日 月曜日 晴

一､午后一時ヨリ総長室二於テ医､工､理､農学部長及化研工研所長会議

一､委託研究こ関スル調査

八月二十四日 火曜日 晴

一､第二回近畿地方行政協議会開催

一､午后一時三十六分発ニテ総長東上(総長会議)

八月二十五日 水曜日 晴

一､十一時ヨリ医院防衛団防空訓練実施

一､文部省委嘱ニカ､ル戦時救護幹部錬成会開講式

一､科学研究問題二関スル帝国大学総長会議こ総長出席

八月二十六日 木曜日 晴

一､帝国大学総長会議本日ヲ以テ終了ス 高松宮殿下ニハ午後六時各総長並学長ヲ宮邸二召サセラレ科学研究

ノ状況ニッキ御聴取遊バサル

一､午後十時ヨリ東本願寺二於テ京都衛戊地合同告別式執行二付庶務課長参列

八月二十七日 金曜日

-､午後四時二十五分着ニテ総長帰学

-､大阪帝大池田書記来課

晴

-11ユー



(西山)

八月二十八日 土曜日 晴

一､午后一時ヨリ総長室二於テ医､工､理､農学部長､化研工研所長会議開催

一､アツツ島守備部隊長山崎保代大佐ハ今回陸軍中将二任セラレ同部隊戦死将校九十三名二対シ恩命ヲ拝シタ

ル旨陸軍省ヨリ発表アリ

ー､勃国王ボリス三世逝去遊バサレ皇太子シメオン殿下御即位遊バサル

ー､旅費規則並同施行細則改正

一､東北帝大磯村書記来課

八月三十日 月曜日 晴

-､工学部上治寅次郎助教授勅任官ヲ以テ待遇セラル

八月三十一日 火曜日 時

一､上治寅次郎助教授依願退官

九月一日 水曜日 晴

-､午前十一時ヨリ総長室二於テ科学研究二関スル協議会開催､医､工､理､農各学部長化学､工学両研究所

長出席

-､京都師団兵務部長山県少将来学(新任挨拶)

-､同学会主催陸海軍航空隊入隊者壮行式ヲ午后三時半ヨリ法経第四教室二於テ挙行

-､本日未明敵機多数南鳥島二来襲､尚敵ハ艦砲ヲ以テ陸上ヲ砲撃シタル旨午后六時十分大本営ヨリ発表アリ

ー､午后六時三十四分警戒警報発令サル

ー､木村康一助教授海軍技師こ任セラル

九月二日 木曜日 晴

一､評議会開催

九月三日 金曜日 晴

-､午後一時ヨリ総長室二於テ科学研究二関スル協議会開催､工､理､農学部長､化研､工研所長､(哩)完勝

教授､(医)木村､正路､高木各教授､(農)片桐､近藤､梶田各教授出席

-､答礼ノタメ総長師団兵務部訪問

一､午后零時二十九分警戒警報解除

-､書記官東上

九月四日 土曜日 晴

-､海軍大尉伏見博英伯爵ハ南方二於テ八月下旬戦傷セル旨海軍省ヨリ発表アリ

九月五日 日曜日 晴

I lls-
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一､滴支訪問中ノ大東亜大臣福岡帰着

九月六日 月曜日 晴

-､後藤光治助教授陸軍軍政地教授二任セラル

九月七日 火曜日 晴

一､午前九時三十分ヨリ総長室こ於テ西崎大学教育課長 卜各学部長 トノ懇談会開催
､てて1

一､嚢二殉職セル故医学部講師宍戸正氏表彰状伝式ヲ午前十一時ヨリ楽友会館二於テ挙行ス､文部大臣代理 ト

シテ西崎大学教育課長､遺族側ヨリ宍戸初子､同圭一両氏出席､本学側ヨリ総長､各学部長､教室関係者等

多数参列ス

九月八目

一､書記官帰学

一､片山書記東京出張

九月九日

水曜日 晴

木曜日 時

一､伊太利バドリオ政府ハ米英こ対シ無条件降伏セリ

右こ関シ帝国政府ハ本日午後二時三十分声明ヲ発ス

ムッソリーニ氏ヲ主班 トスルイタリアファシスト国民政府樹立

九月十日 金曜日 晴

一､鳥養利三郎工学部長依願部長ヲ免セラレ菊川清作教授部長二補セラル

ー､午後五時三十七分頃鳥取県地方二強震アリ

九月十一日 土曜日 晴後雨

一､医学部講師間島春男告別式ヲ午后三時ヨリ内科学講堂二於テ執行､本学ヨリ梧壱対ヲ贈呈ス

九月十三日 月曜日 晴

一､総長舞鶴市へ出張(海軍機関学校卒業式参列ノタメ)

九月十四日 火曜日 晴

-､水野書記舞鶴市へ出張(総長随行ノタメ)

一､着浦庶務課長御令室母堂御逝去二付東京へ

九月十五日 水曜日 晴

一､午前八時ヨリ工学部共同講義室二於テ工鉱関係学校本年度卒業者二対スル勤労管理講座二関スル講演会開

催

一114-
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講師 厚生次官 武井群嗣氏

大日本産業報国会理事長 小畑忠良氏

-､海軍機関学校卒業式二付総長参列､水野書記随行

九月十六日 木曜日 晴

一､午後一時ヨリ評議会開催､続イテ学部長会議開催

九月十七日 金曜日 晴

-､午後三時ヨリ本部大会議室こ於テ官庁､地方公共団体及学校勤務者ノ徴用二関スル協議会開催､各部局事

務主任者出席

一､午后六時半ヨリ楽友会館二於テ理学部内南方科学研究会第二回公開講演会開催

-､永田秀次郎氏逝去

九月十八日 土曜日 晴

一､羽渓了諦教授依願本官ヲ免セラル

九月二十日 月曜日 暴風雨

一､午前十時ヨリ総長室二於テ緊急科学研究体制総務部員会議開催

一､宇治町民愛国宇治号戦闘機献納式(於宇治菟道国民学校午后二時)ニ付総長代理 トシテ福山嘱託参列

-､午前九時ヨリ京都高等蚕糸学校卒業式二付福山嘱託参列

一､午后三時ヨリ卒業式打合会ヲ庶務課長室ニテ開催

九月二十二日 水曜日 晴

一､午前十時ヨリ本部階上会議室こ於テ防衛企画委員会開催

-､午後三時ヨリ工学部共同講義室二於テ緊急科学研究体制打合会開催､総長以下総務部員､研究部員出席

一､午後七時三十分情報局ヨリ国内態勢強化方策二関スル発表アリ
〔ママ〕

一､中華民国国民政府主席王精衛氏入京(二十三日南京帰着)

九月二十三日 木曜日 晴

-､午前十一時ヨリ卒業式挙行

来賓､教職員二九四名､出席学生八八〇名

卒業者数左ノ通り

学部別 昭和十八年九月二十三日卒業者数 創立ヨリノ累計

法学部

医学部

工学部

文学部

三六五

一四七

二八一

八一

一〇､七一一

三､八七〇

五 ､ 六 一 六

三､一二五
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理学部

経済学部

農学部

計

七三

一三 八

一､三一七

臨時附属医学専門部 五五

合計 一､三七二

一､八七三

五､三六四

一､七八二

三二､三四一

一一七

三二､四五ノヽ

九月二十四日 金曜日 時

秋季皇霊祭

一､台湾同胞二対シ徴兵制ヲ施行シ昭和二十年度ヨリ之ヲ徴集シ得ル如ク準備ヲ進ムルコトニ閣議決定ス

九月二十五日 土曜日 晴

一､河野悦次郎陸軍中将京都師団長こ親補セラル

ー､於保不二雄､中田淳一､大西芳雄助教授教授二任セラル

九月二十六日 日曜日 晴

一､仁保亀松名誉教授尭去

一､線長東上

九月二十七日 月曜日 曇

一､前京都師団長馬場中将離任挨拶ノタメ来学､右答礼ノタメ有浦庶務課長京都師団へ出張

-､帝国政府ファシス ト共和政府ヲ承認ス

九月二十八日 火曜日 晴

-､本日ヨリ二日間本部階上大広間二於テ文部省教学局内東亜史概説編纂部協議会開催､本省ヨリ藤野教学官

外七名､本学ヨリ那波､小牧､梅原各教授､宮崎助教授出席

一､十月二十五日臨時議会召集ノ旨発表(会期二十六日ヨリ三日間)

企画院並商工省ヲ廃止シ軍需省ヲ創設ノ旨発表

九月二十九日 水曜日 時

一､総長帰学

一､午後一時ヨリ総長室二於テ学部長会議開催

-､大学院又ハ研究科ノ特別研究生二関スル省令公布サル

一､秋田正雄書記大阪帝大事務官こ任セラル

九月三十日 木曜日 時

-､評議会開催
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一､比島独立準備委員長ホセ ･ピー ･ラウレル氏一行来朝

一､田島順教授､秋田正雄事務官依願本官ヲ免セラル

十月一日 金曜日 晴

一､午前九時ヨリ入学生宣誓式挙行 出席者教職員 六五

学 生 一､八五七

一､午前十時ヨリ本部階上二於テ防衛団総務部員会開催

一､野田謙吾中将教育総監部本部長二補セラル

ー､官庁執務時間改正二閑スル件制定(十月二日ヨリ実施)

十月二日 土曜日 晴

一､書記官､庶務課長､饗庭野へ出張

一､農商省及運輸通信省創設二関シ情報局ヨリ発表

十月三日 日曜日 晴

一､正午ヨリ教官食堂こ於テ軍事援護学会関西支部発会式挙行

十月五目 火曜日 時

一､午後三時ヨリ法経第一教室二於テ大本営海軍報導部課長栗原悦蔵海軍大佐ノ特別講演開催､演題 『戦局ノ
〔ママ〕

現階段 卜其様相』

一､午後六時半ヨリ平八茶屋二於テ秋田氏送別会開催

十月六日 水曜日 晴

-､本学官制公布セラル

十月七日 木曜日 晴

一､午后零時半ヨリ総長室二於テ学部長会議開催

一､午后一時ヨリ大会議室二於テ緊急科学研究体制総務部員､研究部長会議(定例研究報告会)開催､右終了後

再度学部長会議開催ス

十月八日 金曜日 晴

一､午後三時ヨリ防衛団総務部員会議開催

〔新開記事貼付〕

｢情報局発表(八日午後七時三十分)本八日午後七時三十分親任式を行はせられ左の通り発令せらる

内閣総理大臣陸軍大臣陸

軍大将正三位勲一等功二級 東条英機

兼任商工大臣
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鉄道大臣正三位勲一等

兼任逓信大臣

商工大臣従三位勲二等

任国務大臣

逓倍大臣

依頼免本官

国務大臣兼企画院総裁

依頼免本官並兼官

正三位勲二等

八田嘉明

岸 信介

寺島 健

鈴木貞一

鈴木貞一

特に前官の礼遇を賜ふ｣

-､遠藤､佐々木､河村､桜井各書記京大書記こ任セラル(奏任官)

十月九日 土曜日 南

-､午後一時ヨリ総長室二於テ学部長会議開催

-､本日ヨリ土曜半休廃止実施

-､中沢良夫教授依願退職､鳥養利三郎教授工学研究所長二補セラル

十月十日 日曜日 雨

-､ビルマ国特派大使テ-モン氏来朝

十月十一日 月曜日 晴

一､午後一時ヨリ防衛団総務部員会議開催

-､午後三時ヨリ法経第-教室二於テ左記ノ通講演会開催

学徒ノ経験起 大本営海軍報道部員 高戸主計中尉

西南太平洋ノ決戦 大朝報道班員 武田道太郎

十月十二日 火曜日 晴

一､本田文部省科学局企画課長束学

一､午后二時ヨリ緊急科学体制総務部員会議開催

-､中沢岩太名誉教授尭去

十月十三日 水曜日 晴

東久避宮盛厚王殿下 卜照宮成子内親王殿下 トノ御結婚ノ礼ヲ挙ゲサセラル

十月十四日 木曜日 晴

-､評議会開催

一､靖国神社臨時大祭招魂式執り行ハル
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〔ママ〕
一､フイリピリ共和国独立ヲ宣言､初代大統領こ､ラウレル氏就任､帝国政府ハ即 日之ヲ承認､同盟条約ヲ締

結ス

一､故中沢名誉教授告別式こ付本学 ヨリ橋一対ヲ贈呈

十月十六 日 土曜日

靖国神社臨時大祭

柳原二位局菱去

十月十七 日 日曜日

神嘗祭

一､庶務課長東上

晴

曇後雨

十月十八 日 月曜日 晴

一､午后三時ヨリ法経第四教室二於テ左記講演会開催

征て立つ人に 文学部講師 貴液周

一､法学部大西芳雄助教授､教授に任セラル

十月十九日 火曜日 晴

-､午后六時半ヨリ法経第四教室二於テ本年十二月入営予定者ノ壮行会開催

十月二十日 水曜日 晴

-､総長東上､庶務課長帰学

-､谷口嘱託御令閏告別式二付片山書記､田中嘱託代表 トシテ参列ス

十月二十一日 木曜日 晴

一､午後三時ヨリ法経第四教室二於テ特別講演 講師川田順氏

一､自由印度仮政府樹立ス

十月二十三日 土曜日

一､総長帰学

-､自由印度仮政府ヲ帝国承認ス

十月二十五日 月曜日

-､海軍技術研究所 鈴木大佐来学

晴

曇後雨

-､午後一時ヨリ総長室二於テ緊急科学研究体制総務部員会議開催

-､第八十三臨時議会成立ス

一､学徒臨時徴兵検査開始
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十月二十六日 火曜日 晴

-､天皇陛下開院式こ行幸アラセラル

十月二十七日 水曜日 晴

-､午後七時ヨリ京都霊山護国神社合紀祭挙行二付羽田総長参列来賓総代 トシテ玉串奉巽､水野書記随行

十月二十八日 木曜日 晴

-､午前九時ヨリ岡崎運動場こ於テ京都府主催大東亜戦争戦毅軍人軍属慰霊祭ヲ神式及仏式二依り執行セラレ

タリ､総長代理 トシテ有浦庶務課長参列(仏式ノ際水野書記交替) 尚学生代表参列セリ

一､午后一時評議会開催､引続キ学部長会議ヲ開キ慰霊祭ヲ十二月四日二営ムコト及本年臨時徴兵検査ヲ受ケ

タル学生ノ取扱方二関シ協議セリ

十月二十九日 金曜日 晴

一､海軍大学校教頭白石少将委託学生修学状況視察ノタメ来学､総長 卜懇談ノ後工学部視察

一､東本願寺二於テ京都衛戊地各部隊合同告別式挙行二付松本学生主事参列

-､京城帝大岡部庶務課長及日高書記事務視察ノ為来学

十月三十日 土曜日 晴

日華新同盟条約南京二於テ締結サル

十一月一日 月曜日 晴

一､軍需､運輸通信､農商ノ三省開庁サル

一､午後一時ヨリ総長室こ於テ神戸商大､大阪南大学長､本学法､文､経学部長等ノ会議開催

-､午後一時ヨリ庶務課長室二於テ明治節打合会開催

十一月三日 水曜日 晴

午前九時ヨリ明治節拝賀式挙行､参列者職員 九五名

学生二九六名

十一月四日 木曜日 晴

一､午後一時ヨリ総長室二於テ緊急科学研究体制研究部長会議開催

十一月五日 金曜日 晴

一､東京こ於テ大東亜会議開催

十一月六日 土曜日 晴

一､ブーゲンビル島沖航空戦二関スル戦果発表
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十一月七日 日曜日 晴

-､書記官東上

十一月九日 火曜日 南

一､本日午后四時､ブーゲンビル島沖航空戦ノ戦果発表アリ

十一月十日 水曜日 晴

一､午后一時十五分岡部文相来学､昼食後工学部､理学部､農学部ヲ視察､夜岡崎つる家二於テ招宴

一､午后三時ヨリ大会議室二於テ防空演習二関スル事務打合会開催

一､書記官帰学

十一月十一日 木曜日 晴

一､評議会

十一月十二日 金曜目 時

-､防空演習､午前八時訓練空襲警報発令､午后五時右解除

十一月十三日 土曜日 晴

一､防空演習､午前七時十五分訓練空襲警報発令､同八時四十分右解除

-､ブーゲンビル島沖第三次航空戦々果発表

十一月十四日 日曜日 晴

-､ブーゲンビル島沖第四次航空戟々果発表

十一月十七日 水曜日 晴

-､第五次ブーゲンビル島沖航空戦々果発表

-､藤原銀次郎氏国務大臣二親任セラル

ー､午后三時ヨリ法経第四教室二於テ講演会

禅について 鈴木大拙氏

一､総長大阪市へ出張

十一月十八日 木曜日 時

-､総長奈良市へ出張

十一月十九日 金曜日 晴

一､文部省嘱託豊田久二氏来学
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十一月二十日 土曜日 晴

-､午前八時三十分ヨリ運動場二於テ出陣学徒壮行式挙行

右終了後平安神宮こ於テ祈願祭執行

十一月二十一日 日曜日 晴

一､線長東上(二十五日迄)

十一月二十二日 月曜日 晴

一､第一次ギルバート諸島沖航空戟ノ戦果発表

十一月二十三日 火曜日 晴

新嘗祭

十一月二十四日 水曜目 時

一､本日ヨリ十二月四日迄十日間本年度成人教育講座開講

-､本学官制中改正ノ件公布サル

十一月二十五日 木曜日 晴

-､評議会

一､総長帰学

十一月二十六日 金曜日 晴

一､舞鶴機関学校長来学

十一月二十七日 土曜日 晴

-､正午ヨリ四時迄尊壊堂公開小展観

一､午後二時大東亜新開大会出席者約四十名来学､尊嬢堂工学研究所ヲ見学､学内一巡ノ後離学

一､午後一時ヨリ緊急科学体制総務部員会議ヲ総長室こ於テ開催

十一月二十八日 日曜日 晴

書記官東上

十一月二十九日 月曜日 晴

-､第二次､第三次ギルバート諸島沖航空戦二関スル戦果発表

十二月一日 水曜日 晴

一､午后三時ヨリ慰霊祭事務打合会開催
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-､第四次ギルバー ト諸島沖航空戦々果発表

一､理学部小泉源一教授依願退官

十二月二日 木曜日

-､緊急科学研究体制定例報告会開催

曇

一､庶務課長室二於テ午前十一時ヨリ慰霊祭及詔書捧読式ノ事務打合会開催

十二月四日 土曜日 晴

一､午前十時ヨリ本部階上大広間こ於テ第三回戦役者合同慰霊祭執行､教職員一一六名学生九六〇名参列､十

一時終了

-､陸軍部隊ハ常徳県城ヲ完全占領セル旨大本営ヨリ発表

-､本 日ヲ以テ成人教育講座終了ス

十二月五 日 日曜日 晴

-､第六次ブーゲンビル島沖航空戦々果発表

十二月六日 月曜日 晴

一､マーシャル諸島沖航空戦々果発表

十二月七日 火曜日 時

一､午後六時ヨリ法経第四教室二於テ同学会主催ノ ｢開戦前夜を偲ぶ会｣開催

-､大藤高彦名誉教授菟去

十二月八目 水曜日 曇小雨

-､大詔奉戴二周年記念日

午前九時ヨリ本学運動場二於テ詔書捧読並学生分列式挙行､参列職員一二〇名､学生二､三九七名

石終了後総長各学部長学生代表平安神宮参拝ス

一､本目大本営ヨリ大東亜戦争開始以来ニケ年間二帝国陸海軍ノ敵米英二与へタル人的損害ノ概数左ノ通り発

表アリ

米軍 二十七万七千名

英軍 十二万五千名

帝国ノ英米二依ル戦死傷者約十五万九千名

十二月九日 木曜日 晴

一､評議会､学部長会議開催

-､緊急科学研究体制総務部員会議開催
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十二月十二日 日曜日 晴

神宮御親拝一周年二付午後一時二十二分ヲ期シ全国一斉皇大神宮二対シ奉り必勝ノ祈念ヲ捧グ

十二月十三日 月曜日 晴

一､午前十時ヨリ緊急科学研究体制総務部員並研究部長会議開催

十二月十四日 火曜日 時

一､文部省体育局桧垣事務官､高橋体育官来学

十二月十五日 水曜日 晴

一､総長帰学

一､午前九時大同学院研究所研究員一行三十二名乗学､尊壊堂見学

-､昭和十八年末賞与支給サル

十二月十七日 金曜日

-､午後一時ヨリ学部長会議開催

十二月十八日 土曜日 晴

-､文官等ニッイテ初ノ支那事変論功行糞発表セラル

十二月二十日 月曜日 晴

-､タラワ島､マキン島守備ノ帝国海軍陸戦隊ハ十一月二十一日以来三千ノ寡兵ヲ以テ五万余ノ敵上陸軍ヲ遊

撃奮戦中十一月二十五日最後ノ突撃ヲ敢行､全員玉砕セル旨大本営ヨリ発表

一､午後一時ヨリ防衛企画委員会開催､防衛団規則改正ノ件議決

十二月二十一日 火曜日 晴

一､本学運動場二於テ本年度学生教練査閲執行セラル査閲官京都師団兵務部長山県少将

一､名古屋帝国大学庶務課長原進一郎氏来学

十二月二十二日 水曜日 晴

一､理学部木村正路教授退官

十二月二十三日 木曜日 晴

一､評議会

一､徴兵適齢低下二関シ情報局ヨリ発表

十二月二十四日 金曜日 晴
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第八十四帝国議会成立

十二月二十五 日 土曜日 晴

大正天皇祭

十二月二十七 日 月曜日 曇

-､庶務課長官舎二於ケル課長ノ招宴二課員一同招待セラル

十二月二十八 日 火曜日 時
〔ママ〕

一､年末年当支給

一､午后一時 ヨリ緊急科学研究体制総務部員会議開催

-､次官会議決定通牒ニヨリ年末年始ノ休暇廃止

一､午後一時ヨリ緊急科学研究体制総務部員会議開催 〔重複ママ〕

十二月二十九 日 水曜日 晴

-､午前十一時ヨリ防衛団総務部員会議開催

-､午後一時 ヨリ防衛団長会議開催

十二月三十日 木曜日 雨

大塚一郎､中川与之助助教授教授二任セラル､浅井良三助教授二任セラル､健康相談所医員辻昇三陸軍司政官

二任セラル

昭和十九年

一月一 日 土曜日 晴

四方拝

午前九時ヨリ拝賀式挙行､出席者教職員一七一名､学生一六四名

一月三 日 月曜日 晴

元始祭

一月囲日 火曜 日 晴

-､決戦官紀振粛四勅令公布実施セラル

一月五 日

新年宴会

水曜日 曇後雪
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一月七日 金曜日 晴

一､午後一時清水文部省科学局長､木下理事官来学

工学研究所荒勝研究室､戸田研究室ヲ見学視察(1)

一､-月六日付勅令第九号ヲ以テ本学官制申改正ノ件公布セラル(一月七日)

一月八日 土曜日 雪後晴

-､午前十時ヨリ清水科学局長､木下科学官 卜本学緊急科学研究体制総務部長 卜総長室二於テ懇談､右終了後

尊撲堂及文学部陳列館ヲ見学

一､午後一時ヨリ本学防衛団幹部訓練実施､高橋加茂消防署長以下人名指導ノタメ来学､先ヅ法経第三教室二

於テ消防署長ノ訓話後三班こ分チ防火ノ基礎訓練受講約百六十名出席三時四十分終了セリ

一､岡部文部大臣午後四時三十六分桃山御陵駅着､御陵参拝ノ後京都ホテル投宿､夜総長官舎こテ総長等 卜懇

談

-､午後二時ヨリ科学動員西日本研究班長会議開催左記ノ通り

〔新開記事貼付〕

｢科学動員西部地方研究班長会議 文部省学術研究会科学動員委員会主催西部地方第-回研究班長会議は八日

午後二時から京大医 〔理に訂正〕学部会議室で開催

文部省側から清水科学局長､木下科学官､久保田科学動員課長､須川理事官､学研側から同副会長､科学研

究動員委員会委員長林春雄博士､山鹿事務官､研究班から北川敏男(九大理学部)囲正造(京大理学部)清水辰

次郎(阪大理学部)本野亨(京大理学部(2))雄山平三郎(阪大音響科学研究所)松山基範(京大理学部)西原利夫(京

大工学部)水野善右衛門(九大理学部)久野寧(名大医学部)戸田正三(京大医学部)今村荒男(阪大医学部)市川禎

治(広島文理大)野間隆治(京大理学部)長谷川万苦(京大理学部)勝沼精蔵(名大医学部)堀場信書(京大化学研究

所長)各班長ら三十余名出席

林委員長､清水局長の挨拶についで久保田動員課長は今次発足した科学研究動員に関し研究上の連絡に伴ふ

各大学間の協調打合せ方ならびに将来の運営方策などにつき説明､各波長と文部省学研側との間に質疑応答あ

り四時半散会､六時からミヤコ･ホテルで会食したこれにより西日本の大学すなはち名大､京大､阪大､広島

文理大､九大の科学者約〇〇名は今後大学間の割拠対立を解消し班長の下に一心協力して戦力増強戦争遂行に

遇進することとなった｣

一月九日 日曜日 晴

岡部文部大臣午前八時四十五分京都駅発列車ニテ名古屋こ向フ

書記官東上

一月十一日 火曜日 晴

一､線長東上

一月十二日 水曜日 晴

一､書記官帰学
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一月十五日 土曜日 時

-､総長帰学

一月二十日 木曜日 晴

-､午後零時三十分ヨリ総長室こ於テ緊急科学研究体制総務部員会議､同一時ヨリ大会議室こ於テ右総務部及

研究部長会議開催

一､書記官東上

一月二十三日 日曜日 晴

一､医､工､理､農各学部長並学生課長､舞鶴海兵団入団学生慰問激励ノタメ舞鶴へ出張

一月二十四日 月曜日 晴

一､午前十時ヨリ部局長総長室二参集､総長ヨリ左記事項二付示達アリ

官吏服務規律こ関スル件 女子就職二閑スル件 火災盗難予防二問スル件等

一月二十五日 火曜日 南

一､午前十時ヨリ東本願寺二於テ中部第四十三部隊合同告別式執行セラレタルニ付大学専門学校代表総長代理

トシテ有浦庶務課長参列ス､弔辞捧呈

-､在郷軍人会帝大分会査閲執行(午前九時一午后三時半)

-､文部省科学局松平嘱託来学

一月二十六日 水曜日 晴

一､午後二時ヨリ総長室こ於テ学部長会議開催

一月二十七日 木曜日 晴

-､評議会

一月二十八日 金曜日 晴

-､入営学徒状況視察並激励ノタメ総長､松本､山本両学生主事及配属将校等伏見へ出張

一月三十日 日曜日 晴

-､庶務課長東京出張

一月三十一日 月曜日 晴

猪子止克之助名誉教授菟去

二月二日 水曜日 雪後晴
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大阪軍需監理部長長谷川治良陸軍中将総長､理､工学部長等へ就任挨拶ノタメ来学

二月三日 木曜日 晴

一､庶務課長帰学

一､安達旅順工科大学長及青柳同学事務官来学

二月四日 金曜日 曇後雨

西田文部属来学

二月五日 土曜日 晴

一､中部軍管下二対シ午前七時訓練空襲警報発令､八時四十分訓練空襲警報解除､九時訓練警戒警報解除サ

ル

ー､午后一時ヨリ庶務課長室二於テ科学研究資材二関スル協議会開催､医､工､理､農､化研､工研､結核､

会計､営繕各部局事務主任者出席

一､猪子名誉教授告別式ヲ医院整形外科講堂二於テ挙行､本学ヨリ供花ヲ贈呈ス

二月七日 月曜日 晴

一､線長大阪市へ出張､寺田書記随行

二月八 日 火曜日 晴

一､午后三時ヨリ総長室二於テ緊急科学研究体制総務部員会議開催

二月十日 木曜日 晴

午后一時ヨリ学部長会議開催

二月十一日 金曜日 晴

一､午前九時ヨリ紀元節拝賀式挙行､参列者教職員一二五名学生三六四名

右終了後総長､学部長及学生代表ハ平安神宮二参拝必勝祈願ヲナス

二月十二日 土曜日 曇

-､本 日左記ノ通中部軍管下二対シ訓練警報発令サル

午前六時三十分 訓練空襲警報

ク 八時二十分 訓練空襲警報解除

･, 八時三十分 訓練警戒警報解除

尚八時十分配属将校室北側及法経第四教室屋上二焼夷弾落下ノ軍部ヨリノ現示アリ同八時十五分鎮火 卜同

時二不発弾落下ノ現示アリ

ー､海軍技術研究所材料研究部長五百旗頭啓少将来学､理学部荒勝研究室見学
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二月十四日 月曜日 晴

一､本学官制中改正ノ件公布(一九年二月十二日勅令第七十号)

二月十六日 水曜日 晴

一､横溝文部属来学

二月十七日 木曜日 晴

一､緊急科学研究体制総務部員研究部長会議ヲ午后一時ヨリ大会議室二於テ開催

一､学校報国隊京都地方部結成式準備ノタメ加賀美､川口両文部属来学

二月十九日 土曜日 晴

一､午前十時半ヨリ楽友会館二於テ学校報国隊京都地方部結成式挙行､本省ヨリ永井専門教育局長､西崎大学

教育課長､川口､加賀美文部属等出席

一､本日親任式ヲ行ハセラレ左ノ通り発令セラレタル旨情報局ヨリ発表アリ

任大蔵大臣 石渡荘太郎

任農商大臣 内田信也

住道輸通信大臣 五島慶太

一､菊池､喜多､川村､小南､中沢各元教授二対シ名誉教授ノ称号ヲ授ケラル

ー､本学官制中改正ノ件公布(一九年二月十八日勅令第八十三号)

二月二十日 日曜日 晴

一､柴田書記東上

二月二十一日 月曜日 曇

-､今般左ノ通親補セラレタル旨陸軍省ヨリ発表

補参謀総長 陸軍大将 東条英機

補軍事参議官兼参謀次長 同 後宮 淳

補中部軍司令官 陸軍中将 飯田祥二郎

一､今般左ノ通親補セラレタル旨海軍省ヨリ発表

補軍令部総長 海軍大将 嶋田繁太郎

二月二十三日 水曜日 雨

柴田書記帰学

本学官制改正ノ件公布(十九年二月二十二日勅令第九十四号)

二月二十四日 木曜日 晴

午后一時ヨリ評議会､終了後学生課所管事項二付学部長会議開催
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二月二十五日 金曜日

一､線長東上

晴

一､クエゼリン島並ニルオット島ヲ守備セシ約四千五百ノ帝国陸海軍部隊並二千ノ軍属ハ一月三十日以来来襲

セル散大機動部隊ヲ遊撃勇戦奮闘敵二多大ノ損害ヲ与へタル後二月六日最後ノ突撃ヲ敢行全員壮烈ナル戦死

ヲ遂ゲタル旨本日十六時大本営ヨリ発表アリ

ー､国近三吾助教授(化研)ニ任ゼラル

二月二十六日 土曜日 晴

午后一時ヨリ庶務課長室二於テ科学者戦時召集延期二関スル事務主任者会議ヲ開催

二月二十九日 火曜日 晴

一､文部省科学官長井経理氏外一名(山内氏)来学｡医､工､理､農､化研､工研､結核研事務主任等 卜庶務

課長室二於テ自然科学外国文献速報等ノ問題二関シ協議

-､総長帰学

三月五目 日曜日 雨後晴

-､官庁休日廃止実施二伴ヒ本日ヨリ日曜日モ平常通リノ勤務ヲナス(当課二於テハ不取敢各掛ヨリ一名出勤

トス)

三月六日 月曜日 晴

一､決戦非常措置要綱ノ具体策 トシテ学徒動員実施要綱決定

三月八日 水曜日 晴

-､経済学部高田保馬教授退官

三月九日 木曜日 曇

-､評議会 午後一時ヨリ

ー､学部長会議 評議会後

-､緊急科学研究体制総務部員会議 午後三時ヨリ

三月十日 金曜日 曇

一､塚本書記壮行会(応召入隊二付庶務課員有志こテ百万遍神海楼二於テ午後五時ヨリ開催)

三月十一日 土曜日 曇雪

一､九州帝国大学庶務課長福田信夫氏来学

一､文部省科学局属西村甲子雄氏来学(汐見教授､矢野名誉教授等 卜人文科学研究費二付打合)

-､塚本書記出発(十二日敦賀中部第三六部隊入隊ノ為本日午前十時三分京都出発､見送ノ為課員ヲ代表シ課
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長ノ外柴田､水野､小川書記京都駅二向フ)

一､住友書記出張(福岡､広島両市へ自三月十一日至三月十六日出張)

一､強歩大会(同学会主催ヲ以テ桂､仁和寺､本学間ノ強歩大会)

三月十三日 月曜 晴

-､宮谷書記出張(東京､仙台両市へ)
〔ママ〕

一､片山書記出張(金沢､新潟両氏へ)

一､学生課長更迭 松本学生主事課長二補セラル

三月十四日 火曜 晴

-､文部省科学局属山本恵明来学(科学研究費経理其他二問シ庶務会計課主任一同卜協議)

三月十五日 水曜 晴

一､平安神宮御鎮座五十年祭執行(本学二於テハ国旗掲揚､午前十一時在処ニテ遥拝庶務課長総長代 トシテ参

拝)

三月十六日 木曜 晴

一､美作教学官外思想課員玉名来学(思想関係図書調査並学生主事等 卜懇談ノ用務)

-､緊急科学研究体制研究報告会(午后一時ヨリ本部階上ニテ､欠席者堀場総務部員終了午後五時半)

-､海軍省告示第五号ヲ以テ海軍々事教習会ノ規程こ依り海軍武官派遣ノ学校二定メラレタリ

三月十七日 金曜 晴

-､部局事務主任者打合会(午后三時ヨリ五時半マデ､大会議室ニテ､緊急科学研究費経理等ノ件)

三月十九日 日曜 晴

一､総長登庁

-､福山嘱託出張(東京市へ至三月二十三日迄)

三月二十日 月曜 曇時々雨

-､中村光治海軍少将海軍武官派遣打合セノタメ来学

-､京城帝大総長更迭山家信次教授総長二任ゼラル

三月二十一日 火曜 曇

春季皇霊祭

三月二十二日 水曜 曇

-､午前十時ヨリ課長室こ於テ通則改正二関シ打合 山本主事 桜井書記
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一､午前十一時ヨリ総長室二於テ配属将校各学部長学生主事学生課長懇談会開催
〔ママ〕

一､休会中ノ帝国議会再会

三月二十三日 木曜

一､評議会

晴

三月二十四日 金曜 曇

一､左京区出身戦役者合同慰霊法要午后二時ヨリ黒谷本堂二於テ執行セラレタルニ付柴田書記総長代理 トシテ

参列ス

三月二十五日 土曜 晴

一､第八十四通常議会開院式挙行セラル

ー､文部省科学局岩田属来学

三月二十七日 月曜 曇

一､緊急科学研究体制研究部長会議午后一時ヨリ総長室こ於テ開催

-､文部省教学局松崎寿和雇来学

三月二十八日 火曜 雨

-､午后三時ヨリ本学運動場二於テ工学部三回生一部教練査閲､査閲官山県師団兵務部長来学

-､総長出張(東京都)

一､学校休業日変更二関シ文部省令公布サル

三月三十日 木曜 晴

一､配属将校前広中佐夫人告別式午前十一時ヨリ西円寺二於テ執行セラレ有浦課長､水野､柴田､小川各書記

参列

三月三十一日 金曜 晴

一､医学部盛教授農学部押田助教授退官

一､総長上京中ノ処帰学

一､並山輿道京都地方裁判所長二補セラル

四月一日 土曜 晴

-､所得税引上郵便料其他借上サル

ー､農学部助教授安部卓爾京都府立高農教授こ補セラル

ー､牧田覚三郎中将舞鎮長官二補セラル

ー､臨時附属医専官制改正公布サル
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-､医学部規程中､医学専門部学則中 〔ママ〕

四月二日 日曜 雨

-､京城帝大書記杉山志敏氏来学

四月三日 月曜 曇

一､神武天皇祭

四月四日 火曜 晴

一､年度末賞与支給サル(書記十八割五分)

-､敵有力機動部隊カロリン群島南方二来襲我ガ所在部隊ハ之ヲ遊撃シ戦艦等六隻ヲ撃沈破約八十機ヲ撃墜セ

ル旨大本営ヨリ発表

四月六日 木曜 晴

-､評議会(通則改正提出)

四月七日 金曜 雨

-､和歌山工業専門学校教務課長岩城忠一氏来学

一､宿直室拡張ノタメ部屋ノ模様替ヲナス

一､谷口嘱託配属将校室勤務 トナル

四月十一日 火曜 曇

一､昭憲皇太后三十年式年祭山陵祭御執行二付総長伏見桃山東陵二参拝

一､助教授荒木源太郎教授(工)ニ任ゼラル

ー､助教授矢野哲夫工業試験所技師二転出ス

四月十二日 水曜 晴

-､総長滋賀県高島郡二於ケル法経学生ノ勤労作業視察ノタメ出張

一､藤田春雄嘱託庶務係勤務 トシテ本日ヨリ出勤

四月十三日 木曜 曇

-､午后一時ヨリ総長室二於テ緊急科学研究体制総務部員会引続キ二時ヨリ大会議室二於テ定例研究報告会開

催

四月十四日 金曜 晴曇

一､書記官出張(東京)
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四月十五日 土曜 曇

一､緊急科学研究費年度末手当給与サル 甲八十円乙六十円丙四十円

四月十六日 日曜 晴

一､総長出張(東京都)

一､大日本育英合法本日ヨリ施行サル

四月十七日 月曜 晴

-､私大設立ヲ擁ル文部省清職事件発表サル

一､学徒勤労動員二関シ文部大臣ヨリ訓令ヲ発セラル(文部省訓令第十一号) 文部省二勤労動員本部ヲ設置サ

ル

四月十八日 火曜 曇後雨

-､内務省地方局長新居善太郎京都府知事二任ゼラル

四月十九日 水曜 雨後曇

一､書記官帰学

四月二十日 木曜 晴

一､総長帰学

一､評議会

四月二十二日 土曜 晴

一､総長出張(島根県下へ学徒勤労作業状況視察ノタメ､松本学生課長､住友書記帯同)

-､陸軍技術候補生及陸軍技術部委託生徒召募連絡懇談会(午後四時ヨリ約一時間､於法経第四教室､京都師

団粉川大尉)
してマ1

一､宮本英修名誉教授菟去(午前十一時､上京区塔ノ段毘沙門町四五六ノ自邸ニテ尭去 享年六十三歳)

四月二十四日 月曜 曇

一､内閣告示第十二号ヲ以テ靖国神社臨時大祭こ付四月二十五日諸官員並陸海軍軍隊､諸生徒二休暇ヲ賜フ旨

仰出サレタリ

ー､京都府立医科大学火事 午後八時三十分頃医大構内東南隅ニアル基礎医学教室ヨリ出火､第一実験室､第

二実験室､医化薬品室､生理研究室､同実験室､生理薬物学実習室､薬物手術室､薬物実験室等各教室ヲ

殆 ド全焼シテ十時頃鎮火､損害ハ備品ノミニテ百万円二上ルト見ラル

四月二十五日 火曜日 曇雨

一､靖国神社臨時大祭二付休業ス 学生代表午前八時三十分京都霊山護国神社へ参拝､職員学生ハ随意参拝シ
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護国ノ英霊二感謝シ哀悼ノ意ヲ表セリ
〔ママ〕

一､枚宮本英修名誉教授ノ葬儀ハ本日午後一時ヨリ､告別式ハ午後二時ヨリ三時迄市内寺町二条下ル妙満寺二

於テ執行セラレタリ

ー､天皇陛下ニハ靖国神社臨時大祭第二日ノ今二十五日､同神社二行幸アラセラレ午後一時十五分､親シク興

亜ノ戦ノ庭二尽忠ノ華 卜散ッタ新合紀ノ祭神二万五柱ヲ始メ護国ノ英魂二御親拝アラセラレダリ

四月二十六日 水曜 晴

-､文部省総務局資材課雇水野晃来学

一､総長帰学

一､崇仁親王妃百合子殿下ニハ午前十時五十八分御分娩内親王御誕生アラセラル

四月二十七日 木曜 晴

一､午后一時ヨリ庶務課長室二於テ天長節式次並御真影奉遷二付打合会開催出席者庶務課長､柴田書記､水野

書記､林田書記､鈴木書記､住友書記

-､黒正教授(農学部)六高校長兼本学教授二任ゼラル

四月二十八日 金曜 晴

-､足立晃太郎助教授(農学部)依願免本官

-､大阪帝大助教授小林稔本学助教授(理学部)こ任ゼラル

四月二十九日 土曜 晴

一､天長節 参賀者職員一四五名学生二〇〇名

一､名誉教授狩野直喜文化勲章ヲ授ケラル

ー､御真影ヲ新奉安庸二奉遷ス (天長節拝賀式終了後こ於テ階上ノ奉安庫ヨリ階下ノ新奉安庫二奉遷ス 二

箇ノ奉納檀ヲ夫々書記二名棒ニテカツギ二回こ分ケ奉納(庶務課長先導)､新奉安庫入口ノ処ニハ総長､書記

官､営繕会計両課長奉迎､檀ハ書記二名ニテ庫内二安置セリ)

五月一日 月曜 晴

-､午后二時ヨリ総長室二於テ学部長会議開催

五月二日 火曜 晴

-､八木芳之助教授(経済学部)逝去(葬儀五月八日午后一時ヨリ一般告別式三時-四時経済学部構内)

-､庶務課長出張(東京)

五月三日 水曜 晴

-､助教授寺見広雄､李升基､夫々教授二任ゼラル

加藤嚢雄助教授(工学研究所)ニ任ゼラル

-135-



京都大学大学文書館研究紀要 第2号 2004年

助手尾曾越文亮附属医尊教授二任ゼラル

五月四日 木曜 曇

一､総長総長会議出席ノタメ上京

五月五日 金曜 雨后晴

-､聯合艦隊司令長官古賀大将去ル三月機上こ於テ作戦指揮中殉職セラレ後任二豊田副武大将補セラレタル旨

大本営ヨリ発表サル

一､学徒勤労動員ノ実施要領 卜受入側措置要綱決定示達サル

一､中部管下防空訓練実施 午后六時訓練空襲警報発令午后七時五十三分右解除午后八時三分訓練警戒警報

解除

-､ビルマ国駐在最高顧問小川郷太郎氏来学(人事用務打合)

五月七日 日曜 晴

一､総長帰洛

五月八日 月曜 曇

-､庶務課長帰学

一､枚八木教授葬儀一時ヨリ経済学部構内こ於テ執行 一般告別式三時ヨリ四時迄

一､午后四時ヨリ総長室二於テ学部長会議開催

五月十日 水曜 雨

一､陸軍航空技術学校々長谷口初蔵少将同数官山田航技少佐員外学生教育並二研究状況視察ノタメ来学

一､午后七時三十分ヨリ京都霊山護国神社春季合紀祭執行こ付総長代理 トシテ庶務課長参列

一､官立大学高専校入学選抜大綱決定発表サル

一､佐々木申二教授(理学部)帝国学士院賞授与セラル

五月十一日 木曜 雨後曇

一､午后一時ヨリ大会議室二於テ緊急科学研究体制第八回定例研究報告会開催

五月十二日 金曜 晴

-､古賀元帥海軍葬築地西本願寺二於テ執行

-､書記官東上

五月十三日 土曜日 晴

-､寺田書記壮行会(地下室あづまやこ於テ庶務課員有志二依り午後四時ヨリ開催)

-､宮崎助教授(文学部)小早川助教授(法学部)教授二小野寺助手(農学部)助教授二任ゼラル 木村英一､島恭
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彦助教授(人文)ニ任ゼラル

五月十五日 月曜

一､寺田書記応召第三十七部隊へ入隊

晴

一､文部省営繕工事協議会(午前九時ヨリ本部大会議室二於テ開催､出席校十四､文部省ヨリ山崎資材課長､

横田､石野両文部属)

五月十六日 火曜

一､書記官帰学

晴

五月十七日 水曜 晴

一､午後一時ヨリ青少年学徒二賜ハリタル勅語捧読式ノ打合会開催

五月十八日 木曜 小雨

一､評議会開催予定ノトコロ総長病気引寵中こ付五月二十五日二変更

-､午後一時ヨリ学生懲戒委員会ヲ､同委員会終了後建築委員会ヲ開催

-､京都繊維専門学校長村桧舜祐氏来学(総長こ挨拶用務)

五月十九日 金曜 曇

-､総長病気引龍

一､寺尾宏二学生主事二任ゼラル

五月二十日 土曜 曇後/J､雨

一､本学官制改正公布サル(航空医学講座其他)

一､木材研究所官制公布サル

ー､教授梶田茂木材研究所長二補セラル

五月二十二日 月曜 晴

一､午后二時ヨリ運動場二於テ青少年学徒二賜ハリタル勅語奉読式挙行(出席学生生徒数一､九〇二名)

一､文部省専門教育局親木監理課長楽友会館二投宿

五月二十五日 木曜

一､評議会 学部長会議

五月二十六日 金曜

-､総長出張(東京都)

曇

小雨
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五月二十七日 土曜 曇

-､海軍記念 日ニテ午后三時ヨリ法経第一教室二於テ学生課同学会主催海軍中佐前川二三郎氏講演会開催

五月二十八 日 日曜 晴

-､総長帰洛

-､会計検査開始(中島副検査官外二名)

五月二十九日 月曜 晴

一､文部省関係許可認可等臨時措置令施行規則文部省令第二十四号ヲ以テ六月一目ヨリ施行ノ旨公布サル

一､陸軍予科士官学校藤森教授外四名教程編纂資料蒐集ノタメ図書館二乗学

五月三十一日 水曜 晴

一､陸軍科学学校長七田中将来学

六月一日 木曜 晴

一､勤労報国隊ノ件こ関シ午后一時ヨリ大会議室二於テ部局長会議開催引続キ総長室ニテ部長会議開催

一､会計検査終了

六月二日 金曜 晴

-､支那派遣軍総司令官畑俊六大将元帥府こ列セラル

ー､山崎英正附属医尊教授二任ゼラル

六 月三日 土曜 晴

-､総長 高 槻 農 場へ

六月五日 月曜 曇

一､総長出張(大阪住友本社)片山書記随行

一､木材研究所開設二閑シ関係職員総長室二於テ協議ヲナス

六月六日 火曜 曇

一､反枢軸軍北仏セーヌ河口附近二上陸開始

六月八日 木曜 晴

一､第九回緊急科学研究体制研究報告会開催

一､小林篤郎助教授(工研)ニ任ゼラル

ー､福田精､松田正夫､東昇附属医専教授二任ゼラル
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六月九日 金曜 曇

一､書記官出張(奈良県吉野郡)柴田書記随行

一､東大教授関口鯉吉学術研究会議連絡員 トシテ文部省科学局兵藤属外一名 卜来学

一､文部省教学局北浦理事官来学

-､広島高師教授春本篤実助教授二任ゼラル

六月十日 土曜 晴

一､正午総長東大教授関口鯉吉理学部地球宇宙教室教授 卜会食

一､書記官帰学

六月十三日 火曜 曇

-､陸軍現役将校学校配属令中改正サレ配属セラレタル将校ハ之ラ陸軍軍事教官 卜称セラルコトニナリタリ

ー､住友男爵ヨリ寄附セラレタル西園寺公旧居清風荘披露ノ件こ関シ書記官室ニテ打合会開催､書記官､会計

課長､庶務課長､柴田書記､林田書記出席

六月十四日 水曜 曇

一､清風荘披露こ付書記官､庶務課長､柴田､林田､小川､住友､宮谷各書記現地二付打合ヲナス

一､田部井和助教授(医)公立専門学校教授二任ゼラル

六月十五日 木曜 晴

-､午后五時二十八分警戒警報発令
〔ママ〕 〔ママ〕

一､小早川欣五教授(人文)逝去サル

一､評議会､学部長会議､木材研究所二間スル打合

一､〇時半ヨリ西部構内こテ学歌練習会開催

六月十六日 金曜 晴

-､午前二時敵機北九州地方こ来襲

-､創立記念式打合午前十時ヨリ庶務課長室

六月十七日 土曜 雨

一､田中嘱託出張(東京都)

六月十八日 日曜 晴

一､午前八時四十分ヨリ二十年以上勤続者表彰式総長室ニテ挙行引続キ故八木教授文部大臣表彰状伝達式ヲ挙

行

一､同九時三十分ヨリ創立第四十七週年記念式典ヲ挙行 感想談天野教授出席者職員一三〇名学生一五九名

一､〇時三十二分警戒警報解除
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-､創立記念講演会ハ中止ス

一､記念式典後出陣学徒壮行式ノ画ノ除幕ヲ行フ

一､午后一時ヨリ五時マデ住友男爵ヨリ寄附こ係ル清風荘ヲ名誉教授､教授､助教授こ披露ス出席者一三七名

六月十九日 月曜 晴

-､午后二時ヨリ三時迄事務高等官及関係新聞記者二清風荘披露

一､午后四時ヨリ住友関係者ヲ清風荘二招待同五時半ヨリ総長官舎ニテ晩餐会開催出席者古田総理事､北沢､

大平､川田各理事､留岡支配人､本学側総長､書記官､庶務会計営繕各課長

六月二十日 火曜 曇後雨

-､柴田書記大阪へ出張

一､午后一時ヨリ京都練兵場二於テ最高学年教練査閲実施サル

一､塚本書記召集解除

一､日片嘱託退職

六月二十二日 木曜 晴

一､青戸文部省調査課長束学午后一時ヨリ総長室ニテ理､工､医､農学部長 卜懇談

-､水野名誉教授午后六時逝去サル

六月二十三日 金曜 晴

-､本日ノ大本営発表二依り六月十九日ヨリ我聯合艦隊ノー部マリアナ群島西方二於テ敵機動部隊 卜交戦シ翌

日二十日二及ビ敵ノ損害撃沈破戦艦一､空母五以上､飛行機百以上､我方空母-､油槽船二､飛行機五〇

六月二十四日 土曜 晴

-､海軍々事教習ノタメ来学中ノ海軍省教育局中村少将ヲ正午会議室ニテ接待ス

一､陸軍技術候補生志願者試験施行(法経第二､第三教室こ於テ午前八時半ヨリ施行､午後四時半終了 六月

二十五日モ施行)

六月二十五日 日曜 晴

-､帝国在郷軍人会京大分会貞宿泊訓練実施

六月二十五日ヨリ二十九日迄五日間饗鹿野二於テ右訓練実施､庶務課ヨリ片山書記､住友書記参加

一､書記官東上

六月二十六日 月曜 曇後雨

一､助教授三宅儀海軍技師二任ゼラル

六月二十七日 火曜 晴
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-､書記官帰学

六月二十八日 水曜

-､京都帝国大学勤労報国隊規則制定

晴後曇

一､橋本次郎助教授こ任ゼラル(理学部)

六月二十九日 木曜 晴

-､評議会開催

-､学部長会議開催(評議会終了後学生課所管事項)

一､南方研究会結成(午後四時ヨリ於総長官舎 総長､各学部長､(農)近藤教授､書記官､庶務会計両課長)

六月三十日 金曜 晴

一､竹田雇退職

七月四日 火曜 晴

一､午前九時警戒警報発令

一､午后三時御真影奉遷(非常曝)予行演習ヲナス奉遷予定所理学部物理学教室元殿下休憩室､医学部病理学教

室杉山教授室

七月五日 水曜

-､午后五時三十分警戒警報解除

雨後曇

七月六日 木曜 晴

一､午后一時ヨリ大会議室こ於テ第十回定例研究報告会開催

-､阪大工学部実験室火災

七月七日 金曜 晴

一､永井専門教育局長入洛午后七時半ヨリ総長官舎二接待楽友会館二宿泊

-､藤田嘱託退職

七月八日 土曜 晴

-､午前〇時四十八分警戒警報発令

一､三時四十八分警戒警報解除

-､午后一時ヨリ南方研究会開催

-､午前二時頃敵十数機大陸基地ヨリ九州西部及北部二侵入シタルモ撃退我方被害殆ンドナシ

一､内務省官制ヲ改正シ地方庁二於ケル官房長ヲ廃シ経済部ヲ第一部第二部 トナシ又大阪､愛知､福岡二次長

ヲ置ク
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一､正午入洛中ノ永井局長ヲ清風荘二案内接待ス

一､九州帝大助教授矢田部達郎本学教授(文学部)ニ任ゼラル

七月十日 月曜 曇

-､午前六時五十分清水科学局長入洛九時半来学午后高槻化学研究所へ

-､夏期賞与(六月三十日付発令)本日給与サル

一､藤井雇退職

一､三木英雄助教授(工学部)こ任ゼラル

七月十一日 火曜 晴

一､午后一時ヨリ庶務課長室ニテ通則改正文部省案二関シ打合会開催 桜井､柴田､鈴庄､有田､住友書記

一､小川書記出張(東京都)

七月十三日 木曜

一､評議会

-､引続キ南方研究会開催

七月十四日 金曜

晴

晴

-､松本学生課長応召 七月十五日東部第六部隊入隊二付午前九時五十一分京都駅発

七月十五日 土曜

一､小川書記帰学

七月十七日 月曜

晴

晴

-､海軍大臣更迭

任海軍大臣 海軍大将 野村直邦

依願免本官 海軍大臣 島田繁太郎
〔ママ〕

-､学童疎解実施要綱発表サル

七月十八日 火曜 晴夕方雨

一､午后五時大本営ヨリサイパン島二於ケル我守備隊及同胞全員七月十六日迄二戦死セル旨発表サル 最高指

揮官海軍中将南雲忠一ナリ

ー､陸軍海軍左ノ通発令アリタリ

補参謀総長

補関東軍司令官

補数育総監

任海軍次官

陸軍大将 梅津美治郎

･, 山田乙三

元帥,, 杉山 元

海軍中将 同 数純
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補呉鎮長官 海軍大将 沢本頼雄

一､東条内閣総辞職

七月十九日 水曜 晴時々曇

一､午前九時ヨリ楽友会館二於テ中部地区大学高専校科学研究費二関スル打合会議開催文部省ヨリ久保田研究

動員課長､須川理事官､山本属外一名来学

-､本年度簡閲点呼予習開始

一､光田作治学生課長代理ヲ命ゼラル

七月二十日 木曜 曇時々小雨

一､午后五時十分朝鮮総督小磯陸軍大将並二米内海等大将二組閣大命降下ス

七月二十一日 金曜 曇

一､岡山医大教授遠藤中節兼任本学教授二任ゼラル

七月二十二日 土曜 晴

-､午后一時ヨリ大会議室こ於テ南方科学研究所創設準備委員会開催

-､敵二個師大宮島こ二十一日朝上陸開始遊撃中ノ旨大本営ヨリ発表サル

ー､小磯内閣成立本 日親任式ヲ執り行ナハセラル

総理 小磯国昭 外相兼大東亜相 重光 葵 内相 大連茂雄

蔵相 石渡荘太郎 陸相 杉山 元 海相 米内光政

法相 松阪広政 文相 二宮治重 厚相 広瀬久忠

農商相 島田俊雄 軍需相 藤原銀次郎 運輸相 前田米蔵

国務相 町田忠治､児玉秀雄､緒方竹虎

情報局総裁 緒方竹虎 法制局長官兼内閣書記官長 三浦一雄

-､赤藤克己助教授 (農学部)ニ淵野桂六助教授(化研)ニ任ゼラル

七月二十三日 日曜 晴

一､簡閲点呼予習教育終了

七月二十五日 火曜 晴

一､午前八時訓練警戒警報発令同十時終了

一､帝大分会簡閲点呼岡崎青年学校ニテ執行サル

七月二十六日 水曜 晴

-､国民政府衛生署長陸潤之来学医学部及附属医院ヲ視察ス
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七月二十七日 木曜

一､評議会

一､南方研究会理事会

七月二十八日 金曜

雨

晴

-､阪大総長来学(午后三時半)

一､補京都師団兵務部長 陸軍少将 渡辺直知

一､文部省異動左ノ通発令サル

任文部次官 総務局長 藤野 恵

任文部省総務局長 専門教育局長 永井 浩

任文部省体育局長 会計課長 柴沼 直

命専門教育局長事務取扱 次官 藤野 恵

一､藤村嘱託応召中部第三十七部隊入隊

七月二十九日 土曜 晴

-､午后一時二十分頃を支米空軍鞍山､大連こ来襲ス

一､任内閣書記官長 前朝鮮総督府政務総監 田中武雄

一､文部省異動左ノ通発令サル

命大臣官房文書課長兼総務局考査課長

命大臣官房会計課長

命総務局総務課長兼大臣官房史料編修課長

命専門教育局大学教育課長

命専門教育局監理課長

命科学局研究動員課長

命文部大臣秘書官

命文部省教学官

七月三十日 日曜 晴

-､明治天皇御例祭山陵祭執行セラレ総長参拝サル

中根秀雄

伊藤日出登

西崎 恵

親木亨弘

内山良男

森田 孝

久保田藤麿

村上俊亮

八月一日 火曜 晴午后四時ヨリ雨

一､地方長官大異動発令サル

一､泰国首相ニアパイウォン少佐任命サル

八月二日 水曜 晴

一､書記官出張(滋賀県)

一､補軍令部総長 海軍大将 及川古志郎
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補横鎮長官 ク 野村直邦

一､ トルコ政府 ドイツ政府 トノ外交経済関係断絶

一､任京都府内政部長 川井車知

任 ,/ 警察部長 杭迫軍二

八月三日 木曜 晴

-､午后一時ヨリ大会議室二於テ南方科学研究所創設準備委員会開催

八月四日 金曜 晴

-､午后七時三分･警戒警報発令

八月五 目 土曜 晴

一､午后〇時三十分警戒警報解除

一､最高戦争指導会議設置セラル

ー､任海軍次官 海軍中将 井上成美

､二宮文部大臣本日入洛予定ノトコロ中止

-､宮谷書記任京都帝国大学木材研究所書記

八月七日 月曜 雨

-､住友書記当分秘書室勤務 トナル

八月九日 水曜 曇後夕立

､二宮文部大臣入洛 午后四時四十分桃山駅着(黍良電)､御陵参拝ノ上近太旅館二投宿 夜清風荘こテ総

長招待 久保田秘書官及丸山文部属帯同

八月十日 木曜 曇

-､緊急科学研究体制研究報告会開催 午後一時ヨリ

､二宮文部大臣帰京

-､寺田書記中部第三十七部隊入隊中ノトコロ本日付兵役免除

八月十一日 金曜 晴

-､防空警報発令 〇時十一分 警戒警報発令

一時四十五分 空襲警報発令

三時五分 ,, 解除

三時二十分 警戒警報 ,/

一､総長東上 午前十時五十分京都発
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八月十二日 土曜 晴

-､京都帝国大学技師申出丑三依願免本官

-､経済学部柴田敬教授評議員ヲ免セラレ同松岡孝児教授評議員ヲ被命

八月十四日 月曜 晴

一､前文部大臣同部長景子爵入洛 午後二時京阪桃山駅前到着､桃山御陵参拝､久適宮家伺候､都ホテル投

宿､午后六時ヨリ清風荘こテ招待

-､総長帰学

八月十五日 火曜 晴午後三時頃騎雨

一､岡部前文相京都出発(前十時五十分)名古屋へ

八月十六日 水曜 晴午後二時半頃ヨリ駁雨

一､書記官大阪市へ出張(即日) 午後ハ登学

一､線長所労自宅引寵

八月二十日 日曜 晴

一､防空警報発令

八月二十日 后四時四五分 警戒警報発令

･,五時三七分 空襲警報 ,,

ク六時三〇分 間 解除

･,六時五三分 警戒警報 /,

･,一一時五二分警戒警報発令

八月二十一目前二時二八分 間 解除

八月二十二日 火曜 晴

一､青柳栄司名誉教授菟去

一､片山書記依願免本官

八月二十三日 水曜 晴

一､羽田総長以下工学部教授七名京都機器製作所及三菱重工桂工場等視察

八月二十四日 木曜 晴

-､午後一時ヨリ評議会開催

八月二十五日 金曜 晴

一､和田健雄名誉教授菟去(郷里山形県西村山都西里村こ於テ)
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八月二十六日 土曜 晴

一､青柳名誉教授ノ葬儀執行二付総長参列

八月二十九日 火曜 晴

一､東京帝国大学庶務課書記宮本健来学

一､宮谷書記転勤､片山書記退官二付庶務課員有志送別会開催

九月二日 土曜

一､書記官奈良県吉野郡高見村へ出張

九月三日 日曜

一､総長東京都へ出張

九月五日 火曜

-､田辺朔郎名誉教授菱去

-､書記官帰学

九月六日 水曜

晴

晴

晴

晴

-､総長帰学

-､決戦下ノ第八十五臨時帝国議会召集

九月七日 木曜 曇雨

一､午後一時ヨリ評議会開催､後緊急科学研究体制総務部員会議開催

九月九日 土曜 晴

-､故田辺朔郎名誉教授ノ葬儀自午后三時至午後五時土木工学教室二於テ執行

九月十二日 火曜 曇雨

-､第八十五臨時議会開院式挙行

九月十三日 水曜

-､書記官滋賀県下へ出張

晴

九月十四日 木曜 晴

-､総長住友書記ヲ帯同宇治火薬製造所こ於ケル法文経学生勤労動員解散式二出席

-､午後一時ヨリ緊急科学研究体制研究報告会開催

-､午後三時ヨリ職員勤務(日曜出勤)ノ件二付部局長会議開催
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九月十五日 金曜 曇

一､総長大阪ホテルへ事務打合ノ為出張

一､西山卯三技師営繕課長ヲ被命

九月十八日 月曜 晴

一､線長政山辺大谷大学々長ノ葬儀二参列

〔ママ〕
九月二十日 火曜 晴

-､工学部規程中改正

九月二十一日 木曜 晴

-､学部長会議開催 午後一時ヨリ於総長室 入学宣誓式日取決定等ノ件

一､京都市内防空訓練警報発令 日午後五時至午後六時半

九月二十二日 金曜 晴

一､卒業証書授与式挙行 自午前九時 参列者数 来賓教職員二二三名

学生 四五九名

一､京都市内防空訓練警報発令 日午前八時至午前十時

一､文部省 ｢東亜史概説｣編纂委員会本学ニテ開催

九月二十五日 月曜 晴

-､海軍機関学校長柳原中将来学

九月二十六日 火曜 晴

-､書記官滋賀県下へ出張

九月二十七日 水曜 晴

一､午後四時ヨリ京都ホテルニ於テ近畿軍需監理部主催ノ技術者動員ノ懇談会二総長以下理､工､農各学部

長､化研､工研､木研､各所長等出席

九月三十日 土曜 晴

一､庶務課長室二於テ入学者宣誓式打合会開催

十月一日 日曜 晴

一､午前九時ヨリ入学者宣誓式挙行

本科入学者 二､---名車署名一､四三七名

大学院入学者 一一〇名中署名 七二名
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十月二目 月曜 晴

一､午後一時ヨリ法経第一教室こ於テ新入学生就学案内ノ会開催

一､文部省総務局総務課長西崎恵氏来学

十月四日 水曜 晴後曇

一､文部省科学局総務課長本田弘人山本属 卜来学総長室二於テ科学技術者短期養成ノ件二付打合

十月五日 木曜 晴

一､午後一時ヨリ評議会開催

一､午後六時ヨリ法経第一教室こ於テ同学会主催新入生歓迎記念講演会開催

十月七日 土曜 曇后暴風雨

一､軍事参議官安田陸軍中将随員七名 卜来学

工学研究所､工学部等視察

一､立命館大学総長中川小十郎民衆去

十月九日 月曜 晴

一､庶務課長東京市へ出張

十月十日 火曜 晴

-､大日本教育会副会長穂積重遠氏同会大学高専特設支部設置ノ件打合ノ為来学 午後三時ヨリ四時半迄法経

第三教室こ於テ ｢人生 卜継走｣ ト題シ講演 夜清風荘ニテ招待懇談

一､解剖祭挙行

十月十一日 水曜 晴

一､線長東上

十月十四日 土曜 晴

-､庶務課長帰学､午後三時ヨリ京都市内各新聞記者ヲ庶務課長室二招致シ科学技術補助員養成所開設二関シ

指示セリ

十月十五日 日曜 晴

-､故立命館大学長中川小十郎氏葬儀執行

一､総長帰学

十月二十六日 木曜

-､午後一時ヨリ研究体制研究報告会開催
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一､文部省山本教学官来学

十月二十七日 金曜 雨

一､尊壊堂例祭執行

十月二十八日 土曜 晴

一､文部省科学研究補助技術員養成所入所鎗衡実施

一､大日本教育会専務理事中野善敦氏来学

十月二十九日 日曜 晴

一､文部省科学研究補助技術員養成所第二次鎗衡(口頭試問及身体検査)実施

同合格者発表

十月三十一日 火曜 晴

一､文部省技術員養成所入所式挙行

-､前文部大臣子爵同部長景､貴族院議員大橋理祐氏等ヲ総長岡崎つるやこ招待

十一月二日 木曜 曇

-､評議会開催､後部局長会議(勤労報国隊員出動ノ件)開催

十一月三日 金曜 雨

一､午前九時ヨリ明治節拝賀式挙行(出席者職員一〇七学生三〇五)

十一月四日 土曜 雨曇

へ 東北帝国大学総長(陸軍臨時嘱託)熊谷岱蔵氏及陸軍軍医学校教官陸軍軍医中佐猪岡宗男氏来学

十一月五日 日曜 雨曇

一､午前十一時十分空襲警報発令､同十一時四十分同解除

十一月六日 月曜 曇

一､京都府知事外各部長ヲ清風荘二総長招待

十一月十一日 土曜 晴

-､昭和二十年度高専入試二関スル協議会ヲ本学こテ開催(文部省)

十一月十三日 月曜 曇

-､近畿軍需監理部長長谷川中将外同監理部総務長以下ヲ総長清風荘二招待
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十一月十四日 火曜 晴

一､本学勤労報国隊員洛北岩倉村二農耕作業奉仕(第一日日)

十一月十五日 水曜 晴

-､本学勤労報国隊員洛北岩倉村二農耕作業奉仕(第二日目)

十一月十六日 木曜 曇

一､午後一時ヨリ評議会開催

十一月二十一日 火曜

一､近畿軍需監理部竹中総務長来学

晴

十一月二十四日 金曜 晴

一､円山公園左阿弥こテ大日本教育会近畿特設支部設置二関シ協議会開催､羽田総長出席

一､警戒警報発令

-､海軍省軍需局長鍋島中将来学

十一月二十五日 土曜

一､緊急科学研究体制研究報告会開催

雨

十一月二十七日 月曜 曇後雨

-､午後〇時四〇分頃警戒警報発令､後空襲警報発令アリタルモ京都上空ニハ敵機表ハレス 午後二時警戒､

同二時十分空襲各警報解カレタリ

十一月二十八日 火曜 曇

一､文部省田中建築課長来学(防火施設調査ノタメ)

十一月三十日 木曜 雨

-､午後一時ヨリ評議会開催

十二月二目 土曜 晴

-､大毎京都支局長中井真澄氏厳父告別式午後二時ヨリ押小路柳馬場自宅ニテ執行二付総長代理 トシテ福山嘱

託参列

十二月四日 月曜 晴

-､午後一時半ヨリ八日ノ詔書捧読式二関シ打合会開催

-151-



京都大学大学文書館研究紀要 第 2号 2004年

十二月七日 木曜

一､東海地区近畿地区こ強烈ナル地震アリ

十二月八目 金曜 晴

一､午前九時ヨリ運動場二於テ詔書捧読並二学生分列式ヲ挙行 十時五十分ヨリ総長以下学部長及学生代表平

安神宮へ必勝祈願ノタメ参拝(捧読式参列職員約七十名学生二､二三玉名及養成所生徒)

一､防空訓練取止メ(今八日京都市二於テ防空訓練行ハレ全機関ガ参加シテ待避救護等実施予定ノトコロ時局

緊迫ノ理由ニヨリ急二取止メトナル)

一､警戒警報発令(午前十時二十分頃ヨリ同十一時単項迄)

-､書記官帰学(十一月二十四日ヨリ福岡県下へ出張並帰省中ノトコロ本日帰学)

十二月九日 土曜 晴

-､研究体制総務部員会議(午後一時ヨリ総長室ニテ開催､川村､堀場､園､鳥養四部員欠席)

十二月十日 日曜 晴

一､警戒警報発令(午後一時頃ヨリ約十分間中部軍司令部ヨリ)

十二月十三日 水曜 晴

-､警戒警報発令(十三時三十五分発令､十六時解除)

十二月十四日 木曜 晴

-､評議会開催(午後一時ヨリ)

-､学部長会議開催(評議会二引続キ開催､在郷軍人分会二関スル件)

一､中部第三十七部隊合同告別式(東本願寺ニテ十時三十分ヨリ執行､柴田書記参列英霊四百三十二柱)

十二月十五日 金曜 晴

-､警戒警報発令(九時五十分発令､十一時解除)

十二月十六日 土曜 晴

一､来学者 大阪帝大総長､関西大学長､同志社大学総長､立命館大学長(午前十時三十分ヨリ於総長室 大

日本教育会ノ件打合)

十二月十八日 月曜 晴

-､警戒警報､空襲警報発令(警戒警報ハ十二時四十分発令､十五時十分解除)

一､京都市第一回ノ防空日ニテ特別綜合防空訓練実施､但シ中途右ノ如ク警報発令アリタリ

ー､於本文三郎名誉教授午後六時四十分菱去
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十二月二十日 水曜 晴

一､物理探鉱技術員養成所修了式挙行

十二月二十二日 金曜 晴

一､東方文化研究所二於テ桧本文三郎所長ノ告別式午後二時ヨリ三時迄執行

十二月二十五日 水曜 晴

-､警報発令時ノ食糧配給こ関スル打合会川端警察署ニテ開催二付庶務課長出席

十二月二十六日 木曜 晴

一､庶務課長宅ニテ庶務課員忘年会開催

十二月二十八日 土曜 晴

一､海軍経理学校長紺野主計申将来学

[註]

(1)工学研究所と記載されているが､理学部の荒勝文策研究室および医学部の戸田正三研究室を指すと考えられる｡

(2)本野亨は1939年に退官し当時名誉教授｡在職時の所属は工学部であり､理学部は誤記と思われる｡
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