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戦後復興期の東京における
視聴覚メディアの活用と
　　　　　　　　「東京都文化スライド」

東京都公文書館　史料編さん係
　　　　　　　　　太田　亮吾

はじめに
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１　スライドフィルムの種類と特性
（１）スライドフィルムの種類

【図 1】　フィルムストリップ

【図２】ひとコマスライド
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【図３】スライド映写機の基本構造

（２）スライド映写機の構造
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（３）スライドの付属品と保管方法

（４）教材としてのスライドの特性

【図４】スライド保管用具の一例
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２　スライド活用の実態と制度
（１）戦前におけるスライド活用と文部省による規格の制定
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（２）終戦直後のスライド活用
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（３）東京における視聴覚教育の展開
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３　東京都によるスライド製作事業
（１）「東京都文化スライド」の概要
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（２）行政広報の展開
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（３）スライド製作の組織
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（4） 教育行政からみた「東京都文化スライド」
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おわりに
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※本報告書の著作権は東京都にあります。「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、
無断で複製・転用することはできません。
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【研究ノート】
レコード原盤の音声復元
　　̶東京市作成 紀元2600年記念レコード̶

東京都公文書館　史料編さん係
　　　　　　　　　長谷川　怜

はじめに

海外向け万博ポスター図案（個人蔵）

紀元二千六百年東京市奉祝会の様子
（「東京市紀元二千六百年奉祝記念事業誌」）
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１　東京市作成 紀元2600年記念レコードとは

大久保による演説大久保留次郎　

東京市作成　紀元 2600 年記念レコード
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２　レコードの歴史と製造方法
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３　金属原盤デジタル化の試み

レコードの製作過程

マイクロスコープで見た盤面の音溝
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金属原盤の再生

竹針によるレコード再生

ビクトローラ・クレデンザ
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４　音源の公開と館における原盤・ＳＰレコードの保存

ＳＰレコードの再生風景

関連画像を入れたDVD画面
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おわりに

金属原盤の展示とDVD上映の様子
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※本報告書の著作権は東京都にあります。「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、
無断で複製・転用することはできません。
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【資料紹介】
「渋沢栄一氏旧蔵　松平定信関係資料」
　　　　　　　　　　　　　　　について

東京都公文書館　史料編さん係　
　　　　　　　　　西木　浩一

１　「松平定信関係資料」ゆかりの土地へ

《渋沢栄一氏旧蔵 松平定信関係資料》
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図１　楽翁公筆関羽像 　展示会場の風景（白河市歴史民俗資料館提供）

２　松平定信と渋沢栄一をつないだ七分積金の制度
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図３　渋沢栄一肖像
（『養育院六十年史』より）
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３　渋沢栄一と日本の社会福祉の原点・養育院

図４　東京都養育院から寄贈書類に添えられた「アルバム」の記録
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図６　定信筆「徒然草」９巻図５　「徒然草」箱書

４　「徒然草」伝来の経緯
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文政己丑御遺物 写（中京大学名古屋図書館）
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図７　朽木綱貞宛三上参次書簡
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おわりに

※本報告書の著作権は東京都にあります。「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、
無断で複製・転用することはできません。
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【活動報告】
東京都立中央図書館・東京都公文書館共催　東京文化財ウィーク 2015 参加企画展

江戸城から明治宮殿へ　
　　　　　　　　　―首都東京の幕開け―

東京都公文書館　史料編さん係　
　　　　　　　　　篠﨑　佑太

１　展示開催の経緯

２　展示構成と出展史料
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Ⅰ　江戸から東京へ

御酒頂戴（展示番号８）
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Ⅱ　明治政府と皇城

Ⅲ　移り変わる東京の政治空間

展示風景（第２章）
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Ⅳ．近代国家の象徴「明治宮殿」

３　成果と課題

展示風景　（第４章　起し絵図）
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文化財ウィーク展「江戸城から明治宮殿へ」展示資料一覧



「江戸城から明治宮殿へ」年表
名称　　和暦　　西暦　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　出来事
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※本報告書の著作権は東京都にあります。「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、
無断で複製・転用することはできません。
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【活動報告】
東京都発行の刊行物の保存管理について

東京都公文書館　整理閲覧係　
　　　　　　　　　並木　和子

１　「東京都発行の刊行物」と庁内刊行物

２　「東京都発行の刊行物」の現状と保存状況
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３　問題と対応策
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４　結び
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作業が行われていない収納状態（番号のみの短冊が挟まれている。）

ラベル貼付および中性紙封筒入れの行われた状態

※本報告書の著作権は東京都にあります。「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、
無断で複製・転用することはできません。
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【活動報告】
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会
全国（秋田）大会への参加報告

東京都公文書館　庶務係　
　　　　　　　　　柏原　隆秀

１　はじめに

２　研修会

（１）研修会Ａ

会場
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（２）研修会Ｂ

大仙市役所中仙支所での文書保存の様子

右から　浜蔵（池田家関係史料他収蔵）、調湿器と温湿度計
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（３）研修会Ｃ

（４）研修会Ｄ

（５）研修Ｅ
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３　記念講演

４　大会テーマ研究会
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５　最後に

　　　http://www.jsai.jp/kanko/guidebook/guidebook_part4.pdf

※本報告書の著作権は東京都にあります。「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、
無断で複製・転用することはできません。



弘化14

東京都公文書館 刊行物案内 
東京都公文書館史料編さん係

販売を行っている刊行物の紹介です。刊行物の詳細については、ホームページをご参照ください。

http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/06kanko_butsu.htm

☆表示価格は販売価格です。

新刊情報
東京市史稿 産業篇　第５７ ¥3,280  

¥2,730  都史資料集成Ⅱ　図録東京都政１「文化スライド」でみる東京～昭和２０年代
昭和 27 年から、東京都が都政広報のために作製した 168 タイトルの「文化スライド」。
様々な切り口でスライドに映し撮られた、昭和 20 年代の東京の姿を紹介する。     
              

弘化 2 年（1845）9 月から嘉永 2年（1849）12 月に至る、 江戸の産業・経済・流通に関する基礎史料を精選。
天保改革の担い手が失脚した後、江戸の都市経済はどのような展開を見せるのか。
全 188 タイトルの多彩な記事から、幕末江戸の実相が浮かび上がる。      
              

既刊情報

東京市史稿　　江戸東京に関する編年体の史料集
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自治体東京都の出発

東京都制の成立

都史資料集成　　近代東京の歴史に関するテーマ別資料集　　 ̶　第Ⅰ期全 12 巻完結　̶

都史資料集成Ⅱ　　『都史資料集成』（第Ⅰ期）に引き続き、東京都成立期の昭和 18 年から
昭和 30 年代を対象とした戦後都史資料集
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都史紀要　　江戸東京の歴史に関する調査研究報告書

　

史料復刻　　東京都公文書館所蔵貴重史料の復刻　
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目録・解題　　

販売・問い合わせ先
★販売場所
　　　　都民情報ルーム　（都庁第一本庁舎３階）　

★在庫・購入方法などについてのお問い合わせ
　　　　都民情報ルーム　（都庁第一本庁舎３階）

★内容に関するお問い合わせ
　　　　東京都公文書館史料編さん係

〒163-8001　東京都新宿区西新宿２－８－１
電話　０３－５３８８－２２７６ 
　　　　　　※ 東京都公文書館内では販売していません。

〒163-8001　東京都新宿区西新宿２－８－１
電話　０３－５３８８－２２７６ 
　　　　　　※ 郵送も行っています。詳細はお問い合わせください。

〒158-0094　　東京都世田谷区玉川１－２０－１
電話　０３－３７０３－２６０４        
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利用案内
【所在地】〒158-0094 東京都世田谷区玉川１-20-１
【TEL】03-3707-2603　【FAX】03-3707-2500
【ホームページ】 http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/index.htm"

当館の利用には予約の必要はありませんが、次のような場合は、事前にご連絡ください。
・専門的な調査や、古い資料についてのご相談 
・大量に資料を利用したい場合          
・撮影したい場合（要撮影室予約）         

当館１階入口で入館受付を済ませた後、上履きに履き替え、２階閲覧室へお入りください。バッグ等のお荷物は、ロッ
カー（無料）に入れてください。
※鍵の紛失にご注意ください。※エレベータはありません。

当館の資料は、全て閉架式の書庫に保管してあります。閲覧を希望される方は、閲覧室に備付けの目録やパソコン端
末で希望の資料を検索し、「閲覧票」に記入し、ご提出ください。
資料によっては原本保護のため、マイクロフィルム又はＤＶＤでの閲覧をお願いしています。

複写を希望される方は「複写申請票」に記入しご提出ください。電子式複写は、一人（１団体）１日 20 枚までです。
ただし、マイクロフィルム及びＤＶＤからの複写については枚数制限がありません。複写料金は、いずれも１枚 20 円
です。 ※できる限り小銭をご用意ください。 

以下の資料については利用が制限されます。         
　①　作成又は取得後 30 年を経過していない公文書         
　②　「東京都公文書館における公文書等の利用に関する取扱規程」第２条第２項又は第３項により一般の利用が
　　　制限されている次の公文書等
　　　・個人情報等が記録されているもの
　　　・利用によって破損や汚損を生じるおそれがあるもの
　　　・現在、館において使用しているもの
　　　　（目録作成など、保存及び利用の開始のため使用しているものを含む。）
　　　・一般の利用に供しないことを条件として寄贈された資料

①　利用時間
　　月曜日～金曜日　９時～ 17 時
②　各種申請票及び精算の受付時間
　　９時～ 12 時、13 時～ 16 時 30 分
③　休館日等
　　・土曜日、日曜日、国民の祝日及び振替休日
　　毎月第３水曜日（祝日の場合は翌日）及び年度末最終の平日
　　・年末年始（12 月 28 日～１月４日） 
　　・臨時の休館日として公示した日
　　※臨時に閲覧を停止する日もありますので、事前に当館ＨＰ
　　　にてご確認ください。
④　来館についてのお願い 
　　当館は一般の方用の駐車スペースがありませんので、
　　ご来館の際は公共交通機関をご利用ください。
　　なお、身体障害者の方は事前にご連絡ください。
　　バイク・自転車は、駐輪スペースをご利用ください。

来館について

利用の注意点

閲覧方法

複写について

利用制限のある資料

利用案内・交通案内
【利用案内】 【案内図・交通機関】
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