
「大阪あーかいぶず」目次一覧 
 
【第 59 号】（令和 3 年 9 月、4 頁） 
・公文書館における新型コロナウイルス感染拡大防止対策 
・令和３年度下期企画展示開催のお知らせ 
・令和３年度歴史講座『公文書館所蔵資料にみる 明治時代の大阪』の開催、参加者募集のお知らせ 
・新たに登録した文書・資料類をご紹介します 
・公文書館 事業の推移・利用案内 
 
【第 58 号】（令和 3 年 3 月、4 頁） 
・令和 3 年度上期企画展示開催のお知らせ 
・大阪大学・府内自治体共同展示会への出展 
・大阪歴史博物館 特別企画展への資料提供協力 
・資料紹介～大阪府知事の事務引継資料～ 
・第３５回大阪府公文書館運営懇談会を開催しました 
・公文書館利用案内 
 
【第 57 号】（令和 2 年 9 月、4 頁） 
・公文書館における新型コロナウイルス感染拡大防止対策 
・令和 2 年度下期企画展示開催のお知らせ 
・令和 2 年度歴史講座を開催しました 
・公文書館 事業の推移・利用案内 
 
【第 56 号】（令和 2 年 3 月、18 頁） 
・令和時代の幕開けと公文書館のたゆまぬ歩み 
・大阪と大相撲（市原佳代子） 
・G20 で思い出す APEC’95（的場茂） 
・なみはや国体の山岳競技 ～ 変遷のなかで（的場茂） 
・第 34 回大阪府公文書館運営懇談会を開催しました！  
・新たに登録した資料の御紹介 
 
【第 55 号】（令和元年 9 月、28 頁） 
・令和元年度企画展示「平成を振り返る」（市原佳代子） 
・55 年前の聖火リレー ～テレビに出なかったこと（的場茂） 
・公文書にみる大阪府章の制定（謝政德） 
・「献金美談」を読む ～昭和恐慌の頃（的場茂） 
・公文書館 事業の推移 
 
【第 54 号】（平成 31 年 3 月、32 頁） 
・「平成」の終わりと、次の時代の公文書管理 
・加奈陀、加奈太、カナダ～ 第五回内国勧業博覧会の外国館（的場茂） 
・デジタル時代のアナログ～ 公文書館所蔵地形図の意義（的場茂） 
・明治初年大阪の法律事務所 ―北洲舎（1874－1880）―（謝政德） 
・「臥薪 30 年」、臨時停車場 "ラグビー場前" だった頃（的場茂） 
・明治初期における府域の変遷② （市原佳代子） ※ 別冊 Excel データあり 
・平成 30 年度公文書館運営懇談会を開催しました！ 
 
【第 53 号】（平成 30 年 9 月、28 頁） 
・[巻頭知事挨拶]明治 150 年記念号に寄せて ～大阪府誕生 150 年、公文書に感じる息遣い～（知事 松井一郎） 
・明治 24 年、空振りのおもてなし～国土脊梁“鉄路”形成の頃（的場茂） 
・明治 3 年高麗橋の鉄橋化事業（謝政德） 
・明治初期における大阪府域の変遷① （市原佳代子） 
・昭和 26 年、大阪府の野球熱（的場茂） 
・はじめての出張講座 ～ 大阪府立中央図書館にて 
・平成 29 年度公文書館事業の推移  
 
【第 52 号】（平成 30 年 3 月、24 頁） 
・明治 150 年 ～ 大阪府公文書館はこんな企画で（的場茂） 
・明治 18 年、淀川大洪水の頃（的場茂） 
・「府庁山」探訪 ～ 遡れば、昭和 3 年（的場茂） 
・戦前と終戦直後期における大阪府の台湾出身者について -大阪府の歴史的公文書から読みとく-（謝政德） 
・江戸時代の指名手配書（市原佳代子） 
・平成 29 年度 古文書講座フォローアップ（市原佳代子） 



・公文書館 見学者募集！ （大倉竜一） 
 
【第 51 号】(平成 29 年 9 月、14 頁） 
・南海トラフ巨大地震と公文書館（大倉竜一） 
・日満急行、まぼろしの「小浜ルート」（的場茂） 
・平成 29 年度 大阪府公文書館第 1 回企画展を振り返って（謝政德） 
・平成 29 年度 古文書講座アンケート結果について（市原佳代子） 
・平成 28 年度 公文書館 事業の推移  
 
【第 50 号】（平成 29 年 3 月、22 頁） 
・大阪府公文書館リニューアル OPEN！ 
・館報『大阪あーかいぶず』50 号発行のあゆみ 
・大阪府庁が建てられた大正時代（平成 28 年 12 月歴史講座より）（的場茂） 
・平成 28 年度古文書講座フォローアップ・アンケート結果について（市原佳代子） 
・平成 28 年度 公文書館企画展をふりかえって（謝政德） 
・第 31 回 公文書館運営懇談会 
 
【第 49 号】（平成 28 年 9 月、12 頁） 
・大阪府庁舎竣工 90 周年～公文書にみる大阪府庁舎の建設～（謝政德） 
・府庁 90 年、公文書館 30 年、そして釣鐘（的場茂） 
・平成 27 年度 古文書講座フォローアップ（市原佳代子） 
・平成 27 年度 古文書講座アンケート結果について 
・平成 27 年度 開催イベントを振り返って 
・平成 27 年度 登録資料「ドイツマルク債関連資料」の紹介 
・公文書館事業の推移 
 
【第 48 号】（平成 28 年 3 月、38 頁） 
・大阪府公文書館 30 周年 -新たなる旅立ちへ- 
・公文書館開館 30 周年記念座談会 -公文書館のさらなる発展へ- 
・專門員 OB から見た 30 周年 -公文書館時代を振り返る- 
・大阪府公文書館 30 年のあゆみ 
・第 30 回公文書館運営懇談会 
 
【第 47 号】（平成 27 年 10 月、14 頁） 
・大阪府公文書館開館 30 周年 
・公文書館開館 30 周年記念座談会 
・公文書館専門員として赴任して（福島彰人） 
・平成 26 年度開催イベントを振り返って 
・第 29 回公文書館運営懇談会 
・公文書館事業推移 
 
【第 46 号】（平成 27 年 3 月、30 頁） 
・大阪府公文書館 帝塚山時代から大手前時代へ 
・明治時代初期における大阪府の歴史（矢切努） 
・移転後の大阪府公文書館のあゆみ 
・大阪府公文書館事業の推移 
 
【第 45 号】（平成 22 年 3 月、10 頁） 
・大阪府公文書館における個人情報の取り扱いに関連して（調査役米澤剛） 
・平成 21 年度公文書館アーカイブズ・フェアをふりかえって 
・第 24 回大阪府公文書館運営懇談会 
 
【第 44 号】（平成 21 年 9 月、11 頁） 
・杉山元治郎と戦前日本の無産運動（矢嶋光） 
・レファレンス便り 
・平成 21 年度公文書館アーカイブズ・フェアのお知らせ 
・平成 21 年 6 月の特別展をふりかえって 
 
【第 43 号】（平成 21 年 3 月、10 頁） 
・杉道助と戦後の大阪（矢嶋光） 
・平成 20 年度公文書館アーカイブズ・フェアをふりかえって 
・大阪府公文書館からのお知らせ 
 
【第 42 号】（平成 20 年 9 月、10 頁） 



・アーカイブズは人類共通の遺産（館長 村田茂） 
・第 5 回内国勧業博覧会と明治大阪の発展（矢嶋光） 
・「明治の大阪」の展示にあたって（矢切努） 
・平成 20 年度公文書館アーカイブズ・フェアのお知らせ 
・平成 20 年 6 月の特別展をふりかえって 
 
【第 41 号】（平成 20 年 3 月、8 頁） 
・近代大阪の発展と実業家たち（矢切努） 
・第 22 回大阪府公文書館運営懇談会 
・平成 19 年度アーカイブズ・フェアをふりかえって 等 
 
【第 40 号】（平成 19 年 9 月、16 頁） 
・大阪の社会福祉の歴史（大阪府公文書館） 
・平成 19 年度公文書館アーカイブズ・フェア 展示会、歴史講座、古文書講座、特別講座のお知らせ 
・大阪府公文書館ニュース 
・平成 19 年度春の特別展を振り返って 
 
【第 39 号】（平成 19 年 3 月、8 頁） 
・昭和期における大阪府政の発展（小野博司） 
・平成 18 年度アーカイブズ・フェアをふりかえって 
・第 21 回大阪府公文書館運営懇談会 
・大阪府公文書館からのお知らせ 
 
【第 38 号】（平成 18 年 9 月、8 頁） 
・近代大阪府の郡役所（矢切努） 
・平成 18 年度公文書館アーカイブズ・フェア 企画展、歴史講座、古文書講座、特別講座のお知らせ 
 
【第 37 号】（平成 18 年 3 月、20 頁） 
・大阪府公文書館開設 20 周年記念『座談会』-＜公文書館のこれから＞のためにふりかえる- 
・大阪府公文書館 20 年の歩み 
・大阪府公文書館からのお知らせ 
・平成 17 年度企画展、歴史資料講座をふりかえって 
 
【第 36 号】（平成 17 年 9 月、8 頁） 
・公文書館に赴任して（館長 荻布孝） 
・大規模宅地開発事業 新しい住宅都市“千里ニュータウン” （矢切努） 
・当館所蔵資料紹介『千里、泉北ニュータウン関係資料』 
・平成 17 年度企画展、歴史資料講座のお知らせ 
 
【第 35 号】（平成 17 年 3 月、8 頁） 
・戦前地方「自治」の確立と大阪府（矢切努） 
・公文書館所蔵資料マイクロフィルム化とデジタル化 
・平成 16 年度企画展、歴史資料講座をふりかえって 
 
【第 34 号】（平成 16 年 9 月、8 頁） 
・大阪の台風災害と高潮対策（高倉史人） 
・当館所蔵資料『航空写真』と『地形図』の紹介 
・平成 16 年度企画展、歴史資料講座公文書館からのお知らせ 
 
【第 33 号】（平成 16 年 3 月、8 頁） 
・大阪府における市町村合併の歴史～「明治の大合併」と「昭和の大合併」を中心に～（高倉史人） 
・昭和 20 年代の行政文書の紹介 
・平成 15 年度企画展、歴史資料講座を開催して 
・公文書館からのお知らせ 
 
【第 32 号】（平成 15 年 9 月、8 頁） 
・第五回内国勧業博覧会と大阪（高倉史人） 
・明治期の教科書 -所蔵資料案内記-（松田ゆかり） 
・昭和 20 年代の行政文書の紹介（その 1） 
・平成 15 年度企画展、歴史資料講座のお知らせ 
 
【第 31 号】（平成 15 年 3 月、8 頁） 
・デジタルアーカイブの一翼を担うために 文書のライフサイクルの中で、電子文書の収集と、保存・提供の試み（矢野利宇子） 
・全史料協近畿部会 10 周年記念セミナー「市町村合併による行政文書のゆくえ」（高倉史人） 



・江之子島庁舎時代の主な行政文書の紹介（その 2） 
・大手前庁舎（現府庁舎）における主な行政文書の紹介（大正 15 年～昭和 21 年） 
・平成 14 年度企画展、歴史資料教室をふりかえって 
 
【第 30 号】（平成 14 年 9 月、6 頁） 
・大阪府庁の歴史と当時の世相（高倉史人） 
・江之子島庁舎時代の主な行政文書の紹介（その 1） 
・企画展（『公文書にみる大阪府庁舎の移りかわり -江之子島から大手前へ-』と歴史資料教室のお知らせ 
 
【第 29 号】（平成 14 年 3 月、8 頁） 
・大阪の水道の歴史（高倉史人） 
・環境にやさしい水づくり（水道部経営企画室経営企画課企画・人事グループ） 
・主な当館保存資料の紹介 
・企画展（『川口居留地と大阪の貿易』）と歴史資料教室をふりかえって 
 
【第 28 号】（平成 13 年 4 月、8 頁） 
・百年前の大阪府の行政 -教育と衛生を中心に-（高倉史人） 
・大阪府公文書館 15 年の歩み 
・企画展（『文書と写真でふりかえる大阪万博 -記録のタイムトンネルをぬけて-』）と歴史資料教室をふりかえって 
 
【第 27 号】（平成 12 年 9 月、6 頁） 
・戦前における大阪の自然災害と府の対策 -淀川大洪水と室戸台風を中心に-（高倉史人） 
・大坂に義賊がいた？ 歴史資料がほしい（山本勝司） 
・古文書教室と歴史教室開催のお知らせ 
 
【第 26 号】（平成 12 年 3 月、8 頁） 
・日本万国博覧会における大阪府の役割と施策（高倉史人） 
・日本万国博覧会関係資料の紹介 
・企画展（『府県制施行当時の大阪のすがた -府県制施行 100 周年-』）、古文書教室をふりかえって 
 
【第 25 号】（平成 11 年 10 月、6 頁） 
・明治期における大阪の工業発展と府の施策（高倉史人） 
・小島誠氏寄贈資料の紹介 
・企画展（『府県制施行当時の大阪のすがた -府県制施行 100 周年-』）、古文書教室開催のお知らせ 
 
【第 24 号】（平成 10 年 3 月、6 頁） 
・昭和初期の大阪の不況対策（高倉史人） 
・大阪府関連映画フイルムの紹介 
・歴史的文化的価値を有する公文書保存について（堀口克美） 
 
【第 23 号】（平成 10 年 10 月、10 頁） 
・明治期・大阪に流入してきた人々の軌跡 -『大阪府統計書』を中心として-（藤本敏隆 松田ゆかり） 
・企画展（『日本国憲法制定秘話 -枢密顧問官の苦悩-』）をふりかえって 
 
【第 22 号】（平成 10 年 3 月、8 頁） 
・日本国憲法の制定と枢密院 -羽室家文書より-（高倉史人） 
・文書にまつわる歴史余話 -「文書に見える殿と様」-（田母神克幸） 
・収集史料の紹介 
・企画展（『日本国憲法制定秘話 -枢密顧問官の苦悩-』）のお知らせ 
 
【第 21 号】（平成９年 10 月、6 頁） 
・町人に影響を与えた宮廷文化 -川中家文書より-（田母神克幸） 
・中谷作次氏寄贈史料の紹介（高倉史人） 
・大阪府公文書館所蔵史料展（『川中家文書に見る江戸時代の冠婚葬祭』）をふりかえって 
 
【第 20 号】（平成９年 3 月、10 頁） 
・大阪府公文書館のある住吉地域の歴史や環境を回想して（財団法人住吉村常盤会理事 村田保） 
・収集資料の紹介 
・大正時代の工業発展 -大阪府を中心に-（高倉史人） 
・江戸時代の結婚式 -川中家文書より-（田母神克幸） 
・大阪府公文書館所蔵史料展のお知らせ（『川中家文書に見る江戸時代の冠婚葬祭』） 
 
【第 19 号】（平成 8 年 10 月、8 頁） 
・公文書館に赴任して（館長 原秀雄） 



・明治期における大阪府の伝染病 –10 年代のコレラの流行を中心に-（高倉史人） 
・江戸時代の数寄者たち -川中家文書より-（田母神克幸） 
 
【第 18 号】（平成８年 3 月、6 頁） 
・大阪府立貿易館の変遷 
・収集資料の紹介 
・レファレンスから 大「坂」と大「阪」について –大阪府の文書記録などから- 
・研修参加の報告（第 8 回公文書館等職員研修会、都道府県・政令指定都市公文書館実務担当者研究会議） 
 
【第 17 号】（平成 7 年 10 月、6 頁） 
・公文書の収集と保存（北山英一） 
・収集資料の紹介 
・江戸時代の村小絵図 -郷蔵と夫食蔵-（金山正子） 
・明治初期の府民の税金 （高倉史人） 
 
【第 16 号】（平成 7 年 3 月、8 頁） 
・博物館・美術館・公文書館（法制文書課長 森岡信彦） 
・収集資料の紹介 
・天気予報事始（金山正子） 
・研修参加の報告（都道府県・政令指定都市公文書館実務担当者研究会議、第 7 回公文書館等職員研修会報告） 
・公文書館譜 
 
【第 15 号】（平成６年 11 月、8 頁） 
・公文書館の周辺散策（北山英一） 
・『大阪府公報』から見た大阪府の行政の歴史 -明治期を中心に- （高倉史人） 
・研修参加の報告（史料管理学研修会） 
・所蔵刊行物の紹介 -大阪府域の歴史関係図書- 
・資料の保存状況 
 
【第 14 号】（平成 6 年 3 月、12 頁） 
・公文書館の役割（館長 石田正昭） 
・欠落資料の収集 -明治期の府会資料- 
・資料紹介 大阪砲兵工廠資料について –米国戦略爆撃調査団資料マイクロフィルムより-（郷土史研究家 久保在久） 
・都道府県・政令指定都市公文書館実務担当者研究会議参加の報告（北山英一） 
・大阪府の文書管理と公文書館の収集・選別（北山英一） 
・「お達し」のうつりかわり（狩野俊明） 
・公文書館譜 
・歴史小話 
 
【第 13 号】（平成 5 年 12 月、8 頁） 
・住民利用の公文書館（顧問 山代義雄） 
・研修参加の報告（史料管理学研修会） 
・史料紹介 金井家文書より 大坂町人の住生活（金山正子） 
・所蔵資料の紹介 
 
【第 12 号】（平成 5 年 3 月、12 頁） 
・歴史のある暮らし（法制文書課長 本田稔彦） 
・利用者の目 公文書館を利用して（大阪大学名誉教授 水野克彦） 
・研修参加の報告 
・文書館あれこれ（8） 広島県立文書館 
・一衣帯水の国 -随想、公文書館と档案館-（顧問 安長進） 
・寄贈史料紹介 髪結職由緒書など -森祐子氏寄贈文書-（大西愛） 
・この仕事 こんな作業 
・公文書館譜 
 
【第 11 号】（平成 4 年 12 月、8 頁） 
・公文書館の資料と近代史の研究（大阪大学名誉教授 山中永之佑） 
・寄贈史料紹介 金井家文書より 江戸期大坂町人の屋敷購入（金山正子） 
・刊行物の整理（北山英一） 
・第 4 回都道府県・政令指定都市公文書館長会議に出席して（館長 清水義暉） 
・独笑軒塾と緒方郁蔵の史料について（大西愛） 
・文書館あれこれ（7） 名古屋市市政資料館 
・この仕事 こんな作業 
 



【第 10 号】（平成 4 年 3 月、12 頁） 
・公文書館に思うこと（館長 清水義暉） 
・幣原喜十郎外交官試験に合格する（大西愛） 
・全国公文書館長会議に出席して（館長 清水義暉） 
・刊行物の収集（北山英一） 
・研修会の報告（史料管理学研修会、第 4 回公文書館等職員研修会） 
・文書館あれこれ（6） 京都府立総合資料館 
・公文書館の 2333 日 
・この仕事 こんな作業 
 
【第 9 号】（平成 3 年 11 月、8 頁） 
・アーキビスト養成の国際潮流 -第 2 回文書館振興国際会議講演より-（シャルル・ケスケメティ氏） 
・公文書館の環境（館長 清水義暉） 
・「ある保健婦の記録」と公文書館（大西愛） 
・公文書登録状況報告（平成 3 年 7 月末現在） 
・文書館あれこれ（5） 尼崎市立地域研究史料館 
 
【第８号】（平成 3 年 3 月、8 頁） 
・公文書館のフィロソフィー（大阪大学名誉教授 作道洋太郎） 
・文書館あれこれ（4） 藤沢市文書館 
・大阪府公文書にみる暗号符（大西愛） 
・研修会の報告（史料管理学研修会、第 3 回公文書館等職員研修会） 
・公文書館譜 
・府下講座案内（4） 箕面市立郷土資料館古文書学習会 
 
【第７号】（平成 2 年 11 月、12 頁） 
・21 世紀公文書館の「夢想」（顧問 安長進） 
・『内務省上申下調 勤王家履歴』の概要紹介（金山正子） 
・公文書登録状況報告（平成 2 年 7 月現在） 
・大阪事件の暗号電報とその周辺の史料（大西愛） 
・文書館あれこれ（3） 千葉県文書館 
・府下講座案内（3） 八尾市立歴史民俗資料館古文書入門講座 
・所蔵定期刊行物リスト 
・この仕事 こんな作業 
 
【第６号】（平成 2 年 3 月、12 頁） 
・大阪府新庁舎計画とレコードマネジメント（法制文書課長 鳥居龍雄） 
・住吉名勝図会にみる万代池（大西愛） 
・昭和初期大阪における貿易振興展覧会 -昭和 6 年巴土波(ﾊﾞﾙｶﾝ･ﾄﾙｺ･ﾍﾟﾙｼｬ)一周展覧会案内-（金山正子） 
・研修会の報告（史料管理学研修会、第 2 回公文書館等職員研修会報告） 
・文書館あれこれ（2） 広島市公文書館 
・府下講座案内（2） 堺市博物館古文書講習会 
・公文書館譜 
・この仕事 こんな作業 
 
【第５号】（平成元年 11 月、8 頁） 
・20 世紀公文書館問題 -ジャン・ファビエ氏講演より- 
・吉次郎博奕一件顛末記 -川中家文書より-（金山正子） 
・府下講座案内（1） 大東市立歴史民俗資料館古文書講座 
・明治初期外国使節来阪記録 -貴賓来往一件より-（金山正子） 
・小説の中のアーカイブズ（大西愛） 
・文書館あれこれ（1） 東京都公文書館 
 
【第４号】（平成元年 3 月、12 頁） 
・「公文書館への道」（顧問 丸山秀雄） 
・都道府県立公文書館・文書館等の実情調査の集計結果（要約） 
・200 年目を迎えた文書館 -フランス共和国大統領ミッテランの文書館観-（大西愛） 
・保存資料紹介 領事館からの手紙 1905 年～1913 年 
・70～80 年前の書簡-（大庭健吉） 
・国際交流課のルーツを垣間見て（国際交流課渉外班 奥野雅生） 
・第 34 回史料管理学研修会の報告 
・公文書館譜 
・展示室だより 
 



【第３号】（昭和 63 年 1 月、12 頁） 
・文化遺産と公文書保存（顧問 片岡重治郎） 
・公文書館の願い（館長 岡田大治） 
・公文書館法制定される 
・『大阪府公報』百年の歴史（浅野恭子） 
・第 33 回近世史料取扱講習会の報告（大西愛） 
・石碑残照 -保存資料・大阪府下の石碑台帳から-（大庭健吉） 
・江戸時代の河内の料理 –川中家文書から-（大西愛） 
・公文書館譜 
・作業室だより 
 
【第 2 号】（昭和 61 年 11 月、12 頁） 
・英国パブリック・レコード・オフィス副館長マイケル・ローパー氏大阪で講演 -第 1 回文書館振興国際会議- 
・講演「記録管理と文書館」（マイケル・ローパー） 
・訪問記 カルフォルニア州公文書館（田中忠夫） 
・保存資料紹介 日本人の見た江戸末期の国際事情 -『漂流人異違』より-（加藤銀四郎） 
・明治から戦前までの大阪府公文書（1）（大西愛） 
・公文書館譜 
・資料整理状況（昭和 61 年 10 月現在） 
 
【創刊号】（昭和 61 年 3 月、12 頁） 
・ごあいさつ（知事 岸昌） 
・発刊にあたって（館長 井本洋） 
・講演「歴史と資料」（司馬遼太郎） 
・ようこそ公文書館へ -公文書館のあらまし- 
・保存資料紹介 大阪市内区域改正及び新区設置の上申 
・公文書館譜 
・資料の収集整備状況 


