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周年事業年の変更と予定していた周年事業
　専修大学の創立は1880（明治13）年であ
る。創立120周年および130周年の記念事業
は1999年と2009年に行っており、実は創立
140周年も当初、昨年の2019年に予定して
いたが、2017年、神田キャンパスに建設し
ていた新校舎の竣工にあわせる形で、周年
事業年度を変更する決定が下された。そのた
め、新型コロナの影響を大きく受けることと
なった。
　なお、2017年12月段階で計画していた周
年事業は以下のようなものである。

①式典・祝賀会の開催／②教育・研究
を広く学内外に伝える講演・シンポジ
ウムの開催／③附属高校・教育交流提携

はじめに
　2020年、専修大学は創立140周年を迎
えた。専修大学では、規模に大小の差はあ
るが、10年毎に周年記念行事を実施してい
る。当然、創立140周年に向けても２、３年
前からその準備を行ってきたが、今年２月
以降、本格化していった新型コロナウイルス
感染症の大流行により、予定していた種々の
記念行事の中止・延期・変更を余儀なくされ
た。本報告では、コロナ禍のなかで専修大学
が周年事業とどのように向き合ったかについ
て、述べることとする。他大学の参考になれ
ば幸いである。

専修大学大学史資料室　瀬戸口龍一

コロナ禍における専修大学の周年事業
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・瀬戸口龍一「コロナ禍における専修大学の周年事業」
・古俣　達郎
　「コロナ禍における大学史関連業務の現状について：HOSEIミュージアムの場合」
・田中　智子「コロナ禍における早稲田大学大学史資料センター関連業務の現状」
・松原　太郎「第119回研究会に参加して」
・全国大学史資料協議会東日本部会2020年度総会記録
・全国大学史資料協議会東日本部会幹事会議事録
・全国大学史資料協議会東日本部会研究会記録

2020年10月1日（木）オンライン研究会（119回東日本部会研究会）
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校・高大連
携協定校と
連携した企
画／④地域
と連携した
企画／⑤校
友の協力に
よ る 企 画
（企業経営
層による講
演など）／
⑥学生と協
力した企画
（学生オーケストラによる記念演奏会な
ど）／⑦本学の歴史を学内外に広く伝え
る展示会の開催／⑧140周年記念誌の刊
行／⑨その他（図書館貴重図書の展示、
物故者追悼式など）

　こうした種々の記念行事が計画されていた
が、それでも、ホテルの大ホールを借りて式
典を開催するというような、盛大な行事を実
施する予定はそもそもなかった。というの
も創立150周年をある程度、大きな形にせざ
るを得ないため、140周年は費用的にも抑え
たいという意図があったためである。その意
味では、創立140周年事業のメインイベント
は、新校舎のお披露目であったと言えよう。

中止・変更した周年事業とその対応
　さて、このように種々準備していた周年事
業の行事ではあるが、ほぼ中止となった。上
記に挙げた計画のなかで実施できたのは式典
の開催と140周年記念誌の刊行、そして後述
するイベントの実施のみである。しかも式典
も大きく縮小した形での開催となった。式典
開催にあたっては、中止の声も挙がったそう
であるが、コロナ禍における周年事業の在り
方を今後に残す意味でも、せめて式典だけで
も行いたいという上層部の意向を受け、開催

の運びとなった。ただし、新型コロナの集
団感染を避けるために以下のような対策が
とられた。

①参加人数の縮小（学内者を中心に100
名弱）／②参加者へのマスク着用と体温
検査の徹底／③司会者席・登壇者席への
シールド設置／④校歌の斉唱から独唱へ
の変更／⑤式典時間の短縮／⑥記念品な
どの手渡しを避け、座席に配付／⑦飲食
をともなう祝賀会の中止

　以上のことを厳守したうえでの実施とい
うことで、参加者からは少し寂しかったとい
う声も聞かれたが、その後の感染の報告もな
く、無事、式典を終えることができた。
　一方、記念誌の方は、こちらも創立150周
年では大部のものを作成する予定であるた
め、今回は、ここ10年の専修大学の動向を
紹介する写真を中心とした小冊子（32p）と
することが、昨2019年７月の時点で決定し
ていた。そのため幸いなことに、編纂に際
して学外調査の必要性がほとんどなかったた
め、新型コロナの影響は少なく、当初の予定
通りに刊行することができた。
　ちなみに、同年、専修大学と同じく周年
にあたっていた附属校である専修大学松戸高
校・中学・幼稚園においては、式典も含め、
予定されていた種々の記念行事は中止され、
現在のところ、実施を予定しているのは記念
誌の刊行のみである。
　そのほか、当初予定していなかった事業も
行った。新校舎のエスカレーターの壁面にお
ける常設のグラフィック展示である。これは
専修大学140年の歴史を写真で紹介した展示
であるが、今後、展示内容を変更できるよう
に、張り替え式を採用している。しかし、エ
スカレーターの利用者がどこまでこうした展
示に関心を持つのか、また利用者によって行
きたい階が違うために、展示内容のメインを
どの階に持っていけば良いか、いまだ不明な
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点も多く、今後の展示方法についていくつも
の課題が残された。

おわりに
　新型コロナの影響がいまだ続いており、
多くの大学で対面式の講義が始まったとはい
え、ほとんどの学生は来校できていない。専
修大学も同様である。ましてや来年度の見通

しもついていない状況であるため、延期した
周年事業をどうするかの目途もなんら立って
いない状況である。
　そんななか、多くの大学が積極的に行って
いるのが、オープンキャンパスや大学祭など
イベントのオンライン開催である。専修大学
でも周年事業として開催を予定していたイベ
ントの一つ（「神田神保町の魅力」）をオン
ラインで開催して、YouTubeで配信する形に
変更した。こうしたオンライン化の流れは、
新型コロナが収束した後も大なり小なり続く
と考えられる。今回、専修大学ではコロナ禍
のなかで周年事業の実行を強いられたわけで
あるが、ある意味では、周年事業も含めた大
学史活動の在り方の見直しを考える良い機会
にもなったと言える。

コロナ禍における大学史関連業務の現状について：
HOSEIミュージアムの場合

て、緊急事態宣言の発出により、その延期を
余儀なくされた。開館に向けて、最終調整に
追われる最中のことであり、新設のミュージ
アムとして苦難の多いスタートとなったこと
は疑い得ない。
　その後、学内者に限定した開館期間（６月
22日～９月30日）を経て、10月１日から一般
公開を開始しているが、コロナ禍の中、未だ
残されている課題は多く、新たに着手しなけ
ればならない取り組みも多々発生している。
　今回の報告会では、緊急事態宣言発出後
のHOSEIミュージアムの開館状況を説明した
後、HOSEIミュージアムにおけるコロナウイ
ルス感染予防対策や今後の課題について報告
を行った。

Ⅰ．HOSEIミュージアムの開館状況
　上述の通り、HOSEIミュージアムは2020

　HOSEIミュージアムは「法政大学の過去・
現在・未来、そして法政大学の三キャンパ
スをリアルとデジタルで繋ぐ、『人・地球社
会の持続可能性』のための実験型ミュージ
アム」をコンセプトに構想され、2020年４
月、その第一歩となる、ミュージアムの中核
施設（ミュージアム・コア）を法政大学市ケ
谷キャンパスに開館する予定であった。
　しかし、開館を目前に控えた同年３月、日
本国内でのコロナウイルスの感染拡大、そし

HOSEIミュージアム所員　古俣　達郎
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年４月の開館を予定していたが、緊急事態
宣言発出のため、当面の間、開館延期となっ
た。
　この間、事務局では延期となった各種イベ
ント（開館に伴うオープニングセレモニーや
内覧会など）への対応に追われていたが、５
月25日の緊急事態宣言の解除前後から、再
度、開館時期の検討をはじめた。結論として
は、緊急事態宣言の解除から約１ヶ月後の６
月22日から学内限定で開館することとなっ
たわけであるが、この時期に開館に踏み切っ
た理由としては、コロナウイルス感染拡大の
第二波が早い段階で発生するという、学内の
危機対策本部の予測があった。もし、第二波
が早期に発生する可能性が高いのであれば、
感染状況が落ち着いているこの時期に開館を
しないと、年度内の開館が危ぶまれたのであ
る。
　また、HOSEIミュージアムの場合、法政大
学の本キャンパスとは少し離れた独立型の校
舎（新設の九段北校舎１階）に位置している
こともこの時の開館に際して有利に働いた。
おそらく、多くの大学博物館が再開に踏み切
ることができないのは、本キャンパス内に博
物館が位置しているためであろう。キャンパ
スが封鎖され、学生たちの入構を制限されて
いる中、博物館のみが開いているという状況
は考えにくいのである。その点、HOSEIミュー
ジアムは特殊な事例と言えよう。
　なお、10月１日以降の一般開館後は、未
だ対面授業は一部の科目のみであることか
ら、学生たちの来館は少ないものの、教職
員、OB・OG、出入り業者、関係者などを中
心に、徐々に来館者は増加しつつある。

Ⅱ．コロナウイルス感染予防対策とその問題
　　点
　開館後のコロナウイルス感染予防対策につ
いては、国際美術館会議（CIMAM）、国際

博物館会議（ICOM）が発表した指針等をも
とに作成し、フィジカルディスタンスの確
保、飛沫感染防止用透明ビニールシートの設
置（受付部分）、頻繁な消毒、検温の実施、
マスクの着用と来館者情報シート記入のお願
いなど、一般的な予防対策を講じている。
　HOSEIミュージアム独自のコロナ対策とし
ては、使い捨てのプラスチック製手袋の活用
を挙げることができる。これは、大学の歴史
に関する展示において、計４台のタッチパネ
ル式デジタルサイネージおよびタブレットが
展示の中心となっていること、また、企画展
示のスペースではハンズオン展示が展開され
ていることが理由で、物体を介した接触感染
の予防が目的である。
　ただし、今夏のような猛暑の中では、いか
に薄手の手袋といえども、不快感が大きいも
のであったことは否めず、現在では、デジタ
ルサイネージ・タブレットについては、タッ
チペンの利用を基本としている。タッチペン
は使用するたびに消毒を行う必要があるが、
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利用者の観点からすれば、使い捨ての手袋よ
りは快適で、操作性の点でも問題はない。一
方で、ハンズオン展示については、これまで
と同様、使い捨て手袋の装着をお願いしてお
り、何らかの方策がないか、お知恵をいただ
きたい点である。
　タッチパネルにしてもハンズオンにしても
インタラクティブな展示を意図したものであ
ったが、上で述べた対策が必要となるなど、
コロナ禍では裏目に出たわけである。

Ⅲ．今後の課題－第三波？ に備えて。－
　最後に、HOSEIミュージアムが抱えている
今後の課題について述べておきたい。
　第一に、今後の企画展示についてである。
すでに、展示のスケジュールが大幅にずれ込
んでいることもあるが、仮に、感染拡大の第
三波？が襲来し、より行動が制限されるよう
な状況になった場合、展示自体が開催できな
い恐れがある。
　この点に関連して、研究会では専修大学
の瀬戸口龍一氏からYouTubeLive配信イベン
ト「神田神保町の魅力－コロナ禍からの再
出発－」（2020年10月31日配信）、國學院
大學の渡邉卓氏からYouTubeを活用した國學
院大學博物館オンラインミュージアムについ
て、それぞれご紹介いただいた。本学でも両
校の事例に学びながら、オンラインでの展示
に切り替えるなどの措置を検討しなければな
らないだろう。元々、HOSEIミュージアムは
敷地面積が狭いため、デジタルを全面的に活
用する方針であり、現在、検討を始めたい
と考えているのは、先に紹介したデジタルサ
イネージのコンテンツをオンライン上で公開
する仕組みである。同サイネージは本学の創
立者である薩埵正邦を始め、G.E.ボアソナー
ド、梅謙次郎ら明治期の法学者、大正期から
昭和前期にかけて本学の教員であった、野上
豊一郎、内田百閒ら夏目漱石門下の作家・文

学者や京都学派の三木清、戸坂潤、そして、
戦後における本学の立役者であった総長経験
者（経済学者の大内兵衛、憲法学者の中村
哲）を特集したもので、既に画像データとテ
キストデータは作成済のため、システムさえ
完成すれば、コンテンツの移行はそれほど難
しいものではない。
　第二は、校友を中心とした寄付者をはじ
め、開館に際してご助力を賜った方々への返
礼ができていないことである。当面、多くの
来場者を集めるイベントを実施することは不
可能であろうが、何らかの代替策を考案しな
ければならないだろう。また、HOSEIミュー
ジアムの開館に際しては、ヒアリングや視察
にご協力いただくなど、東日本部会の会員校
の皆様に多大なるご支援・ご助力を賜った。
未だ、皆様に御礼ができていないことを大変
心苦しく思っている。
　最後に、コロナ対策を両立しながら、来館
者をどのように増やして行くのかという点で
ある。とりわけ、学生団体、付属校生、保護
者、そして、同窓会などは多人数での来館が
予測されるが、そのような場合であっても
安心して展示を観覧できるよう、今後とも適
切な対策を講じていかなければならないだろ
う。

　以上、コロナ禍における大学史関連業務の
現状について、HOSEIミュージアムの事例を
もとに報告した。第三波が果たして襲来する
か否かはさておき、「ウィズコロナ」もしく
は「アフターコロナ」の時代が現出するな
か、大学博物館・大学史関連セクションが直
面している様々な課題を巡って、今後とも協
議会で議論を深めていきたいと考えている。

〈参考URL〉 
・専修大学創立140周年・商学部神田移
転記念事業「神田神保町の魅力－コロ
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ナ禍からの再出発－」：https://www.
senshu-u .ac . jp/educat ion/ facu l ty/
commerce/140Syuunen-kandaiten/
Kandajinboutyonomiryoku.html
・國學院大學博物館オンラインミュージ
アム：http://museum.kokugakuin.ac.jp/

event/detail/online_museum
・HOSEIミュージアム：https://museum.
hosei.ac.jp/
・HOSEIミュージアムデジタルアーカイ
ブ：https://museum.hosei.ac.jp/archives/
Users/Top

旬～11月上旬開催）も、開催の見通しが立
たなくなった。
　次に（２）『早稲田大学百五十年史』編纂
関連業務であるが、主な業務としては①原稿
の執筆・編集と②データベースの構築の２つ
がある。このうち①について、第１巻刊行
（2022年３月予定）に向けて原稿の執筆・
編集を進めていたが、この間完成原稿が提
出されず、校正等の編集作業も進められない
状況に陥った。原因としては、学内外の図書
館・資料館の休館、オンライン授業対応に
よる執筆担当教員の多忙化があげられる。ま
た、編纂関連の会議（150年史専門委員会・
編纂委員会）やスタッフ間の打ち合わせも、
メールによる持ち回り審議となり、意見の集
約が難しい状況になった。
　②については、Web版150年史資料集とし
て、「早稲田大学文化資源データベース」
（https://archive.waseda.jp/archive/）上に
種々のデータベースを公開していたが、新規
公開が困難になった。原因としては、学内ネ
ットワークへのアクセスが出来なくなったこ
とにより、公開直前の確認ができなくなった
ためであるが、既存のデータベースの拡充・
更新であれば、直前確認なしでも何とか公開
可能であることに気付いた。以降、この既存
のデータベースの拡充・更新が、在宅勤務期
間中の中心業務になっていった。アルバイト
と手分けしてメタデータ作成作業を行い、現

はじめに
　新型コロナウィルス感染拡大および緊急事
態宣言の発令により、当センターの業務も多
大なる影響を受けた。本学では緊急事態宣言
発令に伴い、４月８日から７月５日まで原
則全教職員（派遣社員・アルバイトを含む）
在宅勤務となったため、当センターも業務の
一部停止や計画の変更を余儀なくされた。以
下、当センターの基本業務である（１）レファ
レンス関連業務、（２）『早稲田大学百五十年
史』編纂関連業務それぞれについて、在宅勤
務期間中の業務の状況、および現在（2020
年10月時点）の状況について述べていく。

１．在宅勤務期間中の業務の状況
　（１）レファレンス関連業務の主なものに
は、①資料の収集・整理・保存、②資料の公
開（閲覧、画像利用等）、③展示会がある。
このうち①については基本的に休止、②に
ついても閲覧は完全休止となった。画像利
用はデータベース掲載のもので、メールに
て期限までに申請があったもののみ許可して
いた。③については、春季企画展（例年３月
下旬～４月下旬開催）、および新收資料展（例
年６月上旬～８月上旬開催）の２つが今年度
は中止となった。原因としては、開催場所で
ある早稲田大学歴史館ほか、学内の博物館
相当施設が全て休館となったことがあげら
れる。これにより、秋季企画展（例年９月下

早稲田大学大学史資料センター　田中　智子

コロナ禍における早稲田大学大学史資料センター関連業務の現状
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在までに下記のデータベースの拡充・更新を
行った。また新規データベースの構築準備も
行った。

　早稲田人名データベース
　（追加63件、修正71件）

　戦争犠牲者データベース
　（誤記や不備について修正）
　『早稲田学報』記事データベース
　（記事データ358件追加）
　東京都公文書館所蔵　早稲田関係資料デー
　タベース（資料画像220点追加）

【画像１】早稲田大学文化資源データベース

２．2020年10月現在の状況
　７月６日より、原則として全教職員通常勤
務、事務所の開室は11時～15時となった。
（１）レファレンス関連業務については、資
料の閲覧・複写、寄贈・移管等は休止が続い
ており、資料の複写物の出版掲載・放映等利
用受け付けはデータベース掲載のものに限り
受け付けている。秋季企画展「早稲田で学ぶ
　－時代のなかの学生と学問－ 」について
は、９月25日に学内の博物館相当施設が再
開したことにより、内容・開催期間を縮小し
て10月２日から30日まで開催した。
　（２）『早稲田大学百五十年史』編纂関連
業務については、通常勤務が再開し、資料や
文献を参照できるようになったことにより、
原稿の執筆・編集はやや加速した。また、編
纂関係の会議や、業者等との打ち合わせは基【画像２】秋季企画展ポスター
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際に資料を見たりふれたりすることができな
くなった分、データベースの重要性について
認識できた。もう一つは、会議や打ち合わせ
が対面だけではなく、メールやZoomなど多
様な方法で行われるようになったことであ
る。当センターは大学本部とは離れた場所に
あるため、会議を開催するには準備と移動に
それなりの労力と時間を要したが、それが手
軽にできるようになった。しかし、オンライ
ンでの会議は便利である反面、通信環境の問
題や発言者が限定されてしまう問題もあるの
で、それらをクリアしていくことが今後の課
題である。

開館したHOSEIミュージアムの現状について
報告された。HOSEIミュージアムは本年４月
に開館予定であったが、コロナの影響で開
館が延期となり、研究会当日の10月１日か
ら一般に公開された。開館にあたっては、コ
ロナウイルス感染予防対策として、マスク着
用、手指消毒の他、ハンズオン展示利用のた
めのビニール手袋の用意、人数制限、フィジ
カルディスタンスの確保などの措置をとった
とのことであった。今後の課題として、数
年間の展示テーマを決めていたが、コロナ
禍やオリンピック延期等の影響により、展示
テーマのサイクルを修正しなければいけない
こと、オンラインミュージアムのさらなる促
進、寄付者への御礼などを挙げていた。
　周年事業や展示施設のオープンなどは毎年
実施される事業ではないので、本年のコロナ
禍の状況にタイミングが合ってしまった大学
は大変な苦労をされたようである。周年事業
の開催には数年かけて準備しているわけであ
り、今年度に入ってのコロナによる急遽の予
定変更はさらなる業務負担を生じたことであ

　2020年７月に開催予定であった全国大学
史資料協議会東日本部会の第119回研究会
は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り延期となり、10月１日（木）、オンライ
ンで開催された。テーマは「コロナ禍にお
ける大学史関連業務の現状」というもので、
３名からの報告の後、質疑応答・討論が行わ
れ、東日本部会会員56名が参加した。
　第１報告は専修大学大学史資料室の瀬戸口
龍一氏から、「コロナ禍における専修大学の
周年事業」と題して、本年140周年を迎えた
専修大学の周年事業について報告があった。
専修大学は当初予定していた規模を縮小して
本年９月に140周年記念式典を開催したとい
う。また、周年記念事業の多くは中止を余儀
なくされたが、記念誌の発行、新校舎でのパ
ネル展示などを実施し、さらに、商学部神田
移転記念事業としての地域連携事業について
は、対面形式のシンポジウムをオンラインイ
ベントに変更して開催する予定とのことであ
った。
　第２報告は法政大学の古俣達郎氏より本年

日本大学企画広報部広報課　松原　太郎

第119回研究会に参加して

本的にZoomで開催するようになった。他の
業務も順次再開していく反面、原稿の執筆・
編集等に比して優先度が低かったデータベー
ス構築は停滞するようになっていった。

おわりに
　－コロナ禍における業務を振り返って－
　以上、コロナ禍における当センターの業務
の状況について述べてきた。多くの業務が停
止状態となるなどデメリットが多かったが、
収穫も２つほどあった。一つは、これまであま
り時間を割くことができなかったデータベー
スの拡充・更新に注力できたことである。実
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ろう。
　第３報告は早稲田大学大学史資料センター
の田中智子氏から、年史編纂やレファレンス
業務の現状についての報告があった。早稲田
大学は緊急事態宣言発令に伴い、４月８日か
ら７月５日まで、原則全教職員が在宅勤務と
なった。在宅勤務期間中は資料収集・整理・
保存作業、資料の閲覧等は休止となり、展示
会も休止となった。通常勤務に戻ってからは
資料の閲覧、寄贈、移管受付などは休止のま
まで、秋季企画展については、規模、開催期
間を縮小して開催される予定とのことであっ
た。編纂業務については、在宅勤務時はメール
のやり取りのみで、この間は既存のデータベー
スの拡充・更新作業を進めていた。通常勤務
に戻ってからは会議や打ち合わせはZoomで
実施し、在宅勤務時よりも執筆・編集に力を
入れるようになったという。
　報告に続いて、質疑応答、全体討論に移っ
た。最初に展示の開館状況についての話題と
なり、HOSEIミュージアムの他、早稲田大学
歴史館、國學院大學博物館、明治大学博物
館、立教学院展示館などの開館状況について
説明があった。明治大学博物館、立教学院展
示館は現在閉館中だが開館を検討中とのこと
である。
　周年事業については、女子美術大学が本年
120周年を迎え、展覧会はオンラインでの開
催となり、その他、創立者のドラマを現在制
作中という報告があった。明治大
学は来年の140周年に向けて、本
年、校舎の取り壊しに関連するイ
ベントを検討していたが中止とな
り、そのかわりに建物の形状計測
や動画、３Ｄなどの記録を重視し
て資源を投入したという。
　次にコロナ禍により通常業務の
遂行が困難な状況下で、どのよう
な業務を進めたかという話題に移

った。多くの大学が在宅勤務時にデータベー
スの拡充やデジタル化作業に取り組んでいた
ことがわかった。現在の新型コロナウイルス
関連の文書等を積極的に収集しているという
東洋英和の発言も興味深かった。
　法政大学の高柳氏からは対面授業が難しい
現状の中、資料配布型授業の利点として、対
面授業よりもポイントを絞った授業ができた
こと、自校だけでなく他大学のデータベース
なども活用することで、自校史の相対的な理
解につながったことなどが指摘された。
　最後に明治大学の村松氏から９月18日現
在の各大学展示施設の開館状況についてコメ
ントがあった。３割ほどの施設が開館してい
るが、展示施設を有していない大学史のセク
ションについては、そのほとんどがホームペー
ジ上では開室しているかわからなかったとい
う。大学アーカイヴズは外部の人に利用して
もらうことも使命なので、外部への積極的な
情報発信も必要ではという指摘で研究会は終
了した。
　今回の研究会はコロナ禍の状況下、各大学
史部署がどのように業務を進めているかとい
うことの情報共有の場として開催された。終
息がみえないコロナ禍の中で、何かとマイナ
ス面ばかりが強調される現在ではあるが、今
回の研究会で得た知見を踏まえて、大学史業
務の見直しやさらなる情報発信を進めていき
たいと感じた次第である。
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全国大学史資料協議会東日本部会

2020年度総会記録
書面決議結果

　
　2020年５月28日に開催を予定していた東
日本部会総会は、新型コロナウイルス蔓延の
影響により延期となった。対面形式による総
会の開催が困難な状況のため、本年度の総会
は書面による開催とした。６月12日に総会
資料を会員へ送付し、会員総数103のうち、
過半数の60会員から回答を得たので、書面
による今回の総会が成立した。回答結果は以
下の通りである。

　東日本部会会員数
　　機関会員67機関
　　個人会員36会員
　　　合計103会員
　書面決議結果回答　合計60通
※書面決議の結果、第１号議案から第６号
議案について承認された。

　第１号議案　2019年度事業報告について
　　　　　　 【賛　60　否　0　】
　第２号議案　2019年度決算報告について
　　　　　　 【賛　60　否　0　】
　第３号議案　2020年度事業計画案について
　　　　　　 【賛　60　否　0　】
　第４号議案　2020年度予算案について
　　　　　　 【賛　60　否　0　】
　第５号議案　2020～2021年度役員案に

ついて
　　　　　　 【賛　60　否　0　】
　第６号議案　2020年度年会費の徴収につ

いて
　　　　　　 【賛　59　否　0　】

〔補足説明〕
第５号議案　2020～2021年度　役員案に
ついて
　会員からの立候補・推薦の連絡はなか
ったため、幹事会提案の役員案が承認され
た。
第６号議案　2020年度年会費の徴収につ
いて
　本議案が承認されたため、本年度の個人
会員の年会費は徴収しない。機関会員につ
いては、８月中に請求書を送付した。

〔配付資料〕
　１．総会次第
　２．ご挨拶
　３．2019年度　事業報告書
　４．2019年度　収支決算書
　５．2019年度　貸借対照表・監査結果
　６．30周年記念事業関連経費内訳
　７．2020年度　事業計画書（案）
　８．2020年度　収支予算書（案）
　９．2020～2021年度　東日本部会役員案
　10．2020年度年会費の徴収について
　11．東日本部会　会員名簿
　　　（記載内容確認用）
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全国大学史資料協議会東日本部会
2019年度収支決算書

2019年4月1日～2020年3月31日
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2019年度貸借対照表
2020年3月31日
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全国大学史資料協議会東日本部会
2020年度収支予算書（案）
2020年4月1日～2021年3月31日
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30周年記念事業関連経費の収支決算内訳
（2020.03.31現在）
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３０周年記念事業関連経費の収支決算内訳
（2020.03.31現在
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全国大学史資料協議会
東日本部会幹事会議事録

　
第189回幹事会議事録
日　時　2020年６月４日（木）
　　　　14時00分～14時45分
　　　　ZoomによるWeb会議
出　席　神奈川大学　國學院大學　淑徳大学
　　　　専修大学　大東文化大学　帝京大学
　　　　東海大学　日本大学　
　　　　武蔵野美術大学　明治大学　
　　　　立教学院
　　　　古俣達郎　檜皮瑞樹
議　題（1）2020年度東日本部会総会につ

いて
・事務局（日本大学）より、総会
資料をメールで送付し、ホーム
ページに回答欄を設けて決議を
行う形式での開催について提案
があり、了承された。

・本年度の年会費について、個人
会員は徴収せず、機関会員につ
いても申出があった会員校も検
討の上で免除することを総会の
議案として盛り込むことが了承
された。

・2020年度東日本部会総会資料
について事務局（日本大学）よ
り提案があり、了承された。

（2）2020年度東日本部会研究会に
ついて

・2020年度研究会担当及び記録
の分担表について了承された。

・2020年度は対面形式での研究
会開催が難しいため、Web会

議による研究会など、開催方法
についても検討することとなっ
た。

・全国研究会の開催・延期の判断
について、東日本部会としては
本年度担当の西日本部会の決定
に従う旨が確認された。

・2020年度の東日本部会の年間
テーマは、前年と同様に「大学
史資料の活用と公開」に決定し
た。

（3）その他
・事務局（日本大学）より、個人
会員２名入会の報告があった。

・叢書・会報担当（大東文化大
学）より、会報62号の発行
について報告があった。63号
（2020年10月発行予定）につ
いては、今後の研究会開催など
の動向を踏まえて発行するかを
検討することとなった。研究
叢書第21号は現在編集中で、
全国研究会時の写真データの提
供について担当より依頼があっ
た。

・事務局（日本大学）より、アート
ドキュメンテーション学会の大
会後援について報告があった。

・Web会議による研究会、幹事
会が増えることが予想されるた
め、東日本部会でZoom等のア
カウントを取得するかどうか検
討する。

・次回幹事会は、総会決議の集計
結果が出た時点で開催すること
となった。
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第190回幹事会議事録
日　時　2020年８月20日（木）
　　　　14時00分～14時40分
　　　　ZoomによるWeb会議
出　席　神奈川大学　國學院大學　淑徳大学
　　　　専修大学　東海大学　日本大学
　　　　明治大学　立教学院
　　　　古俣達郎　檜皮瑞樹
開会に先立ち、新任役員の紹介および挨拶が
あった。
議　題（1）2020年度東日本部会総会につ

いて
・事務局（日本大学）より、７月
30日、東日本部会総会の決議
結果（第１号議案から第６号議
案すべての議案承認）及び会員
名簿をメールで会員に送付した
ことについて報告があった。

・会計委員（東海大学）より、総
会第６号議案の承認を受けて、
個人会員に対する会費請求の免
除と、機関会員に対する請求書
の送付を準備していることにつ
いて報告があった。

　　併せて会計委員から、本部会
規約第15条において、７月末
日までに会費納入の義務がある
ことを定めているが、今年度は
新型コロナウイルス感染症の影
響により総会開催（書面）が遅
れたことから、請求書を会員に
送付する時期（８月末）と納入
期限（10月末）がずれ込むこ
とと、個人会員に対しては、今
年度の会費納入免除と引き続き
会務への協力を求める通知を発

送することについて報告があっ
た。

（2）2020年度東日本部会研究会に
ついて

・前回の幹事会において提案され
た「コロナ禍における大学史関
連業務の現状について」をテー
マとするオンラインでの研究会
を10月１日（木）開催するこ
とに決定した。

　　展示施設を有している会員、
あるいは現在沿革史編纂にあた
っている会員を中心に、報告者
を３～４会員選定して各10分
ほど現状報告をしていただく。
その後出席者を含めた討論を行
い、もって会員間の情報共有に
資する。

　　なお報告者の選定は事務局と
会長に一任することとした。

（3）その他
・会報「大学アーカイヴズ」につ
いて、今年度研究会等の年間
スケジュールに遅滞が生じてい
ることから、予定されている第
63号については、第64号と合
併号にすることも可とし、今
後、会報編集担当（大東文化大
学）の意見等をふまえて最終的
に判断することに決定した。

　　なお、合併号としない場合
は、たとえば会員校主催のイベ
ント（東京経済大学創立120周
年記念展示「東京経済大学120
年と創立者大倉喜八郎」大倉集
古館にて10月３日から25日開
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催予定）報告等を会報に掲載す
ることも可能ではないか、との
意見も出された。

・新型コロナウイルス感染症の影
響により、対面での会議開催が
困難であることから、価格と、
請求書払い等が可能であるかを
確認した上で、本部会Zoomア
カウントを取得することに決定
した。

・事務局より、現在編集が進んで
いる研究叢書の編集の再校（８
月31日午前中締切）について
報告があった。

・事務局より、今年度の予定の変
更に伴い、研究会担当のスケ
ジュールを見直し、今後再度提
案することについて報告があっ
た。

・事務局より、承認済みの会員入
会（個人会員　亀谷篤志　檜皮
瑞樹）及び退会会員（機関会員
　東京家政大学）、その他担当
者交代および会員の機関名称変
更について報告があった。

第191回幹事会議事録
日　時　2020年10月１日（木）
　　　　13時00分～13時45分
　　　　ZoomによるWeb会議
出　席　神奈川大学　國學院大學　淑徳大学
　　　　専修大学　大東文化大学　東海大学
　　　　日本大学　武蔵野美術大学
　　　　明治大学　立教学院
　　　　古俣達郎　檜皮瑞樹
議　題（1）2020年度全国総会について

・全国総会の開催について、西日
本部会からの回答を報告。総会
は西日本部会主管で書面審議を
実施すること、事前にオンライ
ン全国役員会を開催することが
提案され、了承された。なお全
国役員会は、10月22日（木）
に開催する方向で西日本部会と
調整することが了承された。

・全国研究会は、会場・テーマは
そのままで2021年度に延期す
ること、これについて会長校・
副会長校連名の文書を会員に出
すことが提案され、了承され
た。

（2）2020年度研究会について
・2020年度研究会の幹事校分担
表について提案があり、了承さ
れた。

・2020年10月研究会の参加記は
事務局（日本大学）が担当する
ことが提案され、了承された。

（3）その他
・ウェブシステム担当（神奈川大
学）より、協議会ウェブサイト
のスポット修正について報告が
あった。ウェブサイト修正の費
用負担については西日本部会に
も諮ることとなった。

・会計担当（東海大学）より、年
会費の納入状況について報告が
あった。個人会員１名より納付
があったが、今年度の方針に従
い、すでに返金処理済みである
ことが併せて報告された。

・事務局（日本大学）より、協議



− 19−

大学アーカイヴズ　№63

会としてZoomアカウントを取
得し、会員校間の打ち合わせ等
で使用可能となったことが報告
された（期間は2020年10月か
ら2021年９月まで）。現在は
１アカウントのみであるが、今
後必要が生じればアカウントを
増やすことも検討することとな
った。

・叢書・会報担当（大東文化大
学）より、研究叢書21号の刊
行・納品について報告があっ
た。また会報63号について
は年内に刊行する予定であ
り、64号については今後の研
究会等の開催状況を見て改めて
検討することになった。

・事務局（日本大学）より、12
月研究会、１月研究会の開催に
ついて報告があった。12月研
究会は、オンラインで開催する
かどうかを含め、後日改めて報
告する。１月研究会は、2020
年３月に神奈川大学で予定され
ていたものを改めて開催する方
向で検討することとなった。

　
全国大学史資料協議会
東日本部会研究会記録

　
第119回東日本部会研究会
日　時　2020年10月１日（木）
　　　　14時00分～16時00分
会　場　Zoomを利用したオンライン開催
出　席　愛知大学　お茶の水女子大学
　　　　神奈川大学　國學院大學　淑徳大学
　　　　上智大学　女子美術大学　成城学園
　　　　聖心女子大学　専修大学
　　　　大東文化大学　中央大学　帝京大学
　　　　東海大学　東京農業大学　東邦大学
　　　　東北学院　東洋英和女学院
　　　　東洋学園大学　東洋大学　獨協学園
　　　　日本大学　法政大学
　　　　武蔵野美術大学　明治学院
　　　　明治大学　立教学院　立正大学
　　　　早稲田大学
　　　　古俣達郎　齊藤浩次　谷本宗生
　　　　富田美加　橋本久美子　林慎一郎
　　　　檜皮瑞樹　松田栄作（以上56名）
司　会　松原太郎氏
　　　　（日本大学企画広報部広報課）
研究会テーマ　「コロナ禍における大学史関
　　　　　　　　連業務の現状」
報　告　瀬戸口龍一氏
　　　　（専修大学  大学史資料室）
　　　　「コロナ禍における専修大学の周年
　　　　　事業」
　　　　古俣達郎氏

（個人会員0法政大学　HOSEIミュ
ージアム）
「コロナ禍における大学史関連業務
の現状について：HOSEIミュージ
アムの場合」
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　　　　田中智子氏
（早稲田大学  大学史資料センター）
「コロナ禍における早稲田大学大学
史資料センター関連業務の現状」

〔概要〕　今回の研究会は、新型コロナ感染
症拡大防止の観点からオンラインで
の開催となり、「コロナ禍における
大学史関連業務の現状」をテーマ
に、各会員校・会員から報告がなさ
れた。
　瀬戸口龍一氏（専修大学）の報告
では、専修大学の周年事業につい
て報告された。専修大学は今年創立
140周年を迎えたが、コロナ禍によ
り、各種周年事業の中止もしくは規
模縮小を余儀なくされ、今後はオン
ラインイベントの開催などを予定し
ているとのことであった。
　古俣達郎氏（個人会員。法政大学
所属）の報告では、2020年４月に
開館が予定されていたHOSEIミュー
ジアムの現状について報告された。
報告では、HOSEIミュージアムにお
けるコロナ感染予防対策や今後の企
画展の開催方法等の課題について説
明があった。
　田中智子氏（早稲田大学）の報告
では、在宅期間中から現在までの年
史編纂・レファレンス業務について
報告された。在宅勤務により、年史
関連の原稿執筆・編集作業などは一
時遅延したが、データベースの拡
充・更新に注力でき、その重要性に
ついても認識が深まったとのことで
あった。
　報告後には、松原太郎氏（日本大

ご 案 内

会 報 編 集

全国大学史資料協議会および同協議会
東日本部会に関するお問い合わせ、入
会申し込みは、下記へご連絡ください。

【日本大学企画広報部広報課（大学史）】

〒102-8275
　東京都千代田区九段南4-8-24
　TEL：03（5275）8444
　MAIL：nuhistory@nihon-u.ac.jp
【明治大学史資料センター】

〒101-8301
　千代田区神田駿河台1-1
　TEL：03（3296）4085
　MAIL：history@mics.meiji.ac.jp

【大東文化大学　大東文化歴史資料館】
〒175-0083
　東京都板橋区徳丸2-19-10
　大東文化大学徳丸研究棟
　TEL：03（5399）7646

学）の司会のもと、質疑・討論が行
われた。質疑・討論では、各会員校
が所属する大学博物館の開館状況に
ついて説明があり、周年事業につい
ては女子美術大学の取り組みが紹介
され、各参加者からもコロナ禍での
業務状況について報告が行われた。

（古俣達郎）




