
No 月 日 広報媒体等 名    称 発行者 内容等
1 4 3 雑誌・チラシ 東京人平成26年5月号 都市出版 「祝オリンピック開催！首都東京、発展の履歴書」「国立公文書館業務紹介」
2 21 新聞 朝日新聞夕刊11面 朝日新聞社 「特別展　「高度成長の時代へ」」
3 22 新聞 毎日新聞朝刊22面 毎日新聞社 「日本の歩み　資料でたどる特別展　高度成長の時代へ」
4 22 テレビ ニュース23 ＴＢＳテレビ 春の特別展（日本国憲法御署名原本及び会場の様子）
5 5 1 新聞 産経新聞朝刊21面 産経新聞社 公文書館で憲法原本展示
6 2 テレビ 報道ステーション テレビ朝日 春の特別展（日本国憲法御署名原本）

7 3 新聞 毎日新聞朝刊12面 毎日新聞社 春の特別展（日本国憲法御署名原本）
8 3 新聞 展示会の情報を夕刊 朝日新聞社 企画展「江戸のレシピ」
9 4 テレビ 大阪ほんわかテレビ よみうりテレビ 『歴史の守り人』
10 18 テレビ 新報道2001 フジテレビ 「大礼記録巻二十一」の献立、料理のイラスト
11 19 テレビ 北海道クローズアップ 北海道放送 「日本国有鉄道再建監理委員会文書」の「第91回No.1」及び「第91回No.2」
12 ― テレビ QABニュース等 琉球朝日放送 春の特別展（日本国憲法御署名原本）
13 6 1 雑誌・チラシ 「東京メトロ沿線だより」6月号 メトロアドエージェンシー 第1回企画展「江戸のレシピ-美食から救荒食まで-」
14 5 雑誌・チラシ 広報千代田 千代田区役所 第1回企画展「江戸のレシピ-美食から救荒食まで-」
15 12 新聞 読売新聞19面 読売新聞社 企画展「江戸のレシピ」
16 15 新聞 読売新聞19面 読売新聞社 日曜日の朝に考える「公文書館が面白い」
17 16 新聞 生活面コラム 読売新聞社 企画展「江戸のレシピ」及び館の取組
18 27 テレビ 北海道クローズアップ ＮＨＫ札幌放送局 軍機保護法・御署名原本、軍機保護法改正刑法施行法中改正・御署名原本
19 30 新聞 毎日新聞夕刊7面 毎日新聞社 江戸レシピ―美食から救荒食
20 30 新聞 朝日新聞夕刊9面 朝日新聞社 企画展「江戸レシピ―美食から救荒食」
21 7 1 雑誌・チラシ 「東京メトロ沿線だより」7月号 メトロアドエージェンシー 第1回企画展「江戸のレシピ-美食から救荒食まで-」
22 5 雑誌・チラシ 広報千代田 千代田区役所 第1回企画展「江戸のレシピ-美食から救荒食まで-」

23 5 テレビ
「戦後史証言／日本人は何をめざしてきたのか～知
の巨人たち～第１回　湯川秀樹と物理学者たち」
（仮）

ＮＨＫ教育テレビ 原子力基本法・御署名原本

24 12 テレビ
「知の巨人たち②　～鶴見俊輔と「思想の科学」～
（仮）」

ＮＨＫ教育テレビ 「新日本建設ニ関スル詔書」レプリカ

25 8 1 チラシ 「東京メトロ沿線だより」8月号 メトロアドエージェンシー 第2回企画展「写真週報』-広報誌にみる戦時のくらし-」
26 5 雑誌・チラシ 広報千代田 千代田区役所 第2回企画展「写真週報』-広報誌にみる戦時のくらし-」
27 10 新聞 永田町インサイド 日本経済新聞社 歴史の「宝庫」として紹介
28 14 新聞 東京新聞朝刊2面 中日新聞社 公電すべて本物
29 14 テレビ 報道ステーション テレビ朝日 戦争企画【〝終戦前日〟鈴木貫太郎 総理大臣親衛隊】
30 14 新聞 イベント情報欄(東京版) 産経新聞社 平成26年度　第2回企画展　『写真週報』 ―広報誌にみる戦時のくらし―
31 15 新聞 読売新聞朝刊12面 読売新聞社 第2回企画展「写真週報』-広報誌にみる戦時のくらし-」
32 15 新聞 東京新聞朝刊26面 中日新聞社 「わだつみ」木村久夫処刑　戦犯裁判の虚偽供述
33 9 2 新聞 農地改革　紙芝居 読売新聞社 誌面の「昭和時代」コーナーにおいて掲載された。

34 28 テレビ 映像'14 毎日放送
昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基
く聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令・御署名原本・
昭和二十一年・勅令第三一一号

35 10 1 雑誌・チラシ 人事院月報 人事院総務課広報情報室 一般の方々に興味・関心を持ってもらえるよう目的に国の機関や業務を紹介。
36 3 雑誌・チラシ 東京人平成26年11月号 都市出版 「ようこそ　歴史資料の宝庫へ」「国立公文書館ツアーの紹介」
37 5 雑誌・チラシ 広報千代田 千代田区役所 企画展第3回「ようこそ　歴史資料の宝庫へ」
38 9 新聞 東京新聞朝刊24面 中日新聞社 9条なるかノーベル平和賞

39 10 テレビ 日本国憲法（複製）
テレビ神奈川　ニュースα
930

ノーベル平和賞にノミネートされた日本国憲法（複製）の資料撮影

40 10 テレビ 日本国憲法（複製） フジテレビ ノーベル平和賞にノミネートされた日本国憲法（複製）の資料撮影
41 10 NHK 佐藤栄作元首相のメダル NHK 佐藤栄作元首相に贈与されたノーベル平和賞のメダルの撮影
42 17 新聞 公明新聞 公明党 衆院議運委が国立公文書館を視察
43 20 テレビ クローズアップ現代 ＮＨＫ報道局 「公文書は誰のものか～問われる１４００万件の管理～」
44 11 1 雑誌・チラシ 「東京メトロ沿線だより」11月号 メトロアドエージェンシー 第3回企画展「ようこそ　歴史資料の宝庫へ」
45 1 雑誌・チラシ 東京人平成26年12月号 都市出版 「江戸時代の罪と罰」「教育勅語やノーベル平和賞金メダル」
46 5 雑誌・チラシ 広報千代田 千代田区役所 第3回企画展「ようこそ　歴史資料の宝庫へ」
47 4 雑誌・チラシ 月間「月間書道界」 藤樹社 特別展「江戸時代の罪と罰」について
48 18 ウェブサイト eHills Club イーヒルズ株式会社 特別展「江戸時代の罪と罰」について
49 19 新聞 朝日新聞夕刊5面 朝日新聞社 ミュージアムガイド特別展「江戸時代の罪と罰」について
50 21 テレビ ニュースJAPAN フジテレビ 特別展「江戸時代の罪と罰」について（関東ローカルのみ）
51 23 新聞 毎日新聞朝刊26面 毎日新聞社 特別展「江戸時代の罪と罰」犯罪・刑罰・監獄の歴史振り返る
52 24 新聞 東京版 毎日新聞 特別展「江戸時代の罪と罰」について
53 12 1 雑誌・チラシ 「東京メトロ沿線だより」12月号 メトロアドエージェンシー 平成26年特別展「江戸時代の罪と罰」
54 3 テレビ ザ・プロファイラー ＮＨＫ　ＢＳプレミアム 三国志曹操を扱うため、注釈をされた『魏武帝註孫子』につてい
55 4 新聞 日本経済新聞夕刊6面 日本経済新聞社 特別展「江戸時代の罪と罰」について

56 5 雑誌・チラシ 広報千代田 千代田区役所 平成26年特別展「江戸時代の罪と罰」
57 6 新聞 コラム「春秋」 日本経済新聞社 特別展「江戸時代の罪と罰」について
58 14 テレビ 新報道2001 フジテレビ 『日本三大実録』貞観噴火に該当する記述等の接写

59 25 雑誌・チラシ 月刊IM
日本文書情報マネジメント
協会

公文書管理の展望

60 1 1 雑誌・チラシ 「東京メトロ沿線だより」1月号 メトロアドエージェンシー 企画展第4回「明治の学び」
61 5 雑誌・チラシ 広報千代田 千代田区役所 第4回企画展「明治の学び」
62 7 ウェブサイト どうしんウェブ 北海道新聞社 有村行革相が公文書館視察　秘密法で保存量増加
63 8・9 テレビ Super　Jチャン 山口朝日放送 特別展「江戸時代の罪と罰」で展示された『牢屋敷平面図』の撮影
64 16 テレビ 時代をプロデュースした者たち NHK-BS オリンピック大会S36年度
65 25 テレビ ガリレオX BSフジ 「スゴイ！和紙の底力～その伝統と可能性をさぐる」
66 27 テレビ 皇室のこころ～2015冬～ BSフジ 成年皇族が身につけるティアラのルーツを紹介
67 27 テレビ シリーズ北海道の戦後70年① NHK札幌放送局 北海道南富良野町で盛んだった石炭事業政策について
68 2 1 雑誌・チラシ 「東京メトロ沿線だより」2月号 メトロアドエージェンシー 企画展第4回「明治の学び」

69 2 ウェブサイト チラシミュージアム eplus
「国立公文書館所蔵資料展　近代日本と徳島のあゆみ」、「「JFK－その生涯と遺産」
展」

70 2 新聞 日刊ゲンダイ 日刊現代社 「この図書館がおもしろい」（コラム）
71 5 雑誌・チラシ 広報千代田 千代田区役所 「JFK-その生涯と遺産」展

72 9 テレビ
池上彰が今こそ日本人に教えたい 実はみんな知ら
ない日本

テレビ朝日 日本国憲法及び当館の書庫について放送

73 12 新聞 日本経済新聞朝刊2面 日本経済新聞社 新公文書館を歴史学ぶ場に
74 15 新聞 日本経済新聞朝刊28面 日本経済新聞社 JFK-その生涯と遺産
75 25 新聞 読売新聞洋館37面 読売新聞社 JFKの足跡たどる
76 3 2 ウェブサイト ＮＨＫニュース ＮＨＫ 新公文書館は国会周辺提言骨子案まとまる
77 3 雑誌・チラシ 「東京メトロ沿線だより」3月号 メトロアドエージェンシー 「JFK-その生涯と遺産」展
78 5 テレビ ＮＨＫ特別報道 ＮＨＫ ＮＨＫニュース

79 6 新聞 日本経済新聞社朝刊4面 日本経済新聞社 公文書館充実に努力
80 6 新聞 読売新聞朝刊4面 読売新聞社 ＪＦＫゆかりの品々見学
81 6 新聞 産経新聞朝刊5面 産経新聞社 ケネディ米大使に「覚えていますか？」
82 6 新聞 毎日新聞朝刊5面 朝日新聞社 首相、国立公文書館の拡張に意欲
83 12 テレビ 解明！歴史歴史捜査 BSフジ 長篠の戦いで『雑兵物語』を撮影
84 17 テレビ ＮＨＫスペシャル ＮＨＫ 戦後70年で高度成長に関する資料の撮影
85 18 新聞 朝日新聞朝刊1面 朝日新聞社 天声人語
86 20 テレビ みんなのニュース フジテレビ 首都圏直下地震について貞観地震が書かれている「日本三代実録」を紹介
87 22 新聞 日本経済新聞朝刊5面 日本経済新聞 新公文書館実現へヤマ場
88 23 新聞 産経新聞朝刊14面 産経新聞社 国立公文書館でＪＦＫ展
89 27 新聞 日本経済新聞朝刊4面 日本経済新聞社 公文書館新館「米を参考に」
90 27 新聞 読売新聞朝刊4面 読売新聞社 新公文書館で要請書
91 27 新聞 産経新聞朝刊5面 産経新聞社 新公文書館建設に意欲

92 27 新聞 毎日新聞朝刊5面 毎日新聞社 新国立公文書館建設を要望

広報・報道記事等実績一覧（平成26年度）
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