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令和2年の開学70周年にあたり、これまでの名古屋市立
大学の歩みを回顧し、大学の将来を見据える礎として、
『名古屋市立大学70周年史』特設サイトを令和2年12月
に公開します。

　名古屋市立大学は、明治17年（1884）に誕生した名古屋薬学校を源流に持つ名古屋
市立の名古屋薬科大学と、昭和18年（1943）に誕生した名古屋市立女子高等医学専門
学校を源流に持つ名古屋女子医科大学とが統合して、昭和25年（1950）に開学しました。
その後、名古屋市立保育短期大学、名古屋市立女子短期大学が三大学統合によって名
古屋市立大学に合流し、現在は7学部7研究科を擁する総合大学に発展してまいりました。
このたび、大学の歴史を明示するため、開学70周年記念事業の一つとして名古屋市立大
学大学史資料館を開館する運びとなりました。
　大学史資料館は大学の歴史に関する資料を収集、保管、調査し、その成果を展示という
形で発信いたします。これによって、在学生、卒業生、教職員が本学の建学の志や以後の
発展の情熱を共有し、将来のさらなる飛翔の礎にしたいと考えます。あわせて、本学の国際
交流の展開を展示し、これによって協定大学との連携が深化し、本学の国際交流がさらな
る発展を遂げることを願います。
　大学の歴史は社会との関係の中で展開します。名古屋市立大学の歴史は、名古屋市が
どのような高等教育をめざしたかの歴史でもあります。本館の展示によってその歩みが明
確化され、大学関係者はもとより広く市民をはじめ国内外の皆様にその意義が認識され
ることを期待いたします。
　最後になりましたが、開学70周年記念事業に御寄付を頂いた方々、そして貴重な思い
出の品を御寄贈頂いた卒業生の皆様に心より御礼申し上げます。

令和2年（2020）10月

Nagoya City University was founded in 1950 through the consolidation of two colleges, 
Nagoya Pharmaceutical College (名古屋薬科大学), which originated from Nagoya School 
of Pharmacy (名古屋薬学校) (established in 1884), and Nagoya City Women’s Medical 
College, which originated from Nagoya Women’s Vocational College of Medicine (名古屋
市立女子高等医学専門学校) (established in 1943). Later, Nagoya City College of Child 
Education and Nagoya Municipal Women's College merged into Nagoya City University, 
which is now home to seven undergraduate schools and seven graduate schools. Today, as 
part of the university’s 70th anniversary commemoration projects, we are proud to 
celebrate the opening of the Nagoya City University Archives of the University History.

The Archives collect, safekeep and do research on data and materials related to the history 
of Nagoya City University and display the collection. We are hoping that the display will 
help students, graduates and faculty share the spirit of the university’s founding and the 
enthusiasm of its developments afterward, laying a foundation for further progress in the 
future. We also hope that displaying the developments of our international exchange 
activities will foster cooperation with partner universities for continued international 
collaboration.

The history of the university develops in relation to society. The history of Nagoya City 
University re�ects the kind of higher education the City of Nagoya has aimed for. It is 
hoped that our display of the Archives will shed light on signi�cant steps the university has 
taken and thereby these e�orts will be recognized by not only people related to the 
university but also citizens of Nagoya and other people in Japan and abroad.

Last but not least, we would like to express our sincere gratitude to everyone who made a 
contribution to our 70th anniversary commemorative project and to alumni who donated 
valuable memorable items.
October 2020

URL:https://www.nagoya-cu.ac.jp/70years/index.html　　

名古屋市立大学
70周年史特設サイト

学術情報室／ncu-archives@sec.nagoya-cu.ac.jp　

利用のご案内

〒467-8501 名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1 名古屋市立大学 滝子キャンパス学生会館２階
1, Yamanohata, MIzuho-cho, Mizuho-ku, Nagoya-city, 467-8501
Nagoya City University Takiko Campus

■  開館時間／Opening hours

 平日 9：00～17：00／Weekdays 9：00-17：00

■ 滝子キャンパスまでのアクセス図／Direction to Takiko Campus

問合せ先

■ 地下鉄／Subway
 ● 桜通線「桜山」駅下車５番出口より
  徒歩１２分
  12 min on foot from Exit 5 of 
  "Sakurayama," Sakura-dori Line

■ 市バス／City Bus
 ● 金山駅 金山7番のりばより
  金山11・12・16「滝子」下車
  Take "Kanayama Route 11, 12 or 
  16" bus at Kanayama Depot 7, 
  and get off at "Takiko." 

 ● 金山駅 金山8番のりばより
  金山14（桜山経由）「滝子」下車
  Take "Kanayama Route 14
  (via Sakurayama)" bus at 
  Kanayama Depot 8,
  and get off at "Takiko."

ACCESS■ 名古屋市立大学
 大学史資料館への行き方／
 Campus Map
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名古屋市立大学の国際交流のあゆみにつ
いて、協定締結校との交流の諸相や贈呈さ
れた記念品などを紹介しています。

International Engagement

国際交流

The Hachiko kofun Tumulus

八高古墳

大学史資料館では、常設展示と特集展
示の二つから構成される展示を御覧い
ただきます。特集展示では、名古屋市
立大学の歴史や魅力をより深く知るこ
とができる企画展を行います。

初代学長 ー戸谷銀三郎ー特集展示

名古屋市立大学の前
身校から今日に至る
歴史について、新たに
発見された公文書、
キャンパス図面など大
学のあゆみを語る資
料を展示しています。

滝子キャンパス内にある4世紀後期の
前方後円墳である八高古墳（墳丘長約
70m・後円部直径45m）について、発
掘調査で検出された出土品やその歴
史的意義を紹介しています。

Institutional History

名古屋市立大学沿革

大学に所蔵される学
生生活に関する資
料を展示するととも
に、卒業生の皆様か
ら寄贈された思い出
の品々を展示してい
ます。

名古屋市立大学の初
代学長である戸谷銀
三郎氏の功績を回顧
し、関係資料および直
筆の草稿や書を展示し
ています。

Campus Life : Then and Now

▲薬学部前身校時代から使用された天秤 ▲名古屋市立女子高等医学専門学校入学生『誓』

学生生活の歩み

Ginzaburo Totani（First president of NCU）Special Exhibition

特集展示
Special Exhibition

学生生活の歩み
Campus Life : Then and Now

初代学長
ー戸谷銀三郎ー

Ginzaburō Totani
（First president of NCU）

八高古墳
The Hachikō kofun
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