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＜ 資料目録 ＞

中島九郎関係資料

資料番号 資料名 年月日 年代 作成者

００００１ 辞令［農学科第一年級正代表者］ 明治４０年１１月９日 １９０７ 東北帝国大学農科大学
００００２ 辞令［農学科第二年級特待生］ 明治４１年９月１１日 １９０８ 東北帝国大学農科大学

００００３
辞令［区勢調査第四管区第一監督区第五調査区二
組調査委員嘱託］

明治４２年１月１１日 １９０９ 青木定謙（札幌区長）

００００４ 賞与［職務勉励、２５円］ 明治４３年１２月９日 １９１０ 文部省
００００５ 賞与［職務勉励、４０円］ 明治４４年１２月１１日 １９１１ 東北帝国大学
００００６ 辞令［産業調査委員嘱託］ 明治４５年６月２７日 １９１２ 北海道庁

００００７
俸金［東北帝国大学農科大学助教授職務俸金、
２００円］

大正元年８月３１日 １９１２ 文部省

００００８ 賞与［職務勉励、６０円］ 大正２年３月２９日 １９１３ 東北帝国大学
００００９ 賞与［職務勉励、５５円］ 大正３年３月２８日 １９１４ 東北帝国大学

０００１０
俸金［東北帝国大学農科大学助教授職務俸金、
３００円］

大正３年１２月２５日 １９１４ 文部省

０００１１ 賞与［職務勉励、４０円］ 大正４年３月２９日 １９１５ 東北帝国大学

０００１２
辞令・俸金［経済学財政学講座分担職務俸金、１７５
円］

大正４年１０月５日 １９１５ 文部省

０００１３ 賞与［職務勉励、４０円］ 大正５年３月３０日 １９１６ 東北帝国大学
０００１４ 賞与［職務勉励、５０円］ 大正６年３月３０日 １９１７ 東北帝国大学
０００１５ 辞令［樺戸監獄敷地及附属地ニ関スル調査嘱託］ 大正６年１０月１２日 １９１７ 司法省
０００１６ 賞与［職務勉励、２５円］ 大正７年３月３０日 １９１８ 東北帝国大学
０００１７ 辞令［経済学財政学講座分担免ズ］ 大正７年４月１３日 １９１８ 文部省
０００１８ 辞令［大正七年度緬羊技術練習講師嘱託］ 大正８年１月２７日 １９１９ 瀧川種羊場
０００１９ 辞令［農学第二講座担任］ 大正８年４月１日 １９１９ 文部省
０００２０ 手当［嘱託員手当、６０円］ 大正８年６月１１日 １９１９ 瀧川種羊場
０００２１ 辞令［農学第二講座担任免ズ］ 大正８年１２月１７日 １９１９ 文部省

０００２２
俸金［東北帝国大学農科大学助教授職務俸金、
４００円］

大正９年１２月２８日 １９２０ 文部省

０００２３ 辞令［農学第二講座担任］ 大正１１年４月１０日 １９２２ 文部省

０００２４ 辞令［第一回商工従事員学力検定試験委員長嘱託］ 大正１１年８月１日 １９２２
大瀧甚太郎（札幌商業会議
所会頭）

０００２５ 辞令・報酬［商業史授業講師嘱託、報酬７００円］ 大正１２年４月１３日 １９２３ 小樽高等商業学校
０００２６ 辞令［産業調査嘱託］ 大正１２年９月１５日 １９２３ 北海道庁

０００２７ 辞令［第二回商工従事員学力検定試験委員長嘱託］ 大正１２年９月２０日 １９２３
大瀧甚太郎（札幌商業会議
所会頭）

０００２８ 賞与［勉励賞典、７００円］ 大正１３年１２月２２日 １９２４ 北海道帝国大学庶務課
０００２９ 辞令［第四農場主任］ 大正１４年２月３日 １９２５ 北海道帝国大学庶務課
０００３０ 賞与［産業調査ニ付慰労、１００円］ 大正１４年３月３１日 １９２５ 北海道庁

０００３１
辞令［北海道帝国大学建基五十年祝賀記念式出版
係委員嘱託］

大正１４年６月６日 １９２５
佐藤昌介（北海道帝国大学
建基五十年祝賀記念式委員
長）

０００３２ 発令通知［図書館長出張不在中事務代理］ 大正１４年１１月５日 １９２５ 北海道帝国大学庶務課
０００３３ 賞与［勉励賞与、４３０円］ 大正１４年１２月２３日 １９２５ 北海道帝国大学庶務課

０００３４ 発令通知［成人教育講師嘱託］ 大正１５年９月９日 １９２６
通知：北海道帝国大学庶務課
発令：文部省普通学務局長

０００３５ 手当［文部省視学委員手当、４０円］ 昭和３年３月３１日 １９２８ 文部大臣官房秘書課長
０００３６ 賞与［職務勉励、３３０円］ 昭和４年１２月９日 １９２９ 北海道帝国大学
０００３７ 賞与［職務勉励、２９０円］ 昭和５年１２月１１日 １９３０ 北海道帝国大学

０００３８ 賞与［職務勉励、３１０円］ 昭和６年１２月１６日 １９３１ 北海道帝国大学

０００３９ 発令通知［農業経済学講堂物品監守］ 昭和７年９月２４日 １９３２ 北海道帝国大学農学部

０００４０ 発令通知［農業経済学講堂主任］ 昭和７年９月２４日 １９３２
根本通美（北海道帝国大学
庶務課長）
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資料番号 資料名 年月日 年代 作成者

０００４１ 賞与［職務勉励、２６５円］ 昭和７年１２月１３日 １９３２ 北海道帝国大学
０００４２ 辞令［農山漁村経済更生計画委員会委員嘱託］ 昭和７年１２月２６日 １９３２ 北海道庁
０００４３ 賞与［職務勉励、１６５円］ 昭和８年１２月１８日 １９３３ 北海道帝国大学

０００４４ 発令通知［農学部紀要編纂委員］ 昭和８年１２月２０日 １９３３
根本通美（北海道帝国大学
庶務課長）

０００４５ 辞令［大学院学生伊藤俊夫ノ指導］ 昭和９年２月１日 １９３４ 北海道帝国大学
０００４５ 辞令［大学院学生伊藤俊夫ノ指導］ 昭和９年２月１日 １９３４ 北海道帝国大学
０００４６ 賞与［職務勉励、７８円］ 昭和９年１２月１４日 １９３４ 北海道帝国大学
０００４７ 発令通知［農学部入学検定試験委員］ 昭和１０年４月１日 １９３５ 北海道帝国大学庶務課長
０００４８ 手当［農学部入学検定試験委員手当、１０円］ 昭和１０年４月２４日 １９３５ 北海道帝国大学庶務課長
０００４９ 発令通知［高松宮御寄附奨学懸賞論文審査委員］ 昭和１０年１０月２５日 １９３５ 北海道帝国大学庶務課長
０００５０ 賞与［職務勉励、３２５円］ 昭和１０年１２月１４日 １９３５ 北海道帝国大学

０００５１
手当［高松宮御寄附奨学懸賞論文審査委員手当、
５０円］

昭和１１年３月３１日 １９３６ 北海道帝国大学庶務課長

０００５２ 発令通知［農学部入学検定試験委員］ 昭和１１年４月２日 １９３６ 北海道帝国大学庶務課長
０００５３ 手当［農学部入学検定試験委員手当、１０円］ 昭和１１年４月３０日 １９３６ 北海道帝国大学庶務課長
０００５４ 発令通知［行幸準備委員］ 昭和１１年６月２４日 １９３６ 北海道帝国大学庶務課長
０００５５ 発令通知［行幸準備委員工営係］ 昭和１１年６月２４日 １９３６ 北海道帝国大学庶務課長

０００５６
辞令［農山漁村経済更生特別助成専門委員会委員
嘱託］

昭和１１年９月２日 １９３６ 北海道庁

０００５７ 発令通知［防護団第二支部配給班主任］ 昭和１２年１１月２２日 １９３７ 北海道帝国大学庶務課長
０００５８ 賞与［職務勉励、２４５円］ 昭和１２年１２月８日 １９３７ 北海道帝国大学
０００５９ 手当［農学部入学検定試験委員手当、１０円］ 昭和１３年４月２５日 １９３８ 北海道帝国大学庶務課長

０００６０ 辞令［北大農学部国民貯蓄組合評議員委嘱］ 昭和１３年６月２０日 １９３８
半澤洵（北大農学部国民貯
蓄組合長）

０００６１ 辞令［講師嘱託］ 昭和１３年７月１２日 １９３８ 財団法人八紘学院
０００６２ 発令通知［農学部長出張不在中代理］ 昭和１３年１０月１１日 １９３８ 北海道帝国大学庶務課長
０００６３ 賞与［職務勉励、２４７円］ 昭和１３年１２月９日 １９３８ 北海道帝国大学
０００６４ 辞令［北海道庁職業紹介委員会委員］ 昭和１４年２月８日 １９３９ 厚生省
０００６５ 辞令［北海道農山漁村経済更生委員会委員嘱託］ 昭和１４年３月９日 １９３９ 北海道庁
０００６６ 辞令［農業報国連盟北海道庁支部評議員委嘱］ 昭和１４年３月３１日 １９３９ 農業報国連盟
０００６７ 手当［自治講習所臨時講習講師手当、１５円］ 昭和１４年７月２９日 １９３９ 北海道庁
０００６８ 賞与［職務勉励、２９５円］ 昭和１４年１２月１１日 １９３９ 北海道帝国大学
０００６９ 発令通知［農学部入学検定試験委員］ 昭和１５年３月２５日 １９４０ 北海道帝国大学庶務課長
０００７０ 手当［農学部入学検定試験委員手当、１０円］ 昭和１５年４月２７日 １９４０ 北海道帝国大学
０００７１ 手当［北海道屯田兵村実態調査委嘱、１，５００円］ 昭和１５年７月２日 １９４０ 拓務省
０００７２ 賞与［職務勉励、１１３円］ 昭和１５年７月１０日 １９４０ 北海道帝国大学
０００７３ 賞与［職務勉励、２６５円］ 昭和１５年１２月１６日 １９４０ 北海道帝国大学
０００７４ 辞令［札幌市常会委員嘱託］ 昭和１５年１１月２６日 １９４０ 三澤�一（札幌市長）
０００７５ 発令通知［農学部入学検定試験委員］ 昭和１６年３月２０日 １９４１ 北海道帝国大学庶務課長
０００７６ 賞与［職務勉励、１５１円］ 昭和１６年６月３０日 １９４１ 北海道帝国大学

０００７７
発令通知［北海道帝国大学特設防護団第一分団副
分団長］

昭和１６年８月７日 １９４１ 北海道帝国大学庶務課長

０００７８ 賞与［職務勉励、２８５円］ 昭和１６年１２月１６日 １９４１ 北海道帝国大学

０００７９ 辞令［大政翼賛会北海道協力会議員委嘱］ 昭和１７年２月１日 １９４２
東條英機（大政翼賛会総裁、
陸軍大将）

０００８０ 辞令［大政翼賛会札幌市支部参与委嘱］ 昭和１７年３月１日 １９４２
東條英機（大政翼賛会総裁、
陸軍大将）

０００８１ 発令通知［農学部入学検定試験委員］ 昭和１７年３月１３日 １９４２ 北海道帝国大学庶務課長
０００８２ 辞令［理農学部講師嘱託］ 昭和１７年３月３１日 １９４２ 台北帝国大学

０００８３ 辞令［北海道組合金融統制団評議員］ 昭和１７年６月 １９４２
黒澤酉藏（北海道組合金融
統制団理事長）

０００８４ 賞与［職務勉励、２２７円］ 昭和１７年６月３０日 １９４２ 北海道帝国大学
０００８５ 発令通知［農学部入学検定試験委員］ 昭和１７年９月１５日 １９４２ 北海道帝国大学庶務課長
０００８６ 賞与［職務勉励、２８５円］ 昭和１７年１２月１４日 １９４２ 北海道帝国大学

０００８７ 手当［一時手当金、９３０円］ 昭和１７年１２月５日 １９４２
森本留治郎（台北帝国大学
庶務課長）

０００８８ 手当［在学年限短縮職務手当、３７９円］ 昭和１７年１２月１４日 １９４２ 北海道帝国大学
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０００８９ 辞令［大政翼賛会札幌市支部常務委員委嘱］ 昭和１８年２月１日 １９４３
東條英機（大政翼賛会総裁、
陸軍大将）

０００９０ 賞与［職務勉励、１１５円］ 昭和１８年３月３１日 １９４３ 北海道帝国大学
０００９１ 辞令［北海道庁職業紹介委員会委員］ 昭和１８年５月２０日 １９４３ 厚生省
０００９２ 賞与［職務勉励、２２７円］ 昭和１８年６月３０日 １９４３ 北海道帝国大学
０００９３ 賞与［特別職務勉励、１００円］ 昭和１８年１２月１５日 １９４３ 北海道帝国大学
０００９４ 賞与［職務勉励、５７０円］ 昭和１８年１２月１５日 １９４３ 北海道帝国大学

０００９５ 辞令［北海道物価統制協力会議常任委員嘱託］ 昭和１８年１２月２０日 １９４３
坂千秋（北海道物価統制協
力会議会議長）

０００９６ 賞与［職務勉励、２３０円］ 昭和１９年３月２７日 １９４４ 北海道帝国大学
０００９７ 賞与［職務勉励、２４１円］ 昭和１９年６月３０日 １９４４ 北海道帝国大学
０００９８ 発令通知［農学部入学検定試験委員］ 昭和１９年９月１５日 １９４４ 北海道帝国大学庶務課長
０００９９ 賞与［職務勉励、７００円（炭手当含ム）］ 昭和１９年１２月１３日 １９４４ 北海道帝国大学
００１００ 発令通知［農地委員会委員］ 昭和２０年１月１９日 １９４５ 北海道帝国大学庶務課長
００１０１ 発令通知［農学部入学検定試験委員］ 昭和２０年３月６日 １９４５ 北海道帝国大学庶務課長
００１０２ 賞与［職務勉励、２４０円］ 昭和２０年３月３１日 １９４５ 北海道帝国大学
００１０３ 賞与［職務勉励、２４１円］ 昭和２０年６月２５日 １９４５ 北海道帝国大学
００１０４ 手当［研究手当、３６６円］ 昭和２０年９月２９日 １９４５ 北海道帝国大学
００１０５ 賞与［職務勉励、４０１円］ 昭和２０年９月２９日 １９４５ 北海道帝国大学
００１０６ 賞与［臨時賞与、８００円］ 昭和２１年２月２８日 １９４６ 北海道帝国大学
００１０７ 賞与［職務勉励、７８２円］ 昭和２１年３月３０日 １９４６ 北海道帝国大学
００１０８ 発令通知［法文学部創設準備委員委嘱］ 昭和２１年８月２６日 １９４６ 北海道帝国大学庶務課長
００１０９ 発令通知［農学部入学検定試験委員］ 昭和２２年３月１１日 １９４７ 北海道帝国大学庶務課長
００１１０ 辞令［学術研究会議会員］ 昭和２２年７月２９日 １９４７ 片山哲（内閣総理大臣）

００１１１ 委嘱状［第九回国民体育大会顧問］ 昭和２９年８月１０日 １９５４
東龍太郎（第九回国民体育
大会会長）

００１１２ 手当［産業調査手当、３００円］ 大正２年３月１７日 １９１３ 北海道庁
００１１３ 手当［産業調査事務従事手当、８０円］ 大正３年３月３１日 １９１４ 北海道庁
００１１４ 表彰［尋常科第一年学年末試検優等］ 明治２６年３月２５日 １８９３ 私立江西学校
００１１５ 証書［尋常小学科第二年生編入］ 明治２６年３月２５日 １８９３ 私立江西学校
００１１６ 証書［尋常科第三学年編入］ 明治２７年３月２２日 １８９４ 私立江西小学校
００１１７ 表彰［尋常科三学年第三次小試検優等］ 明治２７年１２月２４日 １８９４ 私立江西小学校
００１１８ 表彰［尋常科二学年学年末試検優等］ 明治２７年３月２９日 １８９４ 私立江西小学校
００１１９ 表彰［尋常科三学年第一次小試検優等］ 明治２７年７月１８日 １８９４ 私立江西小学校
００１２０ 表彰［尋常科三学年第二次小試検優等］ 明治２７年１０月１日 １８９４ 私立江西小学校
００１２１ 表彰［尋常科三学年学年末試検優等］ 明治２８年３月１８日 １８９５ 私立江西小学校
００１２２ 修業証書［尋常科三学年課程修業］ 明治２８年３月１８日 １８９５ 私立江西小学校
００１２３ 表彰［尋常科四学年第二次小試検優等］ 明治２８年９月３０日 １８９５ 私立江西小学校
００１２４ 表彰［尋常科四学年第三次小試検学力優等］ 明治２８年１２月２５日 １８９５ 私立江西小学校
００１２５ 表彰［高等科第一学年第二次小試検学力優等］ 明治２９年９月２５日 １８９６ 私立江西小学校
００１２６ 表彰［高等科第一学年第三次小試検学力優等］ 明治２９年１２月２５日 １８９６ 私立江西小学校

００１２７ 表彰［高等科第二学年第二次小試検学力優等］ 明治３０年１０月３０日 １８９７
北海道石狩国札幌郡江別村
私立江西小学校

００１２８ 学習証書［高等科第一学年課程］ 明治３０年３月２８日 １８９７
鈴木仲次郎（北海道石狩国
札幌郡江別村私立江西小学
校訓導）

００１２９ 表彰［高等科第二学年第三次小試検学力優等］ 明治３１年１月１１日 １８９８
北海道石狩国札幌郡江別村
私立江西小学校

００１３０ 修業証書［高等小学校第二学年課程］ 明治３１年３月３１日 １８９８
北海道石狩国札幌郡江別村
私立江西小学校

００１３１ 表彰［高等科第三学年第一次小試検学力優等］ 明治３１年７月１５日 １８９８
北海道石狩国札幌郡江別村
私立江西小学校

００１３２ 表彰［高等科第三学年第二次小試検学力優等］ 明治３１年１０月７日 １８９８
北海道石狩国札幌郡江別村
私立江西小学校

００１３３ 賞状［高等科卒業生成績考査優等賞］ 明治３２年３月２８日 １８９９
北海道札幌郡私立江西尋常
高等小学校

００１３４ 賞状［特待生］ 明治３４年３月２６日 １９０１ 札幌中学校
００１３５ 修業証書［第三学年］ 明治３５年３月２８日 １９０２ 北海道庁立札幌中学校
００１３６ 賞状［学業精励皆勤（一等精勤）］ 明治３７年３月３０日 １９０４ 北海道庁立札幌中学校
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００１３７ 賞状［第五学年学友会幹部］ 明治３７年３月３０日 １９０４ 北海道庁立札幌中学校

００１３８ 賞状［日本体育会通常会員］ 明治３９年２月２７日 １９０６
載仁（日本体育会総裁）、
加納久宜（日本体育会長）

００１３９ 感謝状［済生会事業１４円寄贈］ 大正２年８月１０日 １９１３
桂太郎（恩賜財団済生会会
長）

００１４０ 感謝状［大正二年北海道凶作窮民救済２円寄附］ 大正３年１０月２８日 １９１４
西久保弘道（北海道庁長
官）

００１４１
感謝状［昭和四年札幌市立第一高等小学校建設敷
地買収費寄附］

昭和５年９月２０日 １９３０ 橋本正治（札幌市長）

００１４２
感謝状［北海道帝国大学文武会創立第三十周年記
念式委員長功労］

昭和６年９月２２日 １９３１
南鷹次郎（北海道帝国大学
文武会頭）

００１４３
感謝状［札幌地方防空兵器整備資金２０円陸軍省献
納］

昭和１４年６月１日 １９３９
三澤�一（札幌地方防空兵
器献納資金募集委員会委員
長、札幌市長）

００１４４ 感謝状［国防資材献納］ 昭和１４年８月 １９３９ 畑俊六（陸軍大臣）

００１４５ 感謝状［北海道防空兵器現地献納金］ 昭和１４年８月５日 １９３９
酒井鎬次（酒井部隊長陸軍
中将）、半井清（北海道庁
長官）

００１４６ 中島九郎宛 松田武雄書簡
昭和２年１２月２７日
（消印：Evanston）

１９２７
松田武雄
（IL，U．S．A．）

００１４７ 中島九郎宛 矢島武書簡
昭和３０年８月２２日
（消印：Helsinki）

１９５５
矢島武
（Helsinki、Finland）

００１４８ 中島九郎宛 時任一彦書簡
昭和３２年１月４日
（消印：札幌）

１９５７
時任一彦
（札幌市）

００１４９ 中島九郎宛 永井一夫書簡
昭和１７年２月１６日
（消印：札幌）

１９４２
永井一夫
（札幌市）

００１５０ 中島九郎宛 駒井徳三書簡
昭和３０年１０月５日
（消印：武蔵野）

１９５５
駒井徳三
（東京都武蔵野市）

００１５１ 中島九郎宛 吉町太郎一書簡
昭和３２年３月１５日
（消印：札幌）

１９５７
吉町太郎一
（札幌市）

００１５２ 中島九郎宛 高岡熊雄書簡
昭和３１年９月２４日
（消印：札幌）

１９５６
高岡熊雄
（札幌市）

００１５３ 中島九郎宛 星野勇三書簡
昭和３１年１月１日
（消印：札幌）

１９５６
星野勇三
（札幌市）

００１５４ 中島九郎宛 Lane夫妻書簡
昭和２９年１２月２３日
（消印：札幌）

１９５４
Harold M. Lane,
Pauline Lane（札幌市）

００１５５ 中島九郎宛 岡田信書簡
昭和９年７月２０日
（消印：［新京中央］）

１９３４
岡田信
（［新京市］、［満州］）

００１５６ 中島九郎宛 鈴木貫太郎書簡
昭和１６年６月２５日執筆、
６月２６日（消印：小石川）

１９４１
鈴木貫太郎
（東京市）

００１５７ 中島九郎宛 井口賢三書簡
昭和１１年１月１０日執筆、
１月２４日（消印：Berlin）

１９３６
井口賢三
（Berlin, Germany）

００１５８ 中島九郎宛 奥田�書簡
大正１３年２月２４日執筆、
２月２６日
（消印：Washington D．C．）

１９２４
奥田�
（NY, U．S．A．）

００１５９ 中島九郎宛 田所哲太郎書簡
大正１２年５月２９日
（消印：München）

１９２３
田所哲太郎
（München, Germany）

００１６０ 中島九郎宛 小林巳智次書簡
昭和３年８月１５日執筆、
８月１６日（消印：Paris 25）

１９２８
小林巳智次
（Paris, France）

００１６１ 中島九郎宛 里正義書簡
［昭和４年］９月２１日
（消印：Amsterdam）

［１９２９］
里正義
（Amsterdam, Holland）

００１６２ 中島九郎宛 坂村徹書簡
大正１４年１月２５日
（消印：München）

１９２５
坂村徹
（München, Germany）

００１６３ 中島九郎宛 式典・奉祝会案内状 昭和１５年９月１１日 １９４０
近衛文麿（内閣総理大臣、
紀元二千六百年奉祝会長）

００１６４ 中島九郎宛 高田保馬書簡
昭和３２年５月１６日
（消印：西陣）

１９５７
高田保馬
（京都市）

００１６５ 中島九郎宛 高田富與書簡
昭和２６年８月３０日執筆、
（消印：札幌）

１９５１
高田富與
（札幌市）
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００１６６ 中島九郎宛 今裕書簡
昭和２４年６月２６日執筆、
６月２７日（消印：札幌）

１９４９
今裕
（札幌市）

００１６７ 中島九郎宛 東畑精一書簡
昭和１８年３月２１日執筆、
３月２２日（消印）

１９４３
東畑精一
（東京市）

００１６８ 中島九郎宛 森本厚吉書簡
昭和１３年７月２１日執筆
（消印：本郷）

１９３８
森本厚吉
（東京市）

００１６９ 中島九郎宛 宮部金吾書簡 ［大正５年］１０月２９日執筆 ［１９１６］ 宮部金吾

００１７０ 中島九郎宛 池田宏書簡
昭和１０年１２月２８日執筆、
１２月２９日（消印：赤坂）

１９３５
池田宏
（東京市）

００１７１ 札幌同窓会宛 早川鐡治書簡
昭和１２年１１月７日執筆、
１１月８日（消印）

１９３７
早川鐡治
（東京市）

００１７２ 中島九郎宛 大村卓一書簡
昭和１２年１月２６日執筆、
１月２７日（消印）

１９３７
大村卓一
（大連市星ヶ浦公園）

００１７３ 中島九郎宛 梁田貞書簡
大正４年５月９日執筆、
５月１０日（消印：駒込）

１９１５
梁田貞
（東京市）

００１７４ 中島九郎宛 佐藤昌書簡 昭和１６年１２月１４日執筆 １９４１
佐藤昌
（岩手県花巻町）

００１７５ 中島九郎宛 稲田昌植書簡 ７月１２日執筆
稲田昌植
（苗穂町）

００１７６ 中島九郎宛 佐藤昌介書簡
昭和５年９月１９日執筆
（消印：神田）

１９３０
佐藤昌介
（東京市）

００１７７ 中島九郎宛 佐藤昌介礼状 昭和３年１１月（印刷） １９２８ 佐藤昌介
００１７８ 中島九郎宛 佐藤昌介礼状 昭和４年１月（印刷） １９２９ 佐藤昌介

００１７９ 中島九郎宛 佐藤昌介書簡
昭和１４年４月１４日
（消印：札幌）

１９３９
佐藤昌介
（札幌市）

００１８０ 札幌同窓倶楽部宛 佐藤昌介ほか書簡
昭和２年１０月１７日執筆、
１０月２０日（消印：金沢）

１９２７
佐藤昌介ほか連名
（石川県金沢）

００１８１ 中島九郎宛 三宅康次書簡
大正５年７月１３日
（消印：Washington D．C．）

１９１６
三宅康次
（U．S．A．）

００１８２ 中島九郎宛 井口賢三書簡
大正１２年１１月１０日
（消印：Berlin）

１９２３
井口賢三
（Berlin, Germany）

００１８３ 中島九郎宛 上原轍三郎書簡
大正１４年８月１９日
（消印：Kopenhagen）

１９２５
上原轍三郎
（Kopenhagen, Danmark）

００１８４ 中島九郎宛 奥田�書簡
昭和２年７月３０日
（消印：香港）

１９２７
奥田�
（香港）

００１８５ 中島九郎宛 松田武雄書簡
昭和３年１月２４日
（消印：New Orleans）

１９２８
松田武雄
（U．S．A．）

００１８６ 中島益子宛 中島九郎書簡
大正９年４月２７日
（消印：Berkeley）

１９２０
中島九郎
（U．S．A．）

００１８７ 中島益子宛 中島九郎書簡
昭和９年６月２２日
（消印：Dresden）

１９３４
中島九郎
（Dresden, Germany）

００１８８ 中島澄子宛 中島九郎書簡
昭和９年７月１２日
（消印：München）

１９３４
中島九郎
（München, Germany）

００１８９ 中島九郎宛 中村純九郎書簡 ［大正２年］３月１８日 ［１９１３］ 中村純九郎（北海道庁長官）

００１９０ 徴兵検査日割達書 明治４３年３月１５日 １９１０
山下三次（北海道庁札幌支
庁長）

００１９１ 徴兵検査印形 ［明治４３年］ ［１９１０］ ［北海道庁］
００１９２ 会員証 昭和３年６月３０日 １９２８ 帝国飛行協会

００１９３
鉄道乗車証（紀元二千六百年式典参列者、東京市
内間）

昭和１５年 １９４０ 鉄道大臣官房文書課長

００１９４ 電車優待乗車券（紀元二千六百年式典記念） 昭和１５年 １９４０ 東京市電気局
００１９５ 本科壱年第三学期植物学スケッチ ［明治４０年］ ［１９０７］ 中島九郎
００１９６ 原稿�排日移民法案ノ通達ヲ悲ム� ［大正１３年］ ［１９２４］ 中島九郎

００１９７
文書�調査票記載上の一般的注意�（中島九郎研
究業績書き込み）

昭和２１年 １９４６

００１９８ 佐藤昌介履歴書 ［昭和１２年］ ［１９３７］ 北海道帝国大学
００１９９ ゲラ�北大の父 佐藤昌介先生（その二）� ［昭和３１年］ ［１９５６］ 中島九郎
００２００ ゲラ�北大の父 佐藤昌介先生（その三、完）� ［昭和３１年］ ［１９５６］ 中島九郎

００２０１
新聞切抜１［鹿討豊雄�藤村の初恋の人 佐藤輔�
（上）］

昭和４９年４月１０日 １９７４ 北海道新聞
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資料番号 資料名 年月日 年代 作成者

００２０２
新聞切抜２［鹿討豊雄�藤村の初恋の人 佐藤輔�
（下）］

昭和４９年４月１１日 １９７４ 北海道新聞

００２０３
別刷�加州に於ける亜細亜人排斥運動�（�札幌農
林学会報�第１５年第６７号、１９２４年６月、１～６１頁）

大正１３年６月 １９２４ 中島九郎

００２０４ �札幌九十年�口絵写真１ ［昭和３３年］ ［１９５８］ デーリイタイムス社
００２０５ �札幌九十年�口絵写真２ ［昭和３３年］ ［１９５８］ デーリイタイムス社

００２０６
絵葉書セット［北海道帝国大学創基五十年記念水
産専門部］

大正１５年５月 １９２６ 北海道帝国大学水産専門部

００２０７ 絵葉書セット［北海道帝国大学農学部］ 北海道帝国大学農学部
００２０８ 北海道大学概要 昭和３３年 １９５８ 北海道大学
００２０９ 受講ノート［栽培各論］ ［明治３９年～明治４３年］ ［１９０６～１９１０］ 中島九郎

００２１０ 記念品［煙草入れ］ 大正９年 １９２０
北海道帝国大学第三農場成
墾二十五年記念協賛会

００２１１ �対米日支移民問題の解剖� 大正１３年１１月２５日発行 １９２４
中島九郎
（巖松堂書店出版）

００２１２
�現時の農村問題�（国民教育奨励会主催夏期講
習会講述）

大正１３年８月３０日再版 １９２４
中島九郎
（国民教育奨励会編）

００２１３
抜刷�北大の父 佐藤昌介先生（その三、完）�（�北
大季刊�第１１号、１９５６年１２月、２～２０頁）

昭和３１年 １９５６ 中島九郎

００２１４
抜刷�R．T．イーリ著�所有権および契約論�梗
概�１�（�札幌短期大学論集�第４号、１９５８年５月、
１～３０頁）

昭和３３年５月執筆 １９５８ 中島九郎

００２１５
�北海道農会報�第３９巻第４６４号（前会長故佐藤
昌介男追悼特別号）

昭和１４年８月１５日発行 １９３９ 北海道農会

００２１６ �経済原論�（文部省主催成人教育講座講義） ［大正１５年］ ［１９２６］ 中島九郎

００２１７ �農村問題�（文部省主催成人教育講座講義） ［昭和７年］ ［１９３２］
中島九郎
（帝国公民教育協会出版）

００２１８
抜刷�ブルーノ・ヒルデブラント論�（�札大商経
論叢�第４号、１９５４年１０月、１～５６頁）

昭和２９年 １９５４ 中島九郎

００２１９
抜刷�米国歴史中に占めるフロンチーヤの地位を
論じわが北海道に及ぶ�（�札大商経論叢�第２巻
第２号、１９５０年７月、３～１７頁）

昭和２５年７月執筆 １９５０ 中島九郎

００２２０
別刷�産業革命以来世界に於ける社会事態の変
動�（�Prometheus�第５号、１９５４年３月、１～
１５頁）

昭和２８年１２月８日執筆 １９５３ 中島九郎

００２２１
抜刷�札幌市発展の特異的経過――シカゴとの
比較において――�（�札大商経論叢�第３号、
１９５３年８月、２１～５２頁）

昭和２８年７月３日執筆 １９５３ 中島九郎

００２２２
抜刷�鉄道の発生発達及び将来�（�札幌短期大学
論集�第１号、１９５６年３月、１～４２頁）

昭和３１年２月１３日執筆 １９５６ 中島九郎

００２２３

抜刷�前世紀末年におけるドイツ経済学者の論説
――当時の一大ドイツ経済雑誌上に現れたる――�
（�経営論集�第４巻第１号、１９５５年３月、４６～
６３頁）

昭和３０年２月１日 １９５５ 中島九郎

００２２４ �文泉論叢�第１巻第１号 昭和２４年１０月１１日発行 １９４９ 札幌文科専門学院文泉学会

００２２５
抜刷�国家の革新政策として農地の所有使用関係
の展開�（�文泉論叢�第１巻第１号、１９４９年１０月、
１～１４頁）

昭和２４年２月２３日執筆 １９４９ 中島九郎

００２２６
別刷�価格循環の法則と米価�（�札幌農林学会
報�第１１号、１９１１年７月、１４～２９頁）

明治４４年 １９１１ 中島九郎

００２２７
別刷�海外発展と我国青年�（�中等教育�第９９号、
中学校長協会、１９３７年９月、１～１３頁）

昭和１２年７月１日口述 １９３７ 中島九郎

００２２８
別刷�米と小麦�（�法経会論叢�第１０輯、１９４２年
６月、１～１８頁）

昭和１７年２月２４日執筆 １９４２ 中島九郎

００２２９
抜刷�Agriculture of Hokkaido�（Dai‐Nippon ,
Bummei Kyokwai, 1936, pp．1‐4．）

昭和１１年 １９３６ 中島九郎

００２３０
抜刷�北海道の農業史について�（札幌中央放送
局編�北海道文化史考�１９４２年２月、１９０～２１８頁）

昭和１５年９月執筆 １９４０ 中島九郎
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資料番号 資料名 年月日 年代 作成者

００２３１

抜刷�Urodelenarten aus Nordjapan mit beson-
derer Berücksichtigung der Morphologie des
Schädels�（The Journal of the Faculty of Science,
The Hokkaido Imperial University. Series VI, Vol．
1, No．4, Apr. 1932, pp. 191‐217.）

昭和７年 １９３２ 犬飼哲夫

００２３２
教科書�小学理科書 巻之三�（私立江西小学校
高等科３学年中島使用）

明治２０年７月２６日再版 １８８７
小野太郎編述
（集英堂蔵版）

００２３３
教科書�増訂小学読本 高等科 巻二�（私立江
西小学校高等科２学年中島使用）

明治２０年７月２９日発行 １８８７
内田嘉一纂述
（金港堂）

００２３４ �学友会雑誌�第九号 明治３７年３月１５日発行 １９０４ 札幌中学校学友会
００２３５ 中島九郎アルバム１ ［明治４０年～昭和２３年］ ［１９０７～１９４８］
００２３６ 中島九郎アルバム２ ［大正１１年～昭和３１年］ ［１９２２～１９５６］

００２３７
佐藤昌介講演録音ＳＰレコード（札幌ロータリー
倶楽部）

昭和１４年５月 １９３９ 佐藤昌介

００２３８ 佐藤昌介書額�学究今古� 大正１３年 １９２４ 佐藤昌介
００２３９ 大礼服一式（サーベル付） ［大正３年～昭和１０年］ ［１９１４～１９３５］ （丹羽七郎、中島九郎着用）
００２４０ 写真１［中島九郎（大礼服立姿）］ ［昭和１１年］ ［１９３６］
００２４１ 写真２［中島九郎］ ［昭和１１年～昭和１５年］ ［１９３６～１９４０］
００２４２ 写真３［彌栄村（満州）］ ［昭和１０年］ ［１９３５］
００２４３ 写真４［満州開拓青年義勇勃利訓練所］ ［昭和１０年］ ［１９３５］

００２４４
写真５［森本厚吉］
（裏面：１９２８年１０月３０日付森本厚吉書簡）

昭和３年 １９２８

００２４５ 写真６［森本厚吉追悼］ ［昭和２５年］ ［１９５０］
００２４６ 写真７［札幌水曜会］ 昭和１９年 １９４４
００２４７ 写真８［青年寄宿舎創立５０年記念会］ 昭和２３年１１月３日 １９４８
００２４８ 写真９［千石興太郎来札記念］ ［昭和２１年～昭和２５年］ ［１９４６～１９５０］
００２４９ 写真１０［札幌ロータリー倶楽部］ ［昭和１４年～昭和２０年］ ［１９３９～１９４５］
００２５０ 写真１１［北星学園関係者集合写真］ ［昭和２３年～昭和３４年］ ［１９４８～１９５９］
００２５１ 写真１２［クラーク奨学碑（於 島松）］ ［昭和２６年］ ［１９５１］
００２５２ 写真１３［中島九郎］ ［明治３７年～明治３９年］ ［１９０４～１９０６］
００２５３ 写真１４［中島九郎］ ［明治４０年～明治４３年］ ［１９０７～１９１０］
００２５４ 写真１５［中島九郎］ ［明治４０年］ ［１９０７］
００２５５ 写真１６［中島九郎］ ［昭和９年～昭和１０年］ ［１９３４～１９３５］
００２５６ 写真１７［中島九郎・益子・澄子］ 昭和１１年１２月 １９３６
００２５７ 写真１８［中島九郎（秋の勤労奉仕）］ 昭和１３年９月 １９３８
００２５８ 写真１９［秋の勤労奉仕］ 昭和１３年９月 １９３８
００２５９ 写真２０［集団勤労］ 昭和１３年９月５日 １９３８
００２６０ 写真２１［森本厚吉・静子夫妻来札記念］ 昭和１３年１０月１２日 １９３８
００２６１ 写真２２［中島九郎・渡辺侃（於 オタモイ）］ 昭和１３年１０月７日 １９３８
００２６２ 写真２３［森本静子来札記念］ 昭和１３年１０月 １９３８
００２６３ 写真２４［中島九郎講義風景］ 昭和１５年～昭和２４年 ［１９４０～１９４９］
００２６４ 写真２５［北海道農会佐藤昌介像除幕式］ 昭和１５年６月２０日 １９４０

００２６５
写真２６［中島澄子（於 北１１条西３丁目官舎縁
側）］

［昭和６年～昭和８年］ ［１９３１～１９３３］

００２６６ 写真２７［中島澄子（於 北１１条西３丁目官舎玄関）］ ［昭和９年～昭和１１年］ ［１９３４～１９３６］
００２６７ 写真２８［山田勝伴一家］ ［昭和２年～昭和６年］ ［１９２７～１９３１］
００２６８ 写真２９［佐藤昌介・陽金婚式］ 昭和６年７月２６日 １９３１
００２６９ 写真３０［札幌ロータリー倶楽部発会式］ 昭和７年１２月３日 １９３２
００２７０ 写真３１［札幌ロータリー倶楽部第１回家族会］ 昭和８年４月１２日 １９３３

００２７１
写真３２［札幌ロータリー倶楽部チャーターナイ
ト］

昭和８年８月４日～５日 １９３３

００２７２
写真３３［札幌ロータリー倶楽部チャーターナイト
（於 北海道帝国大学農学部前）］

昭和８年８月４日～５日 １９３３

００２７３
写真３４［札幌ロータリー倶楽部チャーターナイト
（於 北海道帝国大学理学部前）］

昭和８年８月４日～５日 １９３３

００２７４
写真３５［札幌ロータリー倶楽部クロフォード・マ
ッカロー氏歓迎、佐藤昌介会長渡米壮行会］

昭和１１年５月１６日 １９３６

００２７５
写真３６［札幌ロータリー倶楽部（於 商工会議所
講堂）］

昭和１０年２月１３日 １９３５
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資料番号 資料名 年月日 年代 作成者

００２７６
写真３７［札幌ロータリー倶楽部第１回北海道連合
大会（於 グランドホテル）］

昭和１１年５月１６日 １９３６

００２７７
写真３８［札幌ロータリー倶楽部佐藤昌介会長帰朝
歓迎家族会（於 グランドホテル）］

昭和１１年８月１２日 １９３６

００２７８
写真３９［札幌ロータリー倶楽部第３８９回最終例会
（於 グランドホテル）］

昭和１５年９月１１日 １９４０

００２７９ �札幌農学校一覧�自明治三十九年至明治四十年 明治４０年３月１４日発行 １９０７ 札幌農学校

００２８０
�東北帝国大学農科大学農場演習林植物園一覧�
（大正四年三月三十一日調査）

［大正４年］ ［１９１５］ 東北帝国大学農科大学

００２８１ �北海道帝国大学要覧� ［大正１２年］ ［１９２３］ 北海道帝国大学
００２８２ �創基五十周年記念祝典報告� 昭和３年１０月２９日発行 １９２８ 北海道帝国大学
００２８３ �創基五十年記念北海道帝国大学沿革史� 大正１５年３月３１日発行 １９２６ 北海道帝国大学
００２８４ �北海道大学沿革年表�昭和三十一年九月 ［昭和３１年］ ［１９５６］ 北海道大学
００２８５ �行幸記念誌� 昭和１６年１０月８日発行 １９４１ 北海道帝国大学

００２８６
�北海道大学農学部附属小作農場事業概要�昭和
十一年十一月（成墾二十五年記念出版）

［昭和１１年］ ［１９３６］
北海道帝国大学農学部附属
農場

００２８７
�東北帝国大学農科大学農場成績報告�明治四十
二年六月

明治４２年７月１日発行 １９０９ 東北帝国大学農科大学

００２８８ �東北帝国大学農科大学第二農場設計書� 大正２年１２月 １９１３
東北帝国大学農科大学農学
第二講座

００２８９ �青年寄宿舎五十年史� 昭和２４年１１月５日発行 １９４９ 奥田義正
００２９０ �寮歌集� 大正１３年５月１８日発行 １９２４ 恵迪寮
００２９１ �寮歌集� 昭和１１年４月８日発行 １９３６ 恵迪寮

００２９２
仏英辞典［Nuoveau Dictionnaire de Poche
Français et Anglais］

明治３７年 １９０４ F．E．Feller

００２９３
伊英英伊辞典［Nuovo Dizionario Tascabile Italiano
‐Inglese e Inglese‐Italiano］

［昭和８年］ ［１９３３］ Jane Pulford

００２９４ 写真帳�東北帝国大学農科大学写真帖行啓記念� 明治４４年６月 １９１１ 東北帝国大学農科大学

００２９５
写真帳�東北帝国大学農科大学長農学博士佐藤昌
介君就職満二十五年記念写真帖�

明治４５年 １９１２ 東北帝国大学農科大学

００２９６
写真帳�THE SEMI‐CENTENNIAL ALBUM OF
THE HOKKAIDO IMPERIAL UNIVERSITY１８７６‐
１９２６�

［大正１５年］ ［１９２６］ 北海道帝国大学

００２９７ ［新聞切抜帳］
［昭和１７年７月～昭和１８
年１２月］

［１９４２～１９４３］ 中島九郎

００２９８ 新聞［独字新聞切抜］ 昭和９年１２月 １９３４
００２９９ 新聞［Berliner Börsen‐Zeitung］ 昭和９年８月２日 １９３４
００３００ 新聞［Berliner Börsen‐Zeitung］ 昭和９年８月３日 １９３４
００３０１ 新聞［Völkischer Beobachter］ 昭和９年８月３日 １９３４
００３０２ 新聞［Berliner Beobachter］ 昭和９年８月３日 １９３４
００３０３ 北海タイムス 号外 昭和９年３月２２日 １９３４
００３０４ 北海タイムス 号外 昭和１１年７月７日 １９３６
００３０５ 東京日日新聞 号外 昭和１１年７月１３日 １９３６
００３０６ 東京日日新聞 北海道樺太版 昭和１１年７月７日 １９３６
００３０７ 台北帝国大学新聞 第１号 昭和１７年１２月５日 １９４２ 台北帝国大学報国学友会
００３０８ 北海道帝国大学新聞 第１号 大正１５年５月１４日 １９２６ 北海道帝国大学文武会
００３０９ 北海道帝国大学新聞 第２号 大正１５年６月１７日 １９２６ 北海道帝国大学文武会
００３１０ 北海道帝国大学新聞 第３号 大正１５年９月２７日 １９２６ 北海道帝国大学文武会
００３１１ 北海道帝国大学新聞 第４号 大正１５年１０月２３日 １９２６ 北海道帝国大学文武会
００３１２ 北海道帝国大学新聞 第５号 大正１５年１１月２９日 １９２６ 北海道帝国大学文武会
００３１３ 北海道帝国大学新聞 第６号 大正１５年１２月１５日 １９２６ 北海道帝国大学文武会
００３１４ 北海道帝国大学新聞 第７号 昭和２年１月１８日 １９２７ 北海道帝国大学文武会
００３１５ 北海道帝国大学新聞 第８号 昭和２年２月１８日 １９２７ 北海道帝国大学文武会
００３１６ 北海道帝国大学新聞 第９号 昭和２年３月１８日 １９２７ 北海道帝国大学文武会
００３１７ 北海道帝国大学新聞 第１０号 昭和２年４月２２日 １９２７ 北海道帝国大学文武会
００３１８ 北海道帝国大学新聞 第１０号附録 昭和２年４月２２日 １９２７ 北海道帝国大学文武会
００３１９ 北海道帝国大学新聞 第１１号 昭和２年５月１８日 １９２７ 北海道帝国大学文武会
００３２０ 北海道帝国大学新聞 第１２号 昭和２年６月１３日 １９２７ 北海道帝国大学文武会
００３２１ 北海道帝国大学新聞 第１３号 昭和２年７月９日 １９２７ 北海道帝国大学文武会
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００３２２ 北海道帝国大学新聞 第１４号 昭和２年８月１８日 １９２７ 北海道帝国大学文武会
００３２３ 北海道帝国大学新聞 第１５号 昭和２年９月１８日 １９２７ 北海道帝国大学文武会
００３２４ 北海道帝国大学新聞 第１６号 昭和２年１０月１８日 １９２７ 北海道帝国大学文武会
００３２５ 北海道帝国大学新聞 第２１号 昭和３年２月６日 １９２８ 北海道帝国大学文武会
００３２６ 北海道帝国大学新聞 第２２号 昭和４年２月２０日 １９２９ 北海道帝国大学文武会
００３２７ 北海道大学新聞 第４０６号 昭和３０年９月７日 １９５５ 北海道大学新聞会
００３２８ 北海道大学新聞 第４１５号 昭和３１年５月１５日 １９５６ 北海道大学新聞会
００３２９ 北海道大学新聞 第４１７号 昭和３１年９月１５日 １９５６ 北海道大学新聞会
００３３０ 卒業論文出版原稿�日本米価論� 大正元年１１月 １９１２ 中島九郎

００３３１
�北海道帝国大学前総長佐藤昌介先生胸像除幕式
記念絵葉書�

［昭和７年］ ［１９３２］

００３３２ �記念品絵葉書�（田邊至氏作） ［昭和９年］ ［１９３４］ 松村松年博士退職記念会
００３３３ �第３６回恵迪寮記念祭寮歌絵はがき� 昭和１８年 １９４３ 北大恵迪寮記念祭販売係
００３３４ �第３６回恵迪寮記念祭漫画絵はがき� 昭和１８年 １９４３ 北大恵迪寮記念祭販売係
００３３５ 案内状［大餐（於 札幌高等女学校）］ 大正４年 １９１５ 波多野敬直（宮内大臣）
００３３６ ［御宿泊所一覧表］ ［大正１５年］ ［１９２６］
００３３７ ［北海道帝国大学五十周年記念式に際して］ ［大正１５年］ ［１９２６］ 佐藤昌介
００３３８ ［高松宮殿下滞在御日程］ ［大正１５年］ ［１９２６］
００３３９ ［献上品目録］ ［大正１５年］ ［１９２６］ ［北海道帝国大学］
００３４０ ［北海道帝国大学創基五十周年記念式祝典概要］ ［大正１５年］ ［１９２６］ ［北海道帝国大学］
００３４１ ［旧職員表］ ［大正１５年］ ［１９２６］ ［北海道帝国大学］
００３４２ ［創基５０周年式典担当係色分表］ ［大正１５年］ ［１９２６］ ［北海道帝国大学］
００３４３ ［言上書］ ［大正１５年］ ［１９２６］ 佐藤昌介
００３４４ ［式辞］ ［大正１５年］ ［１９２６］ 佐藤昌介
００３４５ ［祝辞］ ［大正１５年］ ［１９２６］ 佐藤昌介
００３４６ ［祝辞］ ［大正１５年］ ［１９２６］ 大島正健
００３４７ ［式辞］ ［大正１５年］ ［１９２６］ 佐藤昌介
００３４８ ［祝辞］ ［大正１５年］ ［１９２６］ 柳本通義
００３４９ ［祝辞（文武会）］ ［大正１５年］ ［１９２６］ 佐藤昌介
００３５０ ［農学部沿革報告］ ［大正１５年］ ［１９２６］ 南鷹次郎
００３５１ ［工学部開学報告］ ［大正１５年］ ［１９２６］ 吉町太郎一
００３５２ ［医学部開学報告］ ［大正１５年］ ［１９２６］ 今裕
００３５３ ［記念式順序］ ［大正１５年］ ［１９２６］ ［北海道帝国大学］
００３５４ ［記念式順序］ ［大正１５年］ ［１９２６］ ［北海道帝国大学］
００３５５ ［新聞ニ掲載希望事項］ ［大正１５年］ ［１９２６］ ［北海道帝国大学］
００３５６ 原稿�創基五十周年記念報告� ［昭和３年］ ［１９２８］ 中島九郎

００３５７
�創基五十年記念北海道帝国大学沿革史�執筆準
備メモ

［大正１５年］ ［１９２６］ 中島九郎

００３５８
文武会新入会員歓迎会講演原稿�北大の環境に就
いて�

昭和１６年 １９４１ 中島九郎

００３５９ 札幌放送局講演原稿�明治天皇ト北海道開拓� 昭和１９年１１月３日 １９４４ 中島九郎

００３６０
札幌放送局講演準備メモ�明治天皇ト北海道開
拓�

［昭和１９年］ ［１９４４］ 中島九郎

００３６１ �リチャード・チー・イリー博士の事績� ［昭和１３年］ ［１９３８］
００３６２ �新岩手人�第９巻第８号 昭和１４年８月２５日 １９３９ 新岩手人の会

００３６３
�東北帝国大学農科大学長農学博士佐藤昌介氏意
見 北海道農業経済ニ関スル現下ノ問題�

明治４３年１０月 １９１０ 佐藤昌介

００３６４
北海道大学創基八十周年記念会館建設資金募集要
項

［昭和３１年］ ［１９５６］
北海道大学創基八十周年記
念会館建設期成会

００３６５ 北海道大学創基八十周年記念会館建設期成会々則 ［昭和３１年１月］ ［１９５６］
北海道大学創基八十周年記
念会館建設期成会

００３６６
北海道大学創基八十周年記念会館建設資金募集趣
意書・建設予定図

［昭和３１年１月］ ［１９５６］
北海道大学創基八十周年記
念会館建設期成会

００３６７ 原稿�時代ト統計�（北鉄主催統計月間） 昭和２２年５月５日 １９４７ 中島九郎
００３６８ 原稿�農政ノ本義� 大正４年５月１８日 １９１５ 中島九郎
００３６９ 原稿�北海道ニ於ケル人口中心及正中点ヲ論ズ� ［大正元年］ ［１９１２］ 中島九郎

００３７０
原稿�再ビ北海道ニ於ケル人口中心及正中点ヲ論
ズ�

［大正元年］ ［１９１２］ 中島九郎
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００３７１
講義原稿�農業合理化�（農業及農業ノ法制経済
ニ関スル全国中等教員講習会）

［昭和５年８月］ ［１９３０］ 中島九郎

００３７２ 講義原稿�現代経済組織ノ特徴� ［大正６年９月］ ［１９１７］ 中島九郎
００３７３ 講義原稿�経済学ノ基礎概念� ［大正４年～大正１４年］ ［１９１５～１９２５］ 中島九郎
００３７４ 講義原稿�経済学ノ歴史� ［大正４年～大正８年］ ［１９１５～１９１９］ 中島九郎
００３７５ 講義原稿�生産� ［大正５年～大正８年］ ［１９１６～１９１９］ 中島九郎
００３７６ 講義原稿�企業� ［大正５年～大正１４年］ ［１９１６～１９２５］ 中島九郎
００３７７ 講義原稿�価値� ［大正６年～大正１４年］ ［１９１７～１９２５］ 中島九郎
００３７８ 講義原稿�取引所� ［大正６年］ ［１９１７］ 中島九郎
００３７９ 講義原稿�交通機関� ［大正６年］ ［１９１７］ 中島九郎
００３８０ 講義原稿�賃金ノ決定� ［大正４年～大正８年］ ［１９１５～１９１９］ 中島九郎
００３８１ 講義原稿［消費経済］ ［大正４年～大正１４年］ ［１９１５～１９２５］ 中島九郎

００３８２
着色図�北海道帝国大学創基五拾年記念餐宴場装
飾配景�

［大正１５年］ ［１９２６］
設計監督 田上義也
施工 杉山正次

００３８３ 写真［佐藤昌介デスマスク画］ ［昭和１４年］ ［１９３９］ 佐藤清子
００３８４ 原稿�ウイリアム、エス、クラーク先生を語る� 昭和９年６月１５日 １９３４ 佐藤昌介

００３８５
原稿鑑定�ウイリアム、エス、クラーク先生を語
る�

昭和１６年８月１６日 １９４１ 宮部金吾

注 １．�中島九郎関係資料�は越山澄子氏より寄贈を受けた資料と、農学部農業経済学科より移管を受けた資料（中島九郎旧蔵資料）
を合わせた資料である。

２．推定・補語は［ ］表記とした。

３．不明は空欄とした。
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