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＜ 記 録 ＞

大学文書館業務記録（２００７年１月～１２月）

１．公文書整理業務

�１ 公文書等の調査・移管

①環境科学事務部所蔵文書

１月、廃棄予定文書を出向調査。８月、文書１５箱移管。

②遺伝子病制御研究所図書室所蔵文書

３月、廃棄予定文書について連絡を受け、廃棄を了承。

③総長室所蔵文書

４、５月、中村睦男前総長保管の文書２箱を移管。

④経営分析室所蔵文書

５月、学内刊行物６箱移管。

⑤財務部調達課所蔵文書

６月、廃棄予定文書を出向調査し、保存候補文書１箱を移管。

⑥企画部情報企画課所蔵文書

８月、廃棄予定文書移管希望の連絡を受ける。９月、文書５６箱等を移管。

⑦施設部管理課所蔵文書

６月、廃棄予定文書について連絡を受ける。９月、出向調査の上、文書２５箱を移管。

⑧医学部事務部所蔵文書

７月、廃棄予定文書について連絡を受ける。９月、廃棄予定文書リストにより選別を

行ない、１０月、保存候補文書１３箱を移管。

⑨工学部事務部所蔵文書

８月、廃棄予定文書を出向調査し、保存候補文書２７箱を移管。

⑩学務部教務課所蔵文書

９月、卒業証書様式等の移管について連絡を受ける。出向調査の上、移管依頼を行な

い、同文書５箱を移管。

⑪農学研究院長室所蔵文書

１１月、研究院長室所蔵の戦時期学徒動員・兵役関係文書９点を移管。仮目録作成。

⑫農学研究院事務部所蔵文書

１２月、農学研究院事務部が所蔵してきた旧制帝国大学期（１９０７～５４年）の農学部教授

会議事録等１７点の重要文書を移管。仮目録作成。

�２ 附属図書館北方資料室所蔵・保管資料の移管・整理

附属図書館北方資料室において収集・整理・保管を行なってきた大学沿革資料ついて
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は、８月３１日に大学文書館へ全面的に移管することが決定した。順次、大学文書館資料保

存庫への収蔵、整理を進めている。２００７年に大学文書館への収蔵を終えたのは、以下の資

料群である。

①高岡熊雄関係資料（約１，３２０点）

第３代総長を務めた高岡熊雄の書簡、日記、手帳、原稿、写真、事務文書等の資料群。

１９８０年ころ�北大百年史�編纂に際して、ご遺族から寄贈を受けたものと、農学部農業
経済学科研究室から移管されたものである。

②退職者履歴・功績一覧（５０点）

北方資料室において、事務局人事担当部署が保管している人事関係文書中から抜粋コ

ピーを行なった戦前の教員等の履歴資料。

③農学部旧農学第一講座研究室関係資料（２箱）

農学部旧農学第一講座研究室から北方資料室に移管された文書・書籍等。

④新聞スクラップ（２１０点）

事務局等で作成された１９２５～８５年の大学関係新聞記事等のスクラップブック。

⑤札幌農学校学生卒業論文（１箱）

北方資料室において保管してきた数年分の札幌農学校学生の卒業論文。

�３ 農学部旧植物病理学講座・旧植物学図書室所蔵資料の移管・整理

①旧植物病理学講座所蔵資料。

歴代教員関係文書・写真、学会関係資料等。

②旧植物病理学講座所蔵講義用掛け図（約１００点）

③旧植物学図書室所蔵論文別刷コレクション（約１１９箱）

植物病理学講座及び担当教員宛に寄贈された植物学関係論文別刷を、著者名アルファ

ベット順に整理したコレクション。宮部金吾以来の同講座の学問的雰囲気を窺うことが

できる。

�４ 農学部旧応用菌学講座所蔵資料の移管

分子生命科学分野研究室が保管していた半澤洵による納豆菌研究に関する資料を中心と

する資料・写真等２箱。

�５ 農学部旧農学科所蔵資料の移管

作物生産生物学分野研究室が保管していた掛け図、南鷹次郎（第２代総長）扁額・胸像

等。

�６ 農学部旧畜産学科関係資料の移管・整理

家畜生産学分野研究室が所蔵していた川嶋一郎・三田村健太郎・廣瀬可恒の受講ノート

等２箱。

�７ 農学事務部からの情報提供による資料の収得

①高岡熊雄音声レコード５枚

②旧応用菌学講座旧蔵資料４箱
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③作物栄養学講座旧蔵講義用掛け図３箱

④遠友夜学校関係資料２箱

�８ 工学部旧鉱山工学科学生実習報文の移管・整理

工学部資源循環システムコースが工学研究科社会工学系専攻図書室において保管してき

た１９２６～９７年の学生の実習レポート計１，６０１点。

�９ 医学研究科神経機能学講座所蔵資料の移管

研究室日誌・アルバム１箱。

�１０ 丹羽貴知蔵旧蔵資料の移管

戦後、学長を務めた丹羽貴知蔵のご遺族が総合博物館に寄贈したアルバム等７点。

�１１ 教育学事務部保管院生協議会関係資料の移管

１９６０年代以降の教育学部院生協議会関係資料３４箱。

�１２ 百年記念会館所蔵資料の移管

寄附金名簿・記念提灯・展示品・書籍等の北海道大学１００周年記念事業関係資料。

２．資料収集業務

学内外の個人・諸機関から、文書資料・記念品・絵葉書・写真・刊行物等の大学関係資

料を受贈・受託した。主な収集資料は以下のようなものがある。

�１ 佐藤昌介（札幌農学校第１期生、初代総長）資料１０点 寄贈者：佐藤カツミ氏（佐藤

昌彦氏夫人）

・書簡１点 ・日記１点 ・新聞スクラップブック４点等

�２ 佐藤昌彦（元農学部助教授）資料３箱 寄贈者：佐藤カツミ氏（佐藤昌彦氏夫人）

・日記、日誌１５点 ・手稿論文４点 ・新聞スクラップブック

・第３回国際オリンピック冬季競技大会（１９３２年）関係資料等

�３ 高岡熊雄（札幌農学校第１３期生、第３代総長）資料約３３０点 寄贈者：高岡治子氏（高

岡英夫氏夫人）

・写真２２３点 ・書簡８３通 ・アルバム３冊等

�４ 半澤洵（札幌農学校第１９期生、元農学部長）資料約１４０点 寄贈者：半澤直子氏（半

澤道郎氏夫人）、半澤進氏（半澤道郎ご子息）

・（桑園博士村）村会日誌５点 ・原稿７点 ・日記、日誌４点 ・講義ノート２点

・新渡戸稲造墨筆書１点 ・顕微鏡１点等

�５ 川嶋一郎（札幌農学校第２３期生）資料３１点 寄贈者：川嶋昭二氏（川嶋一郎ご子息）

・日記３点 ・アルバム１点 ・書簡１５点等

�６ 坂村徹（１９１３年東北帝国大学農科大学卒業、元理学部長）資料１３点 寄贈者：鳥山英

雄氏

・留学、出張日記２点 ・筆写ノート１点等

�７ 清川誠一・よし（１９４０年理学部卒業）資料３点 寄贈者：清川雪彦氏（清川誠一ご子
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息）

・卒業証書２点 ・教員免許状１点

�８ 唐澤冨美子（１９４３年理学部卒業）資料約１００点 寄贈者：唐澤隆三氏

・受験証票 ・入学許可書 ・学生手帳 ・卒業証書類 ・写真等

�９ 藤井事件・学生運動関係資料２８点 寄贈者：大庭幸生氏

・ビラ ・写真 ・新聞切り抜き ・冊子等

�１０ 農場・学生寮関係資料１５点 寄贈者：三本木毅氏（事務局総務部広報課）

・附属農場畜産製造部牛乳瓶 ・瓶蓋 等

�１１ 財団法人仙台学寮関係資料４３１点 寄贈者：杉野目浩氏（名誉教授）（１７４～１９３頁参照）

�１２ 教育学部沿革資料５９箱 寄託者：竹田正直氏（名誉教授）

�１３ 教育学部沿革資料１箱、大学自治・学生運動等関係資料１箱 寄託、寄贈者：鈴木秀

一氏（名誉教授）

このほかに、複写等のために提供を受けた文書・写真等の資料が多数ある。

３．研究調査業務

�１ 研究会

北海道大学の歴史について、資料に基づいた実証的な研究成果を学内外の多くの方と共

有し、北海道大学史の認識を深めていくことを目的として、北海道大学史研究会をたちあ

げた。第１回研究会は、２００７年２月１５日に開催した（参加者２５名）。山本美穂子（館員）

が�北海道帝国大学に入学した女性たち――２７名の帝国大学への道――�をテーマに、資
料調査・聴き取り調査をふまえて報告した。コメントは、北海道女性史の視点から林恒子

氏（女性史研究者）、高等教育史の視点から井上高聡（館員）が述べた。参加者からは、

１９１０年代以降の女性の進学希望の増大との関連等の質問があがった。

第２回研究会は、２００７年６月７日に開催した（参加者６３名）。井上勝生（副館長）が�戦
前期の北大植民学について�をテーマに、現在も続くアイヌ民族共有財産問題を切り口に、
札幌農学校以来受け継がれた�北大植民学�の末流にあたる、高倉新一郎のアイヌ史研究
を報告した。コメントは逸見勝亮（館長）が述べ、�北大植民学�の系譜における高倉の
位置付け、�北海道旧土人保護法�に対する高倉の評価を中心とした論点の提示があった。
竹野学氏（植民地経済史研究者）より、台湾植民地統治との結びつき等の意見がよせられ

た。

�２ 研究調査

①中島九郎１９４５年日記翻刻

２００６年度より継続し、越山澄子氏に読み合わせをしていただいて翻刻を進めた。中島

九郎関係資料目録・著述一覧・解題を付し、日記翻刻は本号で完結に至った（１０８～１７３

頁参照）。

②北海道帝国大学における女性の入学に関する研究調査
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初代総長佐藤昌介の女子高等教育論に関する資料調査を進めた。調査先は、東北大学

史料館・宮城県図書館・宮城県第二女子高等学校・岩手県立盛岡第二高等学校・岩手県

立図書館・北上市立図書館・盛岡市先人記念館・国立国会図書館等である。また、北海

道帝国大学理学部に学部学生として入学した女性及び関係者への聴き取り調査も進め

た。

③札幌農学校史に関する研究調査

２００７年度科学研究費補助金若手研究�Ｂの交付を受け、�札幌農学校生徒の学業史に関
する研究�を３年間に渡り進める予定である。２００７年は、同研究の主要資料として、西
安信氏所蔵の平塚直治受講ノート等約５０点を借用し、マイクロフィルム撮影と解読を進

めた。

④開拓使仮学校史に関する研究調査

２００７年度財団法人北海道大学クラーク記念財団新渡戸基金研究助成の交付を受け、

�開拓使仮学校の施設に関する歴史的研究�を進めた。

４．その他の業務

�１ 大学史講義

２００７年度前期、全学教育科目（歴史の視座）�北海道大学の歴史�（担当：教育学研究院
准教授近藤健一郎）に、逸見勝亮、井上高聡、山本美穂子、池上重康が協力した（９２～９９

頁を参照）。

�２ 展示

２００７年６月７日から、百年記念会館の展示をリニューアルした。展示の企画は、附属図

書館と大学文書館が共同で行なった。新たな展示では、両館が所蔵する大学沿革資料を中

心に、写真パネル、記念メダル、レリーフなどを交えながら、北海道大学の歴史を通覧で

きるようにした。展示セクションは、�北大沿革史の編纂�、�札幌農学校開校�、�外国人
教師たち�、�札幌農学校生の学業�、�東北帝国大学農科大学への昇格�、�北海道帝国大学
の設置�、�戦争の影と北大�、�戦後の北海道大学�等と構成した。
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大学文書館業務日誌（２００７年１月～１２月）

１月５日 農学事務部用度担当より、高岡熊雄音声レコード５枚を受け入れ

１月５日 平塚直治関連資料について、北方生物圏フィールド科学センター植物園

所蔵資料を調査（山本）

１月１６日 環境科学事務部廃棄予定文書について出向調査（８月１０日、保存候補文

書１５箱を受け入れ）

１月２２日 総長室所蔵刊行物を受け入れ

１月２９日 逸見勝亮館長より大学沿革資料３箱を受贈

１月３０日 附属図書館北方資料室所蔵の高岡熊雄関係資料について移管を決定（２

月１３日、資料収蔵）

２月１日 高岡治子氏より高岡熊雄（元総長）資料１箱を受贈

２月２日 三本木毅氏（事務局広報課）より、農場・学生寮沿革資料１５点を受贈

２月６日 附属図書館北方資料室より、沿革文書（辞令等）２点を受け入れ

２月１５日 第１回北海道大学史研究会開催。報告�北海道帝国大学に入学した女性
たち――２７名の帝国大学への道――�（山本）

２月２０日 農学部旧植物病理学講座所蔵沿革資料について出向調査

２月２１日 出村文理氏（元工学部事務部長）より、北大百年記念提灯１点を受贈

２月２６日 杉野目浩氏（名誉教授）より、財団法人仙台学寮関係資料を受贈

２月２７日 竹田正直氏（名誉教授）より、教育学部沿革資料３１箱を受託（３月１６日、

２８箱を受託）

３月５日 大阪大学文書館設置準備室講師菅真城氏が見学のため来館

３月６日 小樽商科大学年史編纂講演会に出席（井上）

３月７日 京都大学大学文書館助教授西山伸氏が見学のため来館

３月９日 資料保存庫候補として、石室（旧昆虫学教室標本庫）を見学（清野、長

尾、井上、山本）

３月１２日 附属図書館北方資料室より、�写真集北大百年�未収録写真を受け入れ
３月１６日 第２回大学文書館運営委員会（２００６年度）

３月１９日 遺伝子病制御研究所図書室より、廃棄文書について照会・連絡を受ける

（３月２０日回答、井上）

３月２０日 農学部旧植物病理学講座所蔵沿革資料について出向調査

３月２４日 科研費共同研究�大学所蔵の歴史的公文書の評価・選別についての基礎
的研究�研究会（於 京都大学）に出席（山本）

３月２６，３０日 工学部旧鉱山工学科実習報文７５箱を移管

３月２６日 早稲田大学教授湯川次義氏、同助手野口穂高氏、男女共学関係資料調査

大学文書館業務記録・業務日誌（２００７年１月～１２月）
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のため来館

３月２６～３０日 北海道帝国大学農学部・理学部における女性の入学について、関係者３

名より聴き取り調査、国立国会図書館で資料調査（山本）

３月２７日 写真資料の整理・保存方法調査のため、中央大学大学史編纂課を見学（山

本）

４月１０日 全学教育科目（歴史の視座）�北海道大学の歴史�〔近藤担当〕開講に協
力（逸見、井上、山本、池上）

４月１１日 総長室所蔵刊行物１１箱、文書類３袋を受け入れ

４月１２日 総長室所蔵文書類１袋を受け入れ

４月１９日 農学研究院作物生産生物学分野研究室より、沿革資料（植物掛け図、南

鷹次郎扁額・胸像等）を受け入れ

４月１９日 遠友夜学校関係沿革資料２箱を拾得

４月２４～２６日 北海道大学史関係資料調査（国立国会図書館）、関係者４名より聴き取

り調査（山本）

４月２７日 農学部農業経済学科図書室から相場（新聞）、農具を受け入れ

５月７日 総長室所蔵文書類を受け入れ

５月８日 石室（旧昆虫学教室標本庫）を資料保存庫として利用開始

５月９日 医学研究科神経機能学講座より、アルバム・日誌１箱を受け入れ

５月９日 北野隆志氏より、１９５２年度学生名簿（写）を受贈

５月１１日 事務局経営分析室より学内刊行物６箱を受け入れ

５月２４日 全国大学史資料協議会東日本部会２００７年度総会・講演会（於 日本大学）

に出席（山本）

５月２４～２５日 国立国会図書館において、北海道帝国大学農科大学における女性の入学

に関する資料調査（山本）

５月２５日 札幌市史編集室石田武彦氏が演習林関係資料調査のため来館

５月３０日 半澤洵（元農学部長）胸像・台座の受贈に際し、資料調査のため、関係

者２名より聴き取り調査（山本）

６月１日 専門職員山本美穂子、技術専門職員に配置換え

６月６日 事務局財務部調達課廃棄予定文書について出向調査、保存候補１箱を受

け入れ（８月１６日、廃棄簿を受領）

６月７日 第２回北海道大学史研究会開催。報告�戦前期の北大植民学について�
（井上（勝））

６月７日 百年記念会館展示をリニューアル（附属図書館と共同）

６月１１日 川嶋昭二氏より、川嶋一郎（札幌農学校第２３期生）資料３１点を受贈、聴

き取り調査（井上・山本）

６月１２日 鈴木秀一氏（名誉教授）より、教育学部沿革資料１箱を受託
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６月１４日 北海道教育大学学生１６名が、准教授谷本晃久氏、非常勤講師鈴江英一氏

引率のもと、見学のため来館

６月１４日 四国学院大学教授竹ケ原幸朗氏より、北海道帝国大学関係スクラップ

（１９２３～４５年）を受贈

６月１８日 大庭幸生氏より、藤井事件・学生運動関係資料２８点を受贈

６月１８日 事務局施設部施設管理課より廃棄予定文書について照会・連絡を受ける

（７月３日回答、井上）

６月２０日 奈良女子大学名誉教授中塚明氏が来館

６月２２日 平塚直治、高岡熊雄資料の関係者５名が展示見学のため来学

６月２５日 半澤洵資料を１箱受贈、関係者３名より聴き取り調査（山本）

６月２５日 チューリッヒ大学教授 E. Klopfenstein氏が H. Koller資料調査のため来

館（６月２６，２７，２９日、７月２日）

６月２７日 山田眞弓氏（名誉教授）が来館、理学部関係資料について聴き取り調査

（山本）

６月２８，２９日 附属図書館北方資料室より、北大百年史編纂室収集資料を受け入れ

７月３日 附属図書館北方資料室より、農学第一講座沿革資料２箱を受け入れ

７月９日 清川雪彦氏より、清川よし（１９４０年理学部数学科卒業）資料を受贈

７月９日 歯学部事務部庶務担当より、法人文書管理簿の更新（大学文書館への移

管表記）について照会・連絡を受ける（同日回答、井上）

７月１０日 科研費共同研究�大学所蔵の歴史的公文書の評価・選別についての基礎
的研究�研究会（於 京都大学）に出席（井上）

７月１３日 猪木眞理子（志賀重�曾孫）・猪木慶治夫妻、理学研究院教授石川健三
氏が志賀重�資料閲覧のため来館

７月１７日 医学部事務部より、廃棄予定文書について照会・連絡を受ける（９月６

日廃棄予定文書簿を受領、同月２７日回答、１０月２日保存候補文書１３箱を

受け入れ）

７月１９日 農学部旧植物病理学講座・旧植物学図書室より、沿革資料（講義用掛け

図、論文別刷等）を受け入れ（７月２０，２４日）

７月２３日 第１回大学文書館運営委員会（２００７年度）

７月２３日 鈴木秀一氏（名誉教授）より、大学自治・学生運動等関係資料１箱を受

贈

７月２３日 國史館修纂處歐素瑛氏、文学研究科准教授吉開将人氏が札幌農学校卒業

生調査のため来館

７月２５～２８日 国立国会図書館等において北海道大学史関係資料調査（山本）

７月２７日 佐藤カツミ氏より、佐藤昌介・佐藤昌彦関係資料４箱を受贈

７月２８日 鳥山四男（元工学部教授）関係資料について、関係者２名より聴き取り

大学文書館業務日誌（２００７年１月～１２月）
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調査（山本）

７月３０～３１日 科研費共同研究�大学所蔵の歴史的公文書の評価・選別についての基礎
的研究�研究会（於 東京大学、神奈川県立公文書館）に出席（井上・

山本）

７月３１日 半澤進氏より、半澤洵旧蔵顕微鏡を受贈

８月８～１０日 工学部廃棄予定文書について出向調査、保存候補２７箱を受け入れ

８月１０日 事務局財務部経理課より、学旗用箱等を受け入れ

８月１３日 �北海道大学大学文書館年報�第３号掲載論文公募を開始（８月３１日応
募締切）

８月１６日 環境科学事務部総務担当より、法人文書管理簿の更新（大学文書館への

移管表記）・移管方法等について照会・連絡を受ける（同日回答、山本）

８月１７日 附属図書館北方資料室より、教養部改革関係文書１箱を受け入れ

８月２１～２６日 東北大学史料館、盛岡市先人記念館、宮城県第二女子高等学校、岩手県

立盛岡第二高等学校等において佐藤昌介関係資料調査（山本）

８月２２日 帝塚山大学経営情報学部教授日夏嘉寿雄氏、同准教授山田雄久氏、経済

学部教授山本貴之氏が経済学部創設関係資料調査のため来館

８月２２日 事務局企画部情報企画課より、廃棄予定文書移管希望の連絡を受ける（９

月５日出向調査、文書５６箱・看板等を受け入れ）

８月３１日 附属図書館北方資料室所蔵の沿革関係資料（札幌農学校簿書、受講ノー

ト・個人資料等）の移管を決定

９月１日 閲覧業務を正式に開始

９月３日 公共政策学連携研究部長佐々木隆生氏が、入試関係資料調査のため来館

９月５日 事務局施設部施設管理課廃棄予定文書について出向調査（９月１０日、保

存候補文書約２５箱を受け入れ）

９月６日 附属図書館北方資料室より、新聞スクラップを受け入れ

９月７～８日 科研費共同研究�大学所蔵の歴史的公文書の評価・選別についての基礎
的研究�研究会（於 小樽商科大学、北海道大学）に出席（逸見・井上・
山本）。８日、「北海道大学大学文書館の活動について」を発表（井上）

９月１０日 農学部旧植物学図書室より、論文別刷等約１４箱を受け入れ

９月１２～１６日 国立国会図書館等において佐藤昌介関係資料調査（山本）

９月１３日 全国大学史資料協議会２００７年度全国研究会準備会（於 明治大学）に出

席（山本）

９月１４日 事務局学務部教務課所蔵文書・卒業証書等様式について出向調査（９月

２０日、卒業証書様式等５箱を受け入れ）

９月１８日 半澤直子氏より、半澤洵資料を１箱受贈

９月２０日 附属図書館北方資料室より、高岡熊雄関係書簡１袋を受け入れ
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９月２５日 第１回大学文書館年報編集委員会（２００７年度）

９月２５日 井上勝生副館長より、文学部臨時委員会記録１点を受贈

１０月２日 農学事務部より、応用菌学講座旧蔵資料４箱を受け入れ

１０月４日 総合博物館より、丹羽貴知蔵旧蔵資料７点を受け入れ

１０月５日 杉野目浩氏（名誉教授）より、予科関係資料３点を受贈

１０月５日 逸見勝亮館長より、学生問題検討委員会資料２点を受贈

１０月１２日 全国大学史資料協議会２００７年度全国研究会（於 成蹊大学）で�札幌農
学校簿書とその周辺�を発表（山本）

１０月１２～１３日 北海道大学史関係資料調査（東京、山本）。１２日、唐澤隆三氏より、唐

澤冨美子（１９４３年理学部数学科卒業）資料４点を受贈（以後、１０月２２日

１３点、１１月１日４点を受贈）。１３日、鳥山明子氏・鳥山英雄氏より、鳥

山四男（元工学部教授）に関する聴き取り調査。鳥山英雄氏より、坂村

徹（元理学部長）資料１３点を受贈

１０月１５日 農学事務部より、作物栄養学講座旧蔵講義用掛け図３箱を受け入れ

１０月１８日 附属図書館北方資料室より、恵迪寮アルバム１点を受け入れ

１０月１８日 農学研究院分子生命科学分野研究室所蔵資料について連絡を受ける（１０

月２４日、半澤洵研究室旧蔵資料２箱を受け入れ）

１０月１８，２２日 教育学事務部より、大学院協議会資料３４箱を受け入れ

１０月１９日 農学部旧植物病理学講座資料２箱、講義用掛け図３点を受け入れ

１０月１９日 附属図書館北方資料室より、Paul Rowland作曲・作詞譜面３点を受け

入れ

１０月２３日 農学部図書室より、植物学図書室旧蔵地図１０点、乾板・フィルム等２箱

を受け入れ

１０月２６日 附属図書館北方資料室より、新聞スクラップ、札幌農学校卒業論文１箱

を受け入れ

１０月２９日 農学研究院家畜生産学分野研究室より、旧畜産学科関係資料２箱を受け

入れ

１１月５～１０日 国文学研究資料館主催２００７年度アーカイブズ・カレッジ（史料管理学研

修会）短期コースを受講（山本）

１１月７日 関西学院大学経済学部教授井上琢智氏が、佐藤昌介揮毫扁額調査のため

来館

１１月７日 工藤信彦氏より、１９５０年代恵迪寮関係写真・資料を受贈

１１月１２日 市立小樽文学館長亀井秀雄氏が、視察のため来館

１１月１４日 作家高崎哲郎氏が、W. Wheelerのフォーラム情報提供のため来館

１１月２１日 清川雪彦氏より、清川誠一・清川よし資料３点を受贈

１１月２９日 農学研究院より、研究院長室保管文書９点を受け入れ

大学文書館業務日誌（２００７年１月～１２月）
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１２月１２日 リーフレットを改訂

１２月１９日 百年記念会館より、北海道大学１００周年記念事業関係資料を受け入れ

１２月２０日 農学研究院より事務部保管会議録等重要文書１７点を受け入れ。１２月２８日

�移管リスト�を送付

大学文書館利用状況（２００７年１月～１２月）

�１ 参考調査 １２７件

�２ 閲覧 ２９名（閲覧日数３４日、２００７年９月～１２月の水・木曜日）

�３ 見学・視察等 １０件（３５名）

頁数 誤 正

２６頁 １９３５（昭和１０）年 １９３６（昭和１１）年

３３頁
４月 日米交換教授として米
国各地で講演

１０月～ 日米交換教授として
米国各地で講演

９７頁図１ 宮部金吾１９１５．６－１９４２．６ 宮部金吾１９２４．９－１９５１．３
９７頁図１ 半澤洵１９１２．９－１９４３．３ 半澤洵１９１２．９－１９７２．９

９８頁表１
半澤洵居住期間（横棒グラフ）
を最後尾（１９７０年）まで延長

１０５頁下から１行目 退会しひし 退会したし

１１０頁９行目 □ひに 幸ひに

１１３頁下から７行目 喜びあひたり 喜びあいたり

１１５頁１１行目 機械に 機会に

１１９頁８行目 神病 持病

１２０頁２１行目 四○○会 四○○回

正誤表

�北海道大学大学文書館年報�第２号
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大学文書館構成（２００７年１月～１２月）

◇館 長 逸見 勝亮（理事・副学長） ２００５．５．１．～

◇副 館 長 井上 勝生（文学研究科教授） ２００５．５．１．～

◇運営委員会

委 員 長 逸見 勝亮（大学文書館館長） ２００５．５．１．～

副 委 員 長 井上 勝生（大学文書館副館長） ２００５．５．１．～

委 員 櫻井恒太郎（医学研究科教授） ２００５．５．１．～

平川 一臣（地球環境科学研究院教授） ２００５．５．１．～

田畑伸一郎（スラブ研究センター教授） ２００５．５．１．～

真壁 仁（法学研究科准教授） ２００５．５．１．～２００７．３．３１．

米山 祐司（経済学研究科教授） ２００５．５．１．～２００７．３．３１．

喜田 拓也（情報科学研究科准教授） ２００５．５．１．～２００７．３．３１．

近藤健一郎（教育学研究院准教授） ２００７．４．１．～

角 幸博（工学研究科教授） ２００７．４．１．～

�橋 吉文（メディア・コミュニケーション研究院教授）

２００７．４．１．～

◇兼 務 教 員 白木沢旭児（文学研究科教授） ２００５．５．１．～

大櫃 敬史（教育学研究院准教授） ２００５．５．１．～

杉山 滋郎（理学研究院教授） ２００５．５．１．～

坂下 明彦（農学研究院教授） ２００５．５．１．～

角 幸博（工学研究科教授） ２００５．５．１．～２００７．３．３１．

池上 重康（工学研究科助教） ２００７．４．１．～

◇館 員 井上 高聡（大学文書館助教） ２００５．５．１．～

山本美穂子（大学文書館技術専門職員） ２００５．６．１．～

◇アルバイト 遠藤 真貴（文学部人文科学科４年） ２００７．１０．９．～１２．１３．

新渡戸基金研究助成�開拓使仮学校の施設に関する歴史的研究�研究
補助・資料整理等担当

許 晨（文学研究科歴史地域文化学専攻修士課程１年）

２００７．１０．１５．～１２．１４．

科学研究費補助金若手研究（B）�札幌農学校生徒の学業史に関する
研究�研究補助・資料整理等担当

◇事 務 事務局総務部総務課企画担当

大学文書館業務日誌・利用状況・構成（２００７年１月～１２月）

―２０５―


