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＜ 資料目録 ＞

財団法人仙台学寮関係資料

資料番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

００００１
�仙台学生会館建設事業報告書�第一～第六（合
冊）

［大正１４年］～昭和１８年
１１月２日

［１９２５］～１９４３ 仙台学寮

００００２ �仙台学寮四十年史� 昭和４０年２月１５日 １９６５
仙台学寮四十年史編纂委員
会編、仙台学寮発行

００００３ �財団法人仙台学寮 一九二四～二〇〇四� 平成１６年１１月１日 ２００４ 杉野目浩編、仙台学寮発行

００００４ �峠�（第九号）旅行号 臨時増刊 ［昭和２年１０月７日］ ［１９２７］ 仙台学寮文芸部

００００５ �峠�１９３２ 昭和７年１１月１４日 １９３２ 仙台学寮文芸部

００００６ �峠�第三十一号 昭和１４年１１月 １９３９
吉井義一編、仙台学寮文芸
部

００００７ �峠�第三十二号 昭和１５年６月 １９４０
菊田瑞穂編、仙台学寮文芸
部

００００８ �峠�第三十五号 昭和１７年１２月 １９４２
古山次彦編、仙台学寮文芸
部

００００９ �峠�第三十五号 昭和１８年１０月 １９４３ 仙台学寮文芸部

０００１０ �峠�弐拾五年拾月 昭和２５年１０月 １９５０ 仙台学寮文芸部

０００１１ �峠�１９５６ ［昭和３１年］ ［１９５６］ 仙台学寮

０００１２ �峠�１９６３．２ 昭和３８年２月 １９６３ 佐藤博光編、仙台学寮発行

０００１３ �峠�１９６４．６ 昭和３９年６月 １９６４ 阿部庄作編、仙台学寮発行

０００１４ �峠�１９６５、夏 昭和４０年９月 １９６５
鶴田・鎌田・道岡編、仙台
学寮発行

０００１５ �峠�１９６７．１ ［昭和４２年］ ［１９６７］ 仙台学寮発行

０００１６ �峠�S４２ 昭和４３年２月 １９６８
兼田達夫・池田矩雄編、仙
台学寮発行

０００１７ �峠�’６９ ［昭和４４年］ ［１９６９］
落合時三郎編、仙台学寮発
行

０００１８ �峠�’６９ 昭和４４年 １９６９
奥村明定・森要造編、仙台
学寮発行

０００１９ �峠�’７０ ［昭和４５年］ ［１９７０］
長谷部良一編、仙台学寮発
行

０００２０ �峠�’７１ ［昭和４６年］ ［１９７１］
佐々木直樹編、仙台学寮発
行

０００２１ �峠�’７３ ［昭和４８年］ ［１９７３］
小野寺忠一編、仙台学寮発
行

０００２２ �峠�’７４．’７５ ［昭和５０年］ ［１９７５］ 仙台学寮

０００２３ �峠�７６・７７ 昭和５３年６月 １９７８ 佐野孝夫編、仙台学寮発行

０００２４ �峠�１９７９‐１９８０ 斎藤恭造短編集 ［昭和５３年３月］ ［１９７８］ 渡邊哲哉編

０００２５ �峠�１９７９・８０合併号 ［昭和５６年３月］ ［１９８１］ 仙台学寮

０００２６ �峠�１９８６ 昭和６１年１２月 １９８６
�峠�編集委員会編、仙台
学寮発行

０００２７ �北海道大学沿革年表 昭和三十一年九月� 昭和３１年９月 １９５６ 北海道大学

０００２８ �北海道大学沿革年表 昭和四十一年九月� 昭和４１年９月 １９６６ 北海道大学

０００２９ 芳名録
大正１３年１１月２９日～昭和
４０年１０月２日

１９２４～１９６５ 仙台学寮

０００３０ 創立三十九周年記念 仙台学寮寮祭 御芳名録 昭和３８年１０月９日 １９６３ 仙台学寮

０００３１ 御芳名［録］ 昭和４７年～昭和５６年 １９７２～１９８１ 仙台学寮

０００３２ 芳名帳
昭和４５年２月２８日～昭和
５２年２月２６日

１９７０～１９７７ 仙台学寮
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資料番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

０００３３ 芳名録
昭和４１年１月２３日～昭和
４４年１０月２９日

１９６６～１９６９ 仙台学寮

０００３４ 芳名録
昭和４４年３月１日～［昭
和４４年４月］

１９６９ 仙台学寮

０００３５ ［芳名録］ 昭和４４年～昭和４６年 １９６９～１９７１ 仙台学寮

０００３６ 芳名録
昭和４４年１１月２３日、［昭
和５５年］

１９６９、［１９８０］ 仙台学寮

０００３７ 仙台学寮創立五十周年記念芳名帖 昭和４９年 １９７４ 仙台学寮

０００３８ 仙台学寮寮日誌 巻一
大正１３年１０月３０日～大正
１５年３月１８日

１９２４～１９２６ 仙台学寮

０００３９ 仙台学寮日誌
大正１５年３月～昭和３年
３月

１９２６～１９２８ 仙台学寮

０００４０ 仙台学寮学寮日記
昭和３年３月１３日～昭和
５年３月１７日

１９２８～１９３０ 仙台学寮

０００４１ 仙台学寮学寮日誌
昭和１２年１月１日～昭和
１３年５月２９日

１９３７～１９３８ 仙台学寮

０００４２ 仙台学寮学寮日誌
昭和１４年４月４日～昭和
１６年１０月１７日

１９３９～１９４１ 仙台学寮

０００４３ 仙台学寮日誌
昭和１６年１０月１９日～昭和
１８年９月２５日

１９４１～１９４３ 仙台学寮

０００４４ ［仙台学寮日誌］
昭和１８年９月２７日～昭和
２１年９月２４日

１９４３～１９４６ 仙台学寮

０００４５ 仙台学寮日誌（委員長日誌）
昭和２１年９月２７日～昭和
２６年５月９日

１９４６～１９５１ 仙台学寮

０００４６ 仙台学寮日誌（委員長日誌）
昭和２６年５月１２日～昭和
２８年７月６日

１９５１～１９５３ 仙台学寮

０００４７ 仙台学寮日誌（委員長日誌）
昭和２８年７月７日～昭和
３０年１１月１２日

１９５３～１９５５ 仙台学寮

０００４８ 仙台学寮委員長日誌
昭和３０年１１月１４日～昭和
３３年１０月１８日

１９５５～１９５８ 仙台学寮

０００４９ 仙台学寮委員長日誌
昭和３６年３月３日～昭和
３７年１１月５日

１９６１～１９６２ 仙台学寮

０００５０ 仙台学寮委員長日誌
昭和３７年１１月７日～昭和
４０年１月５日

１９６２～１９６５ 仙台学寮

０００５１ 仙台学寮委員長日誌 昭和４２年前期
昭和４２年３月３１日～９月
８日

１９６７ 仙台学寮

０００５２ 仙台学寮委員長日誌 昭和４３年度前期
昭和４３年３月１日～９月
２９日

１９６８ 仙台学寮

０００５３ 仙台学寮委員長日誌 ４４年度後期
昭和４４年１０月１日～１１月
２６日

１９６９ 仙台学寮

０００５４ ［体育衛生委員日誌］ ［大正１５年～昭和８年］ ［１９２６～１９３３］ 仙台学寮

０００５５ 仙台学寮資金日誌（入寮金之部） 昭和１７年～昭和１８年 １９４２～１９４３ 仙台学寮

０００５６ 昭和十七年度仙台学寮回覧日誌 二巻
昭和１７年８月２３日～昭和
１８年２月３日

１９４２～１９４３ 仙台学寮

０００５７ 庶務日誌
昭和２６年５月２日～昭和
３１年２月２９日

１９５１～１９５６ 仙台学寮

０００５８ 廻覧日誌 昭和３１年６月～１１月 １９５６ 仙台学寮

０００５９ 仙台学寮庶務日誌
昭和３１年２月２９日～［昭
和３３年］５月１１日

１９５６～［１９５８］ 仙台学寮

０００６０ ［仙台学寮庶務日誌］
昭和３３年５月１７日～１１月
７日

１９５８ 仙台学寮

０００６１ 仙台学寮庶務日誌
昭和３３年１０月１日～［昭
和４０年］

１９５８～［１９６５］ 仙台学寮

０００６２ 仙台学寮寮生日誌
昭和３４年５月２日～昭和
３７年年１月１５日

１９５９～１９６２ 仙台学寮

０００６３ ［企画総務部日誌］
昭和３７年２月１４日～［昭
和４０年］

１９６２～［１９６５］ 仙台学寮

〔目録〕 財団法人仙台学寮関係資料

―１７５―



資料番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

０００６４ 仙台学寮寮生回覧日誌
昭和３７年１１月６日～昭和
３８年３月

１９６２～１９６３ 仙台学寮

０００６５ 寮生日誌
昭和４０年１月１７日～３月
１４日

１９６５ 仙台学寮

０００６６ 寮生日誌
昭和４０年４月２０日～１１月
３０日

１９６５ 仙台学寮

０００６７ 寮生日誌
昭和４０年１２月１日～昭和
４１年２月１８日

１９６５～１９６６ 仙台学寮

０００６８ 昭和四十年度委員会議事録
昭和４０年１０月２８日～［昭
和４１年３月１日］

１９６５～［１９６６］ 仙台学寮

０００６９ 委員会用メモ ［昭和４３年］ ［１９６８］ 斉藤俊之

０００７０ 寮生日誌
昭和４１年２月１９日～６月
２４日

１９６６ 仙台学寮

０００７１ 寮生日誌
昭和４１年６月２５日～１０月
８日

１９６６ 仙台学寮

０００７２ 寮生日誌
昭和４１年１０月１４日～昭和
４２年４月１８日

１９６６～１９６７ 仙台学寮

０００７３ 仙台寮寮生日誌
昭和４２年４月１８日～１０月
１３日

１９６７ 仙台学寮

０００７４ 仙台学寮寮生日誌
昭和４２年１０月１７日～昭和
４３年３月１４日

１９６７～１９６８ 仙台学寮

０００７５ 仙台学寮々生日誌
昭和４３年３月１５日～９月
６日

１９６８ 仙台学寮

０００７６ 仙台学寮［寮生日誌］
昭和４３年９月７日～昭和
４４年７月２１日

１９６８～１９６９ 仙台学寮

０００７７ 寮生日誌
昭和４６年５月４日～１２月
１０日

１９７１ 仙台学寮

０００７８ 仙台学寮寮生日誌
昭和４６年１２月１２日～昭和
４７年１０月２２日

１９７１～１９７２ 仙台学寮

０００７９ 仙台寮々誌７０［周年］
［平成６年］１月２４日～
９月２３日

［１９９４］ 仙台学寮

０００８０ 寮生日誌
昭和４９年６月１９日～昭和
５０年１１月２８日

１９７４～１９７５ 仙台学寮

０００８１ 仙台学寮日誌
昭和５１年１月１９日～昭和
５２年１０月１日

１９７６～１９７７ 仙台学寮

０００８２ 故小野寺忠一君追悼文集 昭和５６年１０月７日 １９８１
津田栄継編、仙台学寮ＯＢ
有志発行

０００８３ 総務日誌
昭和５２年１１月２９日～昭和
５６年９月１６日

１９７７～１９８１ 仙台学寮

０００８４ 仙台学寮炊務会計帳簿
昭和２４年８月２６日～［昭
和２７年１２月９日］

１９４９～［１９５２］ 仙台学寮

０００８５ ［仙台学寮会計帳簿］
昭和２５年１月～昭和３４年
９月

１９５０～１９５９ 仙台学寮

０００８６ 仙台学寮炊務出納簿
昭和４１年１月８日～昭和
５２年５月１８日

１９６６～１９７７ 仙台学寮

０００８７ 宅地賃借契約書�宅地２号� 大正１３年６月２６日 １９２４ 戸津高知（借地人）

０００８８ 宅地賃借契約書�宅地５号� 大正１３年６月２６日 １９２４ 平塚直治（借地人）

０００８９ 宅地賃借契約書（下書） ［大正１３年６月］ ［１９２４］

０００９０ 文書�財団法人仙台学寮寄附行為案� 大正１４年５月 １９２５ 文部省専門学務局学務課

０００９１ 文書�法人設立ニ関スル件� 大正１４年７月６日 １９２５ 文部省専門学務局学務課

０００９２ �財団法人仙台学寮寄附行為�送付依頼書 大正１４年１０月１９日 １９２５ 文部省専門学務局学務課

０００９３ 文部省北専９号�財団法人仙台学寮設立許可書� 大正１４年８月３日 １９２５ 岡田良平（文部大臣）

０００９４
札教第６６７号�財団法人仙台学寮設立許可ノ件�
指令書送付書

大正１４年８月１１日 １９２５ 高岡直吉（札幌市長）

０００９５ 建物図面 大正１４年８月 １９２５ 仙台学寮

０００９６ 消費貸借契約証書（下書） ［大正１３年６月］ ［１９２４］ 仙台学寮

０００９７ ［立換負担連名書］ 大正１３年６月３日 １９２４ 半澤洵ほか２３名
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資料番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

０００９８ ［学生館名称命名依頼書］（高橋是清宛、案） 大正１３年６月２３日 １９２４
半澤洵（仙台学生館建設委
員長）

０００９９
�仙台学生館建設費補助申請書�（宮城県知事
宛）

大正１３年５月 １９２４
半澤洵（仙台学生館建設委
員長）

００１００ 教第５５９５号�仙台学寮建設費補助ニ関スル件� 大正１４年９月１７日 １９２５ 宮城県内務部長

００１０１
仙台学生館建設創立費並ニ銀行利子其他雑費明細
書

大正１３年１０月４日 １９２４
半澤洵（仙台学生館建設委
員長）

００１０２ 寄附募集願・収支予算書（北海道庁長官宛） 大正１３年９月 １９２４
半澤洵（仙台学生館建設委
員長）

００１０３
文書�財団法人仙台学寮寄附金募集金額氏名届出
ノ件�（北海道庁長官宛）

昭和６年２月４日 １９３１ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００１０４
原稿�仙台学生館建設費補助申請書�（宮城県知
事宛）

大正１３年４月 １９２４
半澤洵（仙台学生館建設委
員長）

００１０５ 原稿［仙台学生館建設助成依頼書］（代議士等宛） 大正１３年５月 １９２４
半澤洵（仙台学生館建設委
員長）

００１０６ 札教第７４２号�公益法人事業ニ関スル件� 昭和３年５月１０日 １９２８ 札幌市役所

００１０７ 札教第７４５号�公益法人事業ニ関スル件� 昭和４年６月７日 １９２９ 札幌市長

００１０８ 札教第１１８９号�公益法人事業報告ニ関スル件� 昭和６年５月７日 １９３１ 札幌市長

００１０９ ［理事、監事改選］報告書（案、北海道庁長官宛） 昭和４年６月９日 １９２９ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００１１０ 文書�仙台学生館建設費� 大正１３年１２月２日現在 １９２４

００１１１ 財産目録（案） ［昭和１１年］ ［１９３６］ ［半澤洵］

００１１２ 役員［名簿］ ［昭和２２年～昭和３３年］ ［１９４７～１９５８］ ［半澤洵］

００１１３
教第５５０５号［学生館建設資金補助に関する件］回
報依頼書

大正１３年７月２５日 １９２４ 宮城県

００１１４ 教第５５０５号回答（案） 大正１３年８月４日 １９２４
半澤洵（仙台学生館建設委
員長）

００１１５
�法人設立ニ関スル件�回答（控、文部省専門学
務刻学務課宛）

大正１４年７月１０日 １９２５ 半澤洵（仙台学寮設立者）

００１１６ 財産目録（案） 大正１４年５月１８日現在 １９２５ ［半澤洵］

００１１７ 寄附者氏名［名簿］ 昭和６年２月現在 １９３１ ［半澤洵］

００１１８
仙台学生館建設ニ関スル報告書（大正十四年）（控
用）

大正１４年 １９２５ ［半澤洵］

００１１９ 仙台学寮（建設費）寄附者氏名録 昭和８年１０月２９日調査 １９３３ ［半澤洵］

００１２０ 火災保険申込書（下書） ［大正１３年～大正１４年］ ［１９２４～１９２５］ 半澤洵

００１２１ �意見書�（宮城県知事宛） 昭和３年６月３０日 １９２８ 宮城県会議長

００１２２ 仙台学生館建築概要 ［大正１３年］ ［１９２４］

００１２３ 仙台学生館建設地方委員［名簿］（控） 大正１３年５月２１日 １９２４ ［半澤洵］

００１２４ 教第５５９５号回答（控） 大正１４年９月１９日 １９２５
半澤洵（仙台学寮建設委員
長）

００１２５ 財産目録（案）

００１２６ 決議録（案） 昭和２年１月 １９２７

００１２７ 挨拶状（写） 昭和３年７月 １９２８ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００１２８ ［昭和６年事業報告書（案）］ ［昭和６年］ ［１９３１］

００１２９ 昭和五年度経費決算書（案） ［昭和６年］ ［１９３１］ 財団法人仙台学寮

００１３０ 仙台学寮維持費並改築費募集趣意書 ［昭和１１年］ ［１９３６］ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００１３１ ［仙台学寮維持費募集依頼書］ 昭和３年７月 １９２８ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００１３２ ［仙台学寮維持費募集依頼書］ 昭和５年１１月２６日 １９３０ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００１３３ ［財産目録（下書）］

００１３４ 寄附金受入明細書（下書）
自昭和五年十一月以降至
昭和六年十一月二十一日

１９３０～１９３１

００１３５ ［雑記（卒業生職業調）］ ［半澤洵］

００１３６ 昭和六年度経費収支金額及其費目（下書） ［昭和７年］ ［１９３２］ ［半澤洵］

００１３７ 昭和七年度経費予算書（下書） ［昭和７年］ ［１９３２］ ［半澤洵］

００１３８ ［昭和３２年事業報告書（案）］ ［昭和３２年］ ［１９５７］ ［半澤洵］

００１３９ 昭和３３年度事業報告（収入の部） ［昭和３４年］ ［１９５９］

〔目録〕 財団法人仙台学寮関係資料

―１７７―



資料番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

００１４０ 在寮者名簿（下書） ［大正１５年］ ［１９２６］ ［半澤洵］

００１４１ ［卒業生名簿（下書）］ ［昭和５年］ ［１９３０］ ［半澤洵］

００１４２ ［三十回開寮記念祭挨拶文（案）］ ［昭和２８年］ ［１９５３］ ［半澤洵］

００１４３ 陳情書（案） ［昭和２９年］ ［１９５４］ ［半澤洵］

００１４４ ［仙台学寮評議員依頼書（案）］ 昭和３１年１０月 １９５６ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００１４５ 書簡（案）［ボイラー故障の件］

００１４６ 半澤洵宛書簡 ［昭和６年］ ［１９３１］ 青葉会長

００１４７ 半澤洵宛礼状
［昭和２５年～昭和３２年］
１２月１９日

［１９５０～１９５７］ 坂元義男

００１４８
［文社社第１５２号公益法人台帳整備関係回答作成
資料］

昭和３１年 １９５６ ［半澤洵］

００１４９
文書�昭和３６年度事業報告および収支決算書につ
いて（事務連絡）�

昭和３８年２月２２日 １９６３ 文部省大学学術局学生課

００１５０ 仙台学寮維持会（文案） 昭和３０年７月 １９５５ ［半澤洵］

００１５１ ［昭和２９年事業報告書（案）］ ［昭和２９年］ ［１９５４］ ［半澤洵］

００１５２ 土地借用書願（下書） 昭和３１年 １９５６ 半澤洵

００１５３ 特殊簡易公衆電話契約書 昭和３５年 １９６０ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００１５４ 領収書（土地賃貸料） 昭和２７年１０月３日 １９５２ 北海道大学

００１５５ 請求書・領収書（煙突等） 昭和３０年 １９５５ 黒崎金治

００１５６ 注文受書（縄梯子等） 昭和２８年９月 １９５３ 齋田工業㈱

００１５７ 請求書・領収書（床修理等） 昭和２９年 １９５４ 黒崎金治

００１５８ 領収書（植木手入） 昭和２８年５月１４日 １９５３ 植木職藤原

００１５９ 見積書・請求書（電線等） 福田電気商会

００１６０ 半澤洵宛通知文書 昭和４０年７月２０日 １９６５ 大野菫（仙台育英会理事）

００１６１ ［募金依頼書］ 昭和３０年１２月 １９５５ 半澤洵（仙台学寮寮長）

００１６２ ［固定資産税免除］請願書 昭和２８年 １９５３
［北海道大学関係学生寮、
連名］

００１６３ 総第３０６号回答（案） 昭和３０年９月２４日 １９５５ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００１６４ ［照会文書］ 文部省

００１６５ 基本財産の一部処分承認申請書（控、文部大臣宛） 昭和４０年 １９６５ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００１６６ 普通財産貸付契約書 昭和３０年１２月 １９５５ 北海道財務局

００１６７ 普通財産貸付契約書 昭和３１年１２月 １９５６ 北海道財務局

００１６８
道財管第３６７号�普通財産（土地）の貸付につい
て�

昭和３１年４月１４日 １９５６ 北海道財務局長

００１６９ 道財徴第２１４号�延滞料の徴収について� 昭和３１年４月２７日 １９５６ 北海道財務局長

００１７０ 普通財産貸付契約書 昭和３３年１０月 １９５８ 北海道財務局

００１７１ 固有財産有償貸付契約書 昭和３５年８月 １９６０ 北海道財務局

００１７２ 固有財産有償貸付契約書 昭和４０年５月 １９６５ 北海道財務局

００１７３
財団法人仙台学寮の昭和４４年度の事業報告および
収支決算について（控）

昭和４５年４月 １９７０ 半澤洵

００１７４
財団法人仙台学寮の昭和４５年度の事業報告および
収支決算について（案）

［昭和４６年３月］ ［１９７１］ 半澤洵

００１７５
財団法人仙台学寮の昭和４５年度の事業報告および
収支決算について（控）

昭和４６年４月 １９７１ 半澤洵

００１７６
財団法人仙台学寮の昭和４６年度の事業報告および
収支決算について（案）

［昭和４７年３月］ ［１９７２］ 半澤洵

００１７７
財団法人仙台学寮の昭和４６年度の事業報告および
収支決算について（控）

昭和４７年４月 １９７２ 半澤洵

００１７８
財団法人仙台学寮の昭和４７年度の事業報告および
収支決算について（控）

［昭和４８年３月］ ［１９７３］ 半澤洵

００１７９
財団法人仙台学寮の昭和４３年度の事業報告および
収支決算について（案）

［昭和４４年３月］ ［１９６９］ 半澤洵

００１８０
財団法人仙台学寮の昭和４３年度の事業報告および
収支決算について（控）

昭和４４年４月 １９６９ 半澤洵

北海道大学大学文書館年報 第３号（２００８年３月）
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資料番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

００１８１
［昭和３８、３９年度事業状況・収支決算送付文書鑑
（控）］

昭和４０年 １９６５ 半澤洵

００１８２
昭和４０年度事業計画及び同収支予算について
（案）

昭和４０年７月 １９６５ 半澤洵

００１８３
財団法人仙台学寮従業員に関する労働協約書
（案）

昭和４１年４月 １９６６ 仙台学寮委員会代表

００１８４ 財団法人仙台学寮従業員に関する労働協約書 昭和４２年３月１４日 １９６７ 仙台学寮委員長

００１８５
財団法人仙台学寮従業員に関する労働協約書
（案）

昭和４３年３月２０日 １９６８ 仙台学寮委員長

００１８６
帳簿�趣意書、申込所発送控、依頼状、礼状、寄
附金額�

［大正１２年］ ［１９２３］ 仙台学生館

００１８７ 備品控 大正１３年～昭和１３年 １９２４～１９３８ 仙台学寮

００１８８ 設立費寄附名簿 大正１２年～大正１５年 １９２３～１９２６ 仙台学生館

００１８９ ［契約書、申請書、手形、伝票綴］ 大正１３年～昭和７年 １９２４～１９３２ ［半澤洵］

００１９０ ［差引台帳］ 大正１２年～昭和４０年 １９２３～１９６５ ［半澤洵］

００１９１ ［仙台学生館建設費寄附金関係綴］ 大正１２年～大正１３年 １９２３～１９２４ ［半澤洵］

００１９２ 仙台学生館建設趣意書 大正１２年～大正１３年 １９２３～１９２４ ［半澤洵］

００１９３ 寄附金調
大正十三年十一月二十八日
朱書大正十四年五月十八
日現在

１９２４～１９２５ ［半澤洵］

００１９４ 仙台学生館建設ニ関スル報告書 大正１３年～昭和４年 １９２４～１９２９ ［半澤洵］

００１９５ 社団財団法人設立申請関係書類 大正１２年～大正１４年 １９２３～１９２５ ［半澤洵］

００１９６ 役員選任簿 大正１４年～昭和１６年 １９２５～１９４１ 財団法人仙台学寮

００１９７ 会計決算報告 大正１４年～昭和２４年 １９２５～１９４９ 財団法人仙台学寮

００１９８ 文部大臣ニ報告ノ事業報告書 昭和２年～昭和２３年 １９２７～１９４８ 財団法人仙台学寮

００１９９ 維持費修繕費募集奉加帳 第参号 昭和二十一年十二月 １９４６ 財団法人仙台学寮

００２００ 維持費修繕費募集奉加帳 第四号 昭和二十一年十二月 １９４６ 財団法人仙台学寮

００２０１ 維持費修繕費募集奉加帳 第六号 昭和二十一年十二月 １９４６ 財団法人仙台学寮

００２０２ 維持費修繕費募集奉加帳 第八号 昭和二十一年十二月 １９４６ 財団法人仙台学寮

００２０３ 維持費修繕費募集奉加帳 第拾壹号 昭和二十一年十二月 １９４６ 財団法人仙台学寮

００２０４ 入寮願 大正１４年～昭和２６年 １９２５～１９５１ ［半澤洵］

００２０５ 仙台学寮開寮記念日ニ於ケル報告 昭和３年～昭和２２年 １９２８～１９４７ ［半澤洵］

００２０６ 礼状差出者芳名 昭和四年四月二十九日 １９２９ 仙台学寮活動写真班

００２０７ 依頼状発送者芳名 昭和四年三月二十五日 １９２９ 仙台学寮活動写真班

００２０８ 仙台学寮活動写真公開当地各地に於ける委細日記 昭和４年 １９２９ ［仙台学寮活動写真班］

００２０９ 芳名録 ［大正２年］ ［１９１３］ 後藤子爵講演後援会

００２１０ 財産目録（仙台学寮） 大正１３年～昭和１５年 １９２４～１９４０ ［半澤洵］

００２１１ 財団法人仙台育英会寄附行為同施行細則ほか ［大正１０年～大正１２年］ ［１９２１～１９２３］ ［仙台育英会ほか］

００２１２ 公益法人設立の手引き 昭和３２年 １９５７ 北海道教育委員会

００２１３ 公益法人事務処理のしおり 昭和３５年 １９６０ 北海道教育庁

００２１４ ［寄附金依頼文書］ 昭和２年１２月１３日 １９２７
半澤洵（仙台学生館建設委
員長）

００２１５ ［映画会開催後援礼状］ 昭和４年４月２６日 １９２９ 財団法人仙台学寮

００２１６ ［映画会開催報告］ ［昭和５年］ ［１９３０］ ［仙台学寮］

００２１７ ［寄附金払込依頼書］ 大正１４年 １９２５ ［仙台学寮］

００２１８ 総第３０６号�育英寮運営の実態について（通知）� 昭和３年９月２０日 １９２８ 北海道教育委員会委員長

００２１９ ［半澤洵宛書簡］ 昭和４年５月１５日 １９２９

００２２０ 仙台学生館設計図１ ［大正１３年］ ［１９２４］ ［田中豊太郎］

００２２１ 仙台学生館設計図２ ［大正１３年］ ［１９２４］ ［田中豊太郎］

００２２２ 仙台学寮寄付・祝儀控帳
自昭和三七年十一月至
［昭和４４年］

１９６２～［１９６９］ ［仙台学寮］

００２２３ 仙台寮新築工事 浄化槽及排水図（No．１８‐１５） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２２４
北大仙台寮新築暖房衛生設備工事 給湯配管系統
図

昭和４０年１１月１１日 １９６５ 齋藤省三商店札幌店
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資料番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

００２２５
北大仙台寮新築暖房衛生設備工事 暖房配管系統
図

昭和４０年１１月８日 １９６５ 齋藤省三商店札幌店

００２２６ 仙台寮新築工事 立面図（No．１８‐４） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２２７ 仙台寮新築工事 一般矩計図（No．１８‐６） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２２８ 仙台寮新築工事 階段詳細図（No．１８‐９） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２２９ 仙台寮新築工事 平面図（No．１８‐２） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２３０
仙台寮新築工事 ラーメン配筋リスト図
（No．１８‐１７）

昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２３１
仙台寮新築工事 基礎梁状・基礎配筋図
（No．１８‐１６）

昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２３２ 仙台寮新築工事 平面図（No．１８‐３） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２３３
仙台寮新築工事 壁式配筋・階段配筋・スラブ配
筋図（No．１８‐１８）

昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２３４ 仙台寮新築工事 寮室詳細図（No．１８‐１０） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２３５
仙台寮新築工事 便所・平・断・矩計詳細図
（No．１８‐１３）

昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２３６ 仙台寮新築工事 浄化槽及排水図（No．１８‐１５） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２３７ 貯蔵取扱い届出書 昭和４０年１２月 １９６５ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００２３８
［昭和４０年度仙台寮新築工事費概算書、完成予想
図、北海道大学仙台寮計画案（平面・立面図）］

昭和４０年 １９６５ ［北海道大学施設部］

００２３９ 北大仙台学寮暖房衛生設備竣工図 昭和４０年１２月 １９６５ 齋藤省三商店札幌店

００２４０ 防火対象物使用開始届出書（札幌市消防庁宛） 昭和４０年１２月１１日 １９６５ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００２４１ 仙台寮新築工事 火災報知設備�（No．７‐７） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２４２ 仙台寮新築工事 配置図・仕上表（No．１８‐１） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２４３ ボイラー設置届出書（札幌市消防局宛） 昭和４０年１２月 １９６５ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００２４４ 仙台寮新築工事 火災報知設備�（No．７‐６） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２４５ 仙台寮新築工事 玄関断面詳細図（No．１８‐８） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２４６ 仙台寮新築工事 配置図・仕様書（No．７‐１） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２４７ 仙台寮新築工事 １，２階衛生平面図（No．７‐２） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２４８ 仙台寮新築工事 ３，４階衛生平面図（No．７‐３） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２４９ 仙台寮新築工事 １，２階暖房平面図（No．７‐４） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２５０ 仙台寮新築工事 ３，４階暖房平面図（No．７‐５） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２５１ 仙台寮新築工事 各部品詳細図（No．７‐６） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２５２
仙台寮新築工事 厨房・浴室・ボイラー室・平・
断面詳細図（No．１８‐１２）

昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２５３ 仙台寮新築工事 建具表（No．１８‐１４） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２５４
仙台寮新築工事 管理人室・平面・断面矩計図
（No．１８‐１１）

昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２５５ 仙台寮新築工事 玄関平・断詳細図（No．１８‐７） 昭和４０年 １９６５ 北海道大学施設部

００２５６ 仙台学寮給水装置新設工事 竣工図 ［昭和５６年］ ［１９８１］ ［株式会社札幌丸増］

００２５７ 仙台学寮給水装置共同管工事 竣工図 ［昭和５６年］ ［１９８１］ 株式会社札幌丸増

００２５８ 北海道大学仙台学寮新築工事 １階平面図 ［昭和５６年］ ［１９８１］ 株式会社画工房

００２５９ 北海道大学仙台学寮新築工事 ２階平面図 ［昭和５６年］ ［１９８１］ 株式会社画工房

００２６０ 北海道大学仙台学寮新築工事見積書 昭和５６年６月３日 １９８１ 株式会社札幌丸増

００２６１ ［入寮・退寮願］ 昭和１２年～昭和４１年 １９３７～１９６６ ［仙台学寮］

００２６２ ［寮生名簿］ 昭和１４年～昭和５５年 １９３９～１９８０ ［仙台学寮］

００２６３ 出身卒業生名簿 大正１４年～昭和２６年 １９２５～１９５１ 仙台学寮

００２６４ ［仙台学寮卒業者名簿］ ［昭和３３年］ ［１９５８］ ［仙台学寮委員会］

００２６５ 仙台学寮卒業者名簿 昭和三十六年二月現在 １９６１ 仙台学寮委員会

００２６６ 仙台学寮卒業者名簿 昭和三十九年十月現在 １９６４ 仙台学寮委員会

００２６７ 仙台学寮同窓会名簿 仙台学寮創立四十周年記念 昭和三十九年十一月一日 １９６４ 財団法人仙台学寮

００２６８ 仙台学寮同窓会員名簿 昭和４３年４月１日 １９６８ 財団法人仙台学寮

００２６９ 仙台学寮 OB名簿 昭和５０年１２月１日現在 １９７５ 仙台学寮

００２７０ 仙台学寮 OB名簿 ［昭和５７年］ ［１９８２］ ［仙台学寮］

００２７１ 住所録 ［昭和５６年］ ［１９８１］ ［仙台学寮］
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資料番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

００２７２ ［仙台学寮卒業者名簿］ ［昭和４１年］ ［１９６６］ ［仙台学寮］

００２７３ 同窓会名簿 ［昭和４８年］ ［１９７３］ ［仙台学寮］

００２７４ �仙台学寮ニュース�No．４ 昭和３９年１１月１６日 １９６４ ［仙台学寮］

００２７５ ［寄附金依頼文書］ 昭和５０年１２月 １９７５ 半澤道郎（仙台学寮理事長）

００２７６ 仙台学寮寮則（昭和二十五年十月改正） 昭和３２年印刷 １９５７ ［仙台学寮］

００２７７ 半澤記念室内規 ［仙台学寮］

００２７８ 寮生活内記（担当増田君） ［仙台学寮］

００２７９ 仙台学寮寮則（昭和三十二年三月改正） ［昭和３２年印刷］ ［１９５７］ ［仙台学寮］

００２８０ 仙台学寮寮則草案 ［昭和４０年］ ［１９６５］ ［仙台学寮］

００２８１ 仙台学寮々則 ［仙台学寮］

００２８２ 仙台学寮々則 ［仙台学寮］

００２８３ 仙台学寮寮則及内規 昭和四十一年一月作成 １９６６ ［仙台学寮］

００２８４ 仙台学寮寮則及内規 昭和四十三年三月作成 １９６８ ［仙台学寮］

００２８５ 仙台学寮寮則及内規 昭和四十四年七月作成 １９６９ ［仙台学寮］

００２８６ ［連名色紙］ 昭和２７年１１月１５日 １９５２ ［仙台学寮同窓会員、東京］

００２８７
半沢先生謝恩実施要領・半沢先生謝恩寄附者御芳
名並に会計報告

［昭和２７年］ １９５２ ［半沢先生謝恩会］

００２８８ ［半沢先生謝恩会事業報告文］ 昭和２９年３月 １９５４ 半沢先生謝恩会

００２８９ 半澤先生謝恩事業資金寄附者御芳名並会計報告 ［昭和２９年］ ［１９５４］ ［半沢先生謝恩会］

００２９０ 住所連絡葉書 昭和３６年～昭和４２年 １９６１～１９６７
東園基文、小宮書之助、小
倉行雄

００２９１ 礼状葉書 昭和４１年～昭和４３年 １９６６～１９６８
島野武、森岡泰啓、山浦篤、
今野隆一郎

００２９２ 近況報告封書 昭和４０年～昭和４１年 １９６５～１９６６ 支倉哲男、成田豊彦

００２９３ 年賀状 昭和４１年 １９６６ 半澤洵

００２９４ 出欠回答葉書 昭和４３年 １９６８ 杉野目晴貞

００２９５ 原稿（４０年史関係） ［昭和３８年～昭和３９年］ ［１９６３～１９６４］ 松野栄治

００２９６ 故古山次彦告別式順序 昭和３１年１月４日 １９５６

００２９７ 在寮生名簿 昭和４９年～昭和５５年 １９７４～１９８０ ［仙台学寮］

００２９８ ［仙台学寮施設緊急修理費寄附金依頼文］ 昭和５０年１２月１８日 １９７５ 半沢道郎（仙台学寮理事長）

００２９９
［財団法人仙台学寮の昭和４７年度の事業報告およ
び収支決算について（案）］

［昭和４８年３月］ ［１９７３］ 半澤洵

００３００ ［文案・郵便物・名刺綴］ 昭和４８年～昭和５６年 １９７３～１９８１ ［仙台学寮］

００３０１ 仙台学寮維持会費 ［昭和３０年～昭和３２年］ ［１９５５～１９５７］ ［仙台学寮］

００３０２ ［寄附者氏名］ ［仙台学寮］

００３０３ ［昭和６年度収支決算書（案）］ ［昭和７年］ ［１９３２］ ［仙台学寮］

００３０４ ３１年度仙台学寮経常収入金及び其の費目（案） ［昭和３２年］ ［１９５７］ ［仙台学寮］

００３０５ ３１年度支出別細目（案） ［昭和３２年］ ［１９５７］ ［仙台学寮］

００３０６ ［昭和３３年度収支決算書（案）］ ［昭和３４年］ ［１９５９］ ［仙台学寮］

００３０７ ［昭和３４年度収支決算書（案）］ ［昭和３５年］ ［１９６０］ ［仙台学寮］

００３０８ ［昭和３２年度収支決算書（案）］ ［昭和３３年］ ［１９５８］ ［仙台学寮］

００３０９
会計報告（半沢先生藍綬褒章・道文化賞受賞記念
祝賀会、仙台学寮第三十五周年記念寮祭）

昭和３３年１１月 １９５８ 仙台学寮委員会

００３１０ 仙台学寮事業報告収支決算書（案） 昭和３３年 １９５８ ［仙台学寮］

００３１１ 支出概算表（案） 昭和３１年１月～１０月 １９５６ ［仙台学寮］

００３１２ 仙台学寮３２年度前記（４～９月）決算報告（案） ［昭和３３年］ ［１９５８］ ［仙台学寮］

００３１３ ［昭和４８年度収支決算書（案）］ ［昭和４９年］ ［１９７４］ ［仙台学寮］

００３１４ ［昭和５４年度収支決算書（案）］ ［昭和５５年］ ［１９８０］ ［仙台学寮］

００３１５ ［役員名簿］ 昭和３５年３月～１０月 １９６０ ［仙台学寮委員会］

００３１６ 仙台学寮昭和４２年度後期寮委員会［名簿］ ［昭和４２年］ ［１９６７］ ［仙台学寮委員会］

００３１７ 昭和４９年度後期委員会役員名簿 ［昭和４９年］ ［１９７４］ ［仙台学寮委員会］

００３１８ ［渉外部日誌（新寮関係）］ ［昭和３７年～昭和４０年］ ［１９６２～１９６５］ ［仙台学寮］

００３１９
［仙台学寮創立四十周年記念改築資金寄附依頼
書］

［昭和４０年］ ［１９６５］ 仙台学寮改築期成会
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資料番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

００３２０ 伊達町指令第６０号［補助金交付決定通知］ 昭和４０年８月１１日 １９６５ 伊達町長

００３２１
［仙台学寮創立四十周年記念改築資金寄附依頼
書］

昭和３９年１１月３日 １９６４
仙台学寮創立四十周年記念
改築期成会

００３２２ 見積書（浄化槽清掃及内部修理工事） 昭和４１年３月２日 １９６６ 日本衛生工業

００３２３ 近況報告封書（４０年史関係） 昭和４０年 １９６５ 小野博

００３２４ 募金報告封書（新寮新築関係） 昭和４０年１２月 １９６５ 鶴田昌嘉

００３２５ 近況報告封書（半澤洵上京打合関係） 昭和４０年３月１７日 １９６５ 山田忠亨

００３２６ 年賀状 昭和４０年 １９６５ 松川五郎（１期寮生）

００３２７ 原稿（４０年史関係） ［昭和４０年］ ［１９６５］ 中鉢武彦

００３２８ 祝辞（新寮落成式） 昭和４１年１月２３日 １９６６
二瓶保（宮城県教育委員会
委員長）・高橋進太郎（宮
城県知事）

００３２９ ［寄附金袋（新寮新築関係）］ ［昭和４０年］ ［１９６５］ 半澤洵

００３３０ ［新寮落成式祝電］ 昭和４１年１月２３日 １９６６ 仙台市長ほか１２名

００３３１ 建物改築承認願（写） 昭和４０年６月４日 １９６５ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００３３２
御願書（分岐吸水管施工）・承諾書（給水装置工
事）（案）

昭和４０年７月 １９６５ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００３３３ 基本財産の一部処分承認申請書（控） 昭和４０年 １９６５ 半澤洵（仙台学寮理事長）

００３３４ ［新寮落成式案内文］ 昭和４０年１２月２３日 １９６５
半澤洵（仙台学寮理事長）・
杉野目晴貞（仙台学寮改築
期成会長）

００３３５ 落成式式次第 昭和４１年１月２３日 １９６６ ［仙台学寮改築期成会］

００３３６ ［新寮落成式礼状］ 昭和４１年２月１７日 １９６６
半澤洵（仙台学寮理事長）・
杉野目晴貞（仙台学寮改築
期成会長）

００３３７ ［新聞記事（新寮新築関係）］ 昭和３９年 １９６４ 北海道新聞

００３３８ ［新聞記事（新寮落成関係）］ 昭和４１年１月２４日 １９６６ 河北新報

００３３９ 仙台学寮創立四十周年記念式典招待者名簿 昭和３９年１１月１日 １９６４ 仙台学寮

００３４０ 依頼文書�仙台学寮改築資金についてのお願い� 昭和４３年７月 １９６８
杉野目晴貞（仙台学寮改築
期成会長）

００３４１ 仙台学寮寄附状況 昭和４５年９月２３日現在 １９７０ ［仙台学寮改築期成会］

００３４２ 仙台学寮新寮建設資金北大関係者寄附状況 ［仙台学寮改築期成会］

００３４３ 仙台学寮寄附状況中間発表（助成委員会報告） ［仙台学寮改築期成会］

００３４４ ［寮卒業生寄附一覧ほか］ ［昭和４０年］ ［１９６５］ ［仙台学寮改築期成会］

００３４５ 仙台学寮創立四十周年記念改築資金寄附申込書 阿部重美（置戸町長）

００３４６ 仙台学寮建設費受払表 昭和４２年４月現在 １９６７ ［仙台学寮改築期成会］

００３４７ 仙台学寮改築資金之寄付状況 昭和４０年５月１日現在 １９６５ ［仙台学寮改築期成会］

００３４８ 仙台学寮改築資金寄附状況 昭和４１年６月１日現在 １９６６ ［仙台学寮改築期成会］

００３４９ ［寄附状況（改築関係）］ ［仙台学寮改築期成会］

００３５０ ［発起人名簿（改築関係）］ ［仙台学寮改築期成会］

００３５１ 寄附芳名録（非常持出） ［仙台学寮改築期成会］

００３５２ 寄付申込書控え ［昭和３９年～昭和４０年］ ［１９６４～１９６５］ ［仙台学寮改築期成会］

００３５３
札清作第１１５５号�し尿浄化槽の水洗化のお願いと
資金の融資斡旋のご案内について�

昭和４８年４月１日 １９７３ 札幌市環境局清掃部長

００３５４ 契約書（パート炊婦 菅原美都子） 昭和４６年１１月８日 １９７１ 仙台学寮

００３５５ 契約書（パート炊婦 浜明子） 昭和４６年１１月８日 １９７１ 仙台学寮

００３５６ ［昭和４３年度仙台学寮入寮生募集ビラ］ 昭和４３年 １９６８ 仙台学寮入寮銓衡委員会

００３５７ ［仙台学寮年表］ ［昭和４８年］ ［１９７３］ ［仙台学寮］

００３５８
［北大仙台学寮宮城県同窓会出席者名簿、欠席者
名簿・通信文］

昭和５６年１０月２５日 １９８１ ［仙台学寮宮城県同窓会］

００３５９ ［差引簿］ ［昭和３９年～昭和４０年］ ［１９６４～１９６５］ ［仙台学寮］

００３６０ ［寮管理運営体制変更要求書（案）］ 昭和５５年 １９８０ 仙台学寮寮生一同代表

００３６１ ［寮維持協力懇願書］ 昭和５４年２月 １９７９ 仙台学寮寮生一同

００３６２ ［昭和５３年度収支決算書（案）］ ［昭和５４年］ ［１９７９］ ［仙台学寮］

００３６３ 昭和３５年度以降の土地代の推移 昭和５２年１２月現在 １９７７ ［仙台学寮］
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資料番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

００３６４ �土地問題について（寮生の意見）� ［昭和５５年］ ［１９８０］ 矢幅俊彦

００３６５ �土地問題について� 昭和５３年１０月２８日 １９７８ 田中幸雄

００３６６ �土地問題について�
昭和５３年９月～昭和５４年
２月

１９７８～１９７９ 田中幸雄

００３６７ �新寮案（熊野）� 昭和５５年７月 １９８０ ［仙台学寮生］

００３６８ �今後の土地問題について� ［昭和５６年］１月２３日 ［１９８１］ 矢幅俊彦

００３６９ �新寮建設について� 昭和５５年９月４日 １９８０ 横山繁樹

００３７０ ［新仙台学寮計画略図］ ［昭和５６年］ ［１９８１］

００３７１ ［昭和５１～５３年度収支決算書（案）］ ［昭和５４年］ ［１９７９］ ［仙台学寮］

００３７２ 半澤道郎宛葉書 昭和５１年３月１５日 １９７６ 佐藤真幸（清峰園医務室）

００３７３ 寄附金送付封書 昭和５１年３月１６日 １９７６ 東園基文

００３７４ 東京地区仙台学寮有志会開催報告封書 昭和４４年４月１５日 １９６９ 野口静夫（日本石油）

００３７５ 年末年始挨拶辞退葉書 昭和４７年１２月 １９７２ 仙台学寮

００３７６ ［昭和５２～５３年度収支決算書（案）］ ［昭和５４年］ ［１９７９］ ［仙台学寮］

００３７７ 仙台学寮昭和５１年度～昭和５４年度予・決算表 ［昭和５４年］ ［１９７９］ ［仙台学寮］

００３７８ ［寄附金帳簿］ ［昭和５２年～昭和５３年］ ［１９７７～１９７８］ ［仙台学寮］

００３７９ 仙台学寮支払証拠書類 ［昭和４８年～昭和５５年］ ［１９７３～１９８０］ 半澤道郎

００３８０
北海財直第６５０号�不動産（土地）登記済証の送
付について�

昭和５６年１月１３日 １９８１ 北海道財務局長

００３８１ 現金領収証書（土地売払代） 昭和５５年１２月２３日 １９８０ 北海道財務局

００３８２ 差入証（控） 昭和５６年４月１６日 １９８１ 半澤道郎（仙台学寮理事長）

００３８３ ［土地借上文書綴 １］ 昭和５６年８月 １９８１
［半澤道郎（仙台学寮理事
長）］

００３８４ ［土地借上文書綴 ２］ ［昭和５６年８月］ ［１９８１］
［半澤道郎（仙台学寮理事
長）］

００３８５ 問題関係［綴］ ［昭和４９年～昭和５３年］ ［１９７４～１９７８］ ［仙台学寮委員会］

００３８６ ［写真焼増希望取りまとめ帳 １］ ［昭和３９年］ ［１９６４］ ［仙台学寮］

００３８７ ［ネガプリント（仙台学寮改築落成式、寮生活）］ ［昭和４０年代］ ［１９６５～１９７４］ ［仙台学寮］

００３８８ ［写真焼増希望取りまとめ帳 ２］ ［昭和３９年］ ［１９６４］ ［仙台学寮］

００３８９ ［集合写真１（創立４０周年祝賀会）］ ［昭和３９年１１月１日］ ［１９６４］ ［仙台学寮］

００３９０ ［集合写真２（昭和４９年度新入生歓迎会）］ 昭和４９年 １９７４ ［仙台学寮］

００３９１ ［ネガ１（仙台学寮改築上棟式）］ ［昭和３９年］ ［１９６４］ ［仙台学寮］

００３９２ ［ネガ２（仙台学寮改築落成式・開寮式）］ ［昭和４０年～昭和４１年］ ［１９６５～１９６６］ ［仙台学寮］

００３９３ ［ネガ３（仙台学寮新寮生活）］ ［昭和４０年代］ ［１９６５～１９７４］ ［仙台学寮］

００３９４ ［ネガ４（仙台学寮新新寮生活）］ ［昭和５０年代］ ［１９７５～１９８４］ ［仙台学寮］

００３９５ 仙台学寮二五周年記念招待舞踏会招待券 昭和２３年１０月３１日 １９４８ ［仙台学寮］

００３９６ 仙台学寮創立拾週年記念絵葉書セット 昭和８年１０月３１日 １９３３ 仙台学寮

００３９７ ［初代仙台学寮絵葉書セット］ ［大正末～昭和初期］ ［１９２４～１９３０］ ［仙台学寮］

００３９８ 仙台学寮新築落成記念絵葉書セット 昭和４１年１月２３日 １９６６ 仙台学寮

００３９９ 半澤洵講演�札幌農学校時代�録音 昭和４６年１１月 １９７１ ［仙台学寮］

００４００ 仙台学寮創立五十周年記念式典実況録音 昭和４９年１１月３日 １９７４ ［仙台学寮］

００４０１
北海道大学仙台学寮新築工事第３回工事既済部分
価格内訳書

昭和４０年１１月 １９６５ 戸田建設株式会社札幌支店

００４０２ ［仙台学寮新築工事請求関係綴］
昭和４０年９月～昭和４４年
３月

１９６５～１９６９ 戸田建設株式会社札幌支店

００４０３ 北海道大学仙台学寮新築工事内訳明細書 ［昭和４０年］ ［１９６５］ 戸田建設株式会社札幌支店

００４０４
北海道大学仙台学寮新築工事第２回工事既済部分
価格内訳書

昭和４０年９月 １９６５ 戸田建設株式会社札幌支店

００４０５ 領収書（新築工事代金） 昭和４６年６月２８日 １９７１ 戸田建設株式会社札幌支店

００４０６ 領収書（新築工事代金） 昭和４６年２月１日 １９７１ 戸田建設株式会社札幌支店

００４０７
北海道大学仙台学寮新築工事第１回工事既済部分
価格内訳書

昭和４０年７月 １９６５ 戸田建設株式会社札幌支店

００４０８ 四回連合協定工事請負契約約款 ［昭和３２年］ ［１９５７］
日本建築学会、日本建築協
会、日本建築家協会、全国
建設業協会
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資料番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

００４０９ 依頼書�債権残高残高確認ご依頼の件� 昭和４２年１１月１４日 １９６７ 戸田建設株式会社

００４１０ ［請求書・振込書綴（新築工事関係）］ 昭和４０年～昭和４２年 １９６５～１９６７
金市館、旭日電気工業、丸
善、北海道大学生協、札幌
興農園

００４１１ ［半澤洵肖像写真（半澤洵署名）］ ［大正末～昭和初期］ ［１９２５～１９３０］

００４１２
［東海林力藏肖像写真（半澤洵�故東海林力藏小
伝��札幌同窓会第四十六回報告�口絵）］

［大正１２年頃］ ［１９２３］

００４１３ ［初代仙台学寮関係写真 １（建設写真）］ ［大正１３年］ ［１９２４］ ［仙台学寮］

００４１４ ［初代仙台学寮関係写真 ２（寮生集合写真）］ ［大正１４年～昭和１９年］ ［１９２５～１９４４］ ［仙台学寮］

００４１５ ［初代仙台学寮関係写真 ３（開寮式記念写真）］ 大正１３年１１月２９日 １９２４ ［仙台学寮］

００４１６ ［初代仙台学寮関係写真 ４（２０周年記念写真）］ 昭和１８年１１月２３日 １９４３ ［仙台学寮］

００４１７ ［初代仙台学寮関係写真 ５（３５周年記念写真）］ 昭和３３年１１月２２日 １９５８ ［仙台学寮］

００４１８ ［初代仙台学寮関係写真 ６（３８周年記念写真）］ 昭和３７年１１月２日 １９６２ ［仙台学寮］

００４１９ ［初代仙台学寮関係写真 ７（建物写真）］ ［大正末～昭和３０年代］ ［１９２４～１９５５］ ［仙台学寮］

００４２０
［初代仙台学寮関係写真 ８（予科卒業生集合写
真）］

［昭和２２年～昭和２４年］ ［１９４７～１９４９］ ［仙台学寮］

００４２１ ［初代仙台学寮関係写真 ９（卒寮生写真）］ ［昭和初期～昭和３０年代］ ［１９２５～１９５５］ ［仙台学寮］

００４２２ ［仙台学寮新寮関係写真 １（建設写真）］ ［昭和４０年］ ［１９６５］ ［仙台学寮］

００４２３ ［仙台学寮新寮関係写真 ２（室内写真）］ ［昭和４０年～昭和４１年］ ［１９６５～１９６６］ ［仙台学寮］

００４２４ ［仙台学寮新寮関係写真 ３（落成式写真）］ ［昭和４１年１月２３日］ ［１９６６］ ［仙台学寮］

００４２５ ［仙台学寮新寮関係写真 ４（開寮式写真）］ ［昭和４０年～昭和４１年］ ［１９６５～１９６６］ ［仙台学寮］

００４２６ ［アルバムⅠ（初代仙台学寮）］ ［大正１３年～昭和３７年］ ［１９２４～１９６２］ ［仙台学寮］

００４２７ ［アルバムⅡ（初代仙台学寮）］ ［大正１３年～昭和７年］ ［１９２４～１９３２］ ［仙台学寮］

００４２８ ［アルバムⅢ（仙台学寮新寮）］ ［昭和４０年～昭和４１年］ ［１９６５～１９６６］ ［仙台学寮］

００４２９ ［アルバムⅣ（仙台学寮新新寮）］ ［昭和５６年］ ［１９８１］ ［仙台学寮］

００４３０ ［仙台学寮新新寮（青葉学生ハイツ）関係写真］ 平成１４年３月２３日 ２００２ ［仙台学寮］

００４３１ ［青葉学生ハイツ入寮案内資料］ ［昭和５６年］ ［１９８１］ ［仙台学寮］

注 １．推定・補語は［ ］表記とした。

２．不明は空欄とした。
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＜ 解 題 ＞

杉野目 浩

はじめに

北海道帝国大学に学ぶ宮城県出身学生に宿舎を提供し、修学上の便をはかる目的をもっ

て大正末期に設立された財団法人仙台学寮は、８０年にわたる役割を終え、２００４（平成１６）

年３月３１日解散した。

筆者は、寮生ではないが、２０００（平成１２）年、財団の理事をされていた故三上馨一氏（旧

寮委員長、元宮城県古川市長）からご依頼を受け、財団の解散までの数年間、理事として

協力させていただいた。筆者が財団法人の運営についての多少の経験を有し、故杉野目晴

貞（筆者の父）が北海道帝国大学理学部初代教授として東北帝国大学から札幌に赴任した

１９３０（昭和５）年から１９７２（昭和４７）年に死去するまで、創設者の半澤洵理事長を補佐し

て財団の運営や、寮生のお世話に深くかかわったご縁による。

激動の昭和期を通じ、北大生の学生生活に大きな役割を果たした仙台学寮など“県人

寮”１）の事業を取りまく社会、経済状勢は、学生の生活環境、気質と共に近年著しく変化

した。仙台学寮の解散は残念であるが、すでにその目的と使命は十分に達成されており、

激変した社会、経済環境の現状と将来を考慮して決定されたものである。

幸いなことに、財団には、創設期の半澤洵教授の手書きの文書をはじめ、運営資料、２

度にわたる寮の改築にかかわる記録、歴代の寮委員長の日誌、寮生の文芸誌等が残されて

いた。これらの資料は関係者の苦労、熱意と努力を物語るもので、解散に際し、筆者は、

整理したこれら資料をもとに北海道教育委員会のご協力も得て、財団と寮の略史、年譜、

長年にわたり奉仕された役員、関係者のお名前などを冊子にまとめた２）。このたび、幸い

なことに、筆者の手元に保管してあったこれらの資料が、大学文書館のお計らいにより保

存されることになった。この機会に、仙台学寮の８０年の歩みを略述させていただくことと

する。

財団法人仙台学寮略史

プロローグ

仙台学寮は、１９２４（大正１３）年、北海道帝国大学農学部教授 半澤洵３）を中心として、

旧仙台藩、宮城県関係者有志の非常な努力により、札幌はもとより北海道市町村在住の旧

仙台藩出身者、北大、宮城県、東京在住の関係者から募った寄付金により建設された。

半澤先生は、札幌農学校の第１９期生で、明治の始め、宮城県白石の仙台藩支藩、白石藩
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からの入植者が開拓した札幌郡白石村において半澤時中氏の長男として生まれた。宮部金

吾教授の下で植物学を学び、農学部で全国初の応用菌学講座を開設し、１９１５（大正４）年

教授となり後に農学部長を務めた。特に納豆製法の近代化、量産化の開発に貢献、第１回

北海道開拓功労賞等を受賞されている。

１９２５（大正１４）年発行された�仙台学生会館建設事業報告書�に記された建設趣旨の一
部を次に抜粋する４）。

吾等の郷里旧仙台藩方面からは札幌農学校時代より笈を当地に負ふ青年が多いのであ

りますが、近年殊に著しく其数を増加し、現に北海道帝国大学に在学するもの年々四

十名乃至五十名に達する盛況を呈して居ります。而して吾等は之等青年学生を収容す

べき完全なる寄宿舎の設けなきは実に吾等同郷人の恥辱にして又後進子弟を遇すべき

道でないと思ひます。於此乎吾等同郷人相計り札幌に之等青年学生を収容すべき一大

寄宿舎の建設を計画することになりましたが、茲に最も吾等の難関とするは今差当り

纏まれる財源のないことであります。そこで止むなく各県団体の此種計画に取れる例

に倣って此費用を全部同情者の寄付に俟つことにしたのであります。

以上の趣旨により、学生会館建設は、１９２３（大正１２）年５月、

貞山公（伊達正宗公）祭典に於いて、半澤洵、平塚直治（札幌

農学校第１４期生、帝国製麻株式会社取締役札幌支店長）、佐々

木啓七（北海道庁地方統計主事）、３氏によって発議された。

その後度々の発起人会、北海道帝大宮城県人会での報告、建設

委員会などを経て、事務所を半澤宅に置き、半澤建設委員長を

中心に北大関係者、札幌市、北海道各市町村の宮城県出身者等

に対し趣意書や訪問などによる募金を開始した。趣意書の発

送、会計などの事務は当時北大豫科生だった鈴鴨良治氏等、初

代寮生も協力した。

当初期待した東京の後藤新平氏、仙台育英会などの支援は得られず、１９２３（大正１２）年

７月から始められた半澤先生の宮城県、北海道市町村の行脚などによる募金は、その後の

９月１日の関東大震災にひきつづく不況の中で苦労の多いものとなった。翌１９２４（大正１３）

年３月には社団法人仙台学生会館の設立を文部省に申請すると共に宮城県に対し県費によ

る補助を申請したが支援は得られなかった。

仙台学生会館の落成、仙台学寮と命名、開寮

１９２５（大正１４）年６月、寄付金が募集目標額３万円の半額程度となり、銀行より不足金

を借入し、建設を進めることとし、北海道帝国大学から北７条西１２丁目の同大学所有宅地

図１ 半澤洵
（仙台学寮資料№００４１１）
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図２ 仙台学寮（１９２５年）
（仙台学寮資料№００４２６）

図３ 仙台学寮開寮式（１９２５年）
（仙台学寮資料№００４２６）

６７２坪を借地した。当時、付近は、宮部、半澤、坂村、山根宅など、北大教授の邸宅が多

く、また秋田、長野、和歌山各県の学生寄宿舎があるなど学寮として適地であった。設計

を田中豊太郎に、建設を伊藤組（伊藤亀太郎）に依頼、工事が開始され、８月に上棟式を

済ませ、１０月３１日、木造二階建、総建坪１６０．５４坪（１階５９．６６坪、２階５８．６６坪、平屋部分

４２．１３坪）の赤い屋根、白い窓枠の洋風で瀟洒な学寮が完成した。総経費は３万円であっ

た。半澤先生は、命名を仙台藩ゆかりの高橋是清氏５）に依頼、同氏により�仙台学寮�
と命名された。

１１月２９日の開寮式には当時の北大総長佐藤昌介氏をはじめ、宮部金吾教授、南鷹次郎農

学部長他、北大教授、当時すでに存在した学寮の代表者、同郷人等多数が出席し、新しい

学寮の誕生を祝った。

新学寮は、北大寄宿舎恵迪寮、当時、既設の県人寮であった北盟寮（秋田）、荘内寮（山

形）、尚志寮（長野）、第三進修学舎（和歌山）に次ぐものであった。

寮は、六畳の個室２４室、図書室、集会室、食堂、台所、炊夫室、浴室、物置よりなって

いたが、開寮当時は予算の関係で暖房設備がなく、火鉢で暖をとり、翌年はじめてスチー

ム暖房が通ったと記録されている。初代入寮生は２０名（大学生５名、豫科生９名、水産専

門部生２名、林学実科、農学実科、土木専門部生各１名）で、半澤先生は学寮長として以

後長い間寮生の相談相手を務め、寮の運営に力を注いだ。初代寮委員長、農学部３年松川

五郎氏による毛筆書きの詳細な寮日記には、初代入寮生は北大青葉会会員（北大宮城県同

窓者）から募集し、２０人は未だ内部が未完成の１０月３１日入寮したとある。松川委員長によ

る�仙台学寮日誌�の冒頭の一部を抜粋する６）。

実に吾が仙台学寮は美しい愛郷心の結晶であり、この寮に起居して学業に親しむこと

の出来る吾等には、此熱烈なる愛郷心にはぐくまれるとき言ひしれぬ感激と幸福とを

感ぜずには居られないのである。吾等は常に同郷人各位のこの美しい御心にそって各

自の修養と吾寮の健全なる発達に努力すべきである。
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翌年春には、寮生の手によって、学寮前庭にローンの造成、おんこ（一位）の植樹、裏

にテニスコートが造られた。以後、仙台学寮は、１９７０（昭和４５）年の委員長制廃止まで自

治寮として寮生の選挙によって選ばれた委員長と委員によって運営された。半澤洵寮長は

ご一家をあげて献身的に寮生の面倒を見られ、新寮の円滑なスタートに尽力された。

財団法人の設立

寄付金募集、学寮事業の母体となる財団設立については、改めて１９２６（大正１５）年６月

文部省に財団法人仙台学寮の設立を申請し、８月文部大臣によって認可され、半澤洵教授

を理事長とする財団が発足し、資金募集ならびに学寮運営に対する体制が整った。建設資

金造成については、開寮９年後の１９３３（昭和８）年の報告書に、１０月開催の評議員会で報

告、承認された寄付金総額が２万７千円余と記され、なお２万円余りの借入金があり、関

東大震災にはじまる１９２７（昭和２）年の金融恐慌の時代と不運にも重なったこの時代の資

金集めに、半澤理事長ならびに関係者が苦労したことがうかがえる。

寮生の生活

開寮当時の寮生の生活については、翌年１月中旬に初の寮生大会、３月には、３名の第

一回卒業生の送別を兼ねて第二回の寮生大会が開催され寮則、寮内規を決定した。開寮の

翌年、寮生の文芸誌である�峠�が刊行された。２月の委員長、委員の改選、３月の卒業
生送別会、４月の新寮生歓迎会、１０月末～１１月初めの開寮記念祭７）、�峠�の発行８）等が

例年の寮の公式行事であった。この頃、人類学者、長谷部言人東北帝国大学教授、後に第

二高等学校校長となった阿刀田令造教授が訪寮している。

当時の寮の運営、行事、出来事、感想などを記録した毛筆書きの歴代委員長日誌は、大

正末期から戦後まで、当時の寮生の気質、生活などがうかがえる貴重な記録である。

１９３０（昭和５）年北大に理学部が開学し、初代教授として東北帝国大学から赴任した杉

野目晴貞氏は、財団の評議員、その後理事として半澤寮長を強力に補佐することとなった。

開寮１１年後には、再び改修が必要となった。１９３７（昭和１２）年には、資金造成のため、

映画会などによる資金集めや、杉野目教授の肝煎りで村田丹下氏など郷土出身画家の協力

を仰いで書画展を開催、売上金を寮の維持管理資金とするなどの努力が重ねられた。

寮生により、１９３１（昭和６）年には仙台学寮寮歌、１９３８（昭和１３）年には１５周年記念寮

歌�黄金花咲く�も作詞、作曲された。
１９３６（昭和１１）年度には、寮生相互の親睦、知識の交換を目的とし、年７回程度を目標

とし�一位会�が発足した。第一回の一位会は、翌１９３７（昭和１２）年２月寮生２名の話の
他、元北大豫科主事青葉万六氏を招いた。その後講師として、鈴木限三豫科教授、後の豫

科長宇野親美氏、東宝映画の山本薩夫監督、池田海軍人事部長などの方々、訪問者の中に
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一力次郎河北新報社長や田中館愛橘教授ご養子秀三氏（元農科大学助教授）のローマ字の

署名などもある。また１９４０（昭和１５）年１０月には詩人土井晩翆氏が旧制二高時代の教え子

であった杉野目教授の案内で寮を訪れ講話をされている。さらに１９４３（昭和１８）年にはご

子息（小宮書之介元明大教授）が寮生だった評論家小宮豊隆氏が講話に訪れた。

太平洋戦争開戦と戦時下の寮

１９４１（昭和１６）年１２月８日日米開戦、平穏な寮生活にも徐々

に戦争の影が及びはじめた。１９４２（昭和１７）年には入営する

寮生も出た。１９４３（昭和１８）年１１月２３日には開寮２０周年記念

祭で彫刻家加藤顕清（１９６２年来寮）の文展出品作品である半

澤洵寮長の胸像除幕式が行われた。このブロンズ像は戦争末

期、杉野目晴貞教授の骨折りでいわゆる“供出”を免れ、戦後

の１９５３（昭和２８）年台座が完成、１１月２日の開寮３０周年記念

祭で胸像台完成記念式が行われた。その後ブロンズ像は新寮

を経て新新寮�青葉学生ハイツ�の理事室に置かれていたが、
閉寮に伴い半澤家にお渡しした９）。

１９４４（昭和１９）年、寮生の生活に、寮敷地のテニスコート

やローンを畑にする作業から、防空訓練、軍事教練、企業や

飛行場での勤労作業などが加わった。

敗戦と戦後の寮

１９４５（昭和２０）年８月１５日敗戦。９月になると寮生は全員帰省し、寮は空家となったが、

１０月には帰寮した。悪化する食糧事情は寮生の健康にも影響を与え、結核などで亡くなる

寮生もでた。今日では想像できない戦後の食糧難や、変化する社会、経済情勢、寮の老朽

化など、寮にとり苦難の時代であったが、１１月の寮祭は休まず続けられた。１９５１（昭和２６）

年頃、財団理事者は、学寮の宮城県による県営化を打診したが不首尾に終った。

１９５２（昭和２７）年になり寮の敷地が北大の所有から大蔵省に所管換となり、同時に借地

が２２．５パーセント削減され、５２０．８坪になるという予期しなかった出来事が起こった。財

団は北海道財務局と新たに国と住宅敷地の普通財産貸付契約を結び、国に住宅敷地の貸付

料を納付することになった。１９５５（昭和３０）年度約２９，０００円だった借地料は、地価の上昇

で１９６５（昭和４０）年度には約６３，０００円と２．２倍になった。

この寮敷地の国への所管換は、仙台学寮の将来にとり重大な岐路となる事件であった。

借地料の増大は、寮の運営に次第に重圧となった。さらに寮は老朽化が著しかったが、補

修や維持管理のための資金の積立はなかった。

図４ 半澤洵胸像

（２００７年６月撮影）
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寮の改築――新寮――

寮生は、１９６２（昭和３７）年２月、半澤寮長の賛同を得て、理事の杉野目晴貞北大学長に

開寮４０周年の記念事業としての寮の改築を要請した。杉野目晴貞理事は、理学部長から１９５４

（昭和２９）年１０月北大第七代学長に就任し、当時２期目を務めていて、北大の拡張、充実

に多忙を極めていたが、寮生の要請を受諾した。

１９６４（昭和３９）年１１月、寮創立４０周年記念式が半澤寮長をはじめ２５名の寮生ならびに北

大、宮城県関係者約６０名が出席して盛大に開催され、新寮建設の鍬入れ式も行われた。そ

の後の北大クラーク会館で行われた祝賀会において杉野目晴貞学長を会長とする寮改築期

成会が発足し、終って寮生により４０周年記念事業として同窓生名簿ならびに４０年史が刊行

された。財団は、翌１９６５（昭和４０）年５月と７月の役員会で老朽した寮を取り壊して新寮

を建設する計画と予算を承認、７月に北大施設部の設計による新寮が（株）戸田建設により

着工された。

年末の１２月２０日には鉄筋コンクリート三階

建、総建坪１８４．０４１坪（１階６４．４９３坪、２階、

３階各５５．０５５坪）の新寮が竣工した。翌年の

１月２３日の落成式には、当時８６歳であった半

澤寮長、初代寮委員長松川五郎氏、当時宮城

県農地林務部長を務めていた旧寮生大立目謙

誼氏（知事代理）など関係者が出席、元広北

大施設部代表から経過報告があり、元広施設

部代表、杉野目学長の要請で建設費２５００万円

の中核となる１８００万円という多額の資金を拠出された当時の理事、（株）金市館社長加藤良

雄氏と元広氏に感謝状が贈呈された。落成した新寮は、３０人の寮生を収容することができ

温水暖房を備え、当時東北、北海道を通じ、随一の設備を備えた学生寮であった。改築資

金の募金は必ずしも容易に推移しなかった。期成会には１９６９（昭和４４）年９月の決算まで

に、施工者の戸田建設からの２２０万円を含め、２６７７万円の浄財が寄せられた。

新寮の完成した年の７月、（財）仙台学寮が旧文部省から北海道教育委員会の所管に移っ

た。

不運なことに、新寮完成数年を経て、北大でもいわゆる大学紛争が激化、１９６９（昭和４４）

年５月２０日の革マル派学生による大学本部封鎖でピークに達した。大学紛争の嵐が吹き荒

れていた時代、新築された寮がどのように管理、運営されていたかについては、新寮時代

の委員長日誌や運営記録がほとんど残されていないので明らかではない。大学のキャンパ

スにおける学生生活が正常とはほど遠かったこの時代、寮生の気質、生活が寮の管理、運

営に影響を与えなかったとは考えにくい。実際、自治寮として運営されてきた仙台学寮が

１９７０（昭和４５）年、委員長制を廃止したことは、寮生の気質の変化と無関係ではなかった

図５ 仙台学寮新寮（１９６６年）
（仙台学寮資料№００３９８）
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と考えられる。

１９７４（昭和４９）年１１月の寮創立５０周年記念式典を待たず、１９７２（昭和４７）年４月には杉

野目晴貞理事、９月には半澤洵理事長が相次いで死去した。さらに１９７９（昭和５４）年１２月

には新寮建設に多大の貢献をされた前理事の加藤良雄氏が亡くなった。寮は財団と寮運営

を支えてきた有力者を相次いで失い、さらに維持、管理の資金も乏しく、運営の困難が増

大した。

以上のように、新寮建設１０年にして大学紛争の寮生気質への波及、維持管理費の不足な

どにより新寮の管理は悪化し、さらに日本経済の急成長が寮の運営に大きな影響を及ぼす

事となった。

１９６５（昭和４０）年頃から、日本の高度経済成長により地価は六大都市で年平均１４％余の

上昇を続けた。仙台学寮の敷地の地価上昇に伴い、国からの借地料は、１９７５（昭和５０）年

度に約５０万円であったものが、１９７９（昭和５４）年度には約１００万円となった。年平均１０％

近い借地料の上昇は、寮の運営、ひいては寮生の生活を直撃した。

寮の移転と新新寮“青葉学生ハイツ”の建設

残された資料によると、寮生は土地委員会をつくり、当時財団評議員であった熊野雄幸

氏を相談相手に対策を協議した。１９８０（昭和５５）年８月当時、考えられた案は、借地権の

ついた寮敷地を国から購入し、寮の所有とした後、売却して造成した資金で新たに土地を

購入して新新寮を建設する構想で、この案は１０月寮生大会に提示され、賛同を得た。

１９８０（昭和５５）年１２月、財団理事長を半澤

道郎北大名誉教授が継ぎ、実務を熊野氏が受

け持ち、銀行からの借入金による国からの敷

地の取得、敷地、建物の売却を進め、札幌市

西区琴似４条２丁目に６４９．２０平方米の用地を

購入した。４月設計を（株）画工房に依頼、６

月建築を（株）丸増に発注、新新寮は１９８１（昭

和５６）年９月１４日、竣工した。�青葉学生ハ
イツ�と命名された新新寮はＪＲ琴似駅から
徒歩５分、地下鉄琴似駅から徒歩１０分に位置

し、木・鉄筋コンクリート造、二階建で総建坪１５３．１８坪（１階９１．７０坪、２階５７．５１坪、地

下４．９７坪）、洋式個室２２、和室個室１、台所、食堂、理事室、管理人室から成っていた。

こうして、甚だ残念なことに、多数の人々からの寄金と協力によって建設された鉄筋コ

ンクリート造り三階建の新寮も、築１５年で取り壊される運命となった。しかし、この頃か

ら始まり１９９０（平成２）年ピークに達した日本の土地バブル、地価上昇に伴った借地料の

高騰を考えると熊野案はやむを得なかったと考えられる。

図６ 仙台学寮新新寮（青葉学生ハイツ）
（仙台学寮資料№００４３０）
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寮生は、８月２８日新寮のホールで惜別の会を催した後、９月１５日新新寮へ移転した。既

に、寮運営において、委員長制を廃止していたが、新新寮（青葉学生ハイツ）では自治制

を廃止し、理事長による運営形態とし、熊野理事が実務を担当した。財団は、半澤道郎理

事長に代り、１９９３（平成５）年、第十一代北大学長を勤めた今村成和氏が理事長に就任し

たが、１９９６（平成８）年健康を害し、熊野理事が代って理事長となった。

このように学寮は１９２５（大正１４）年開寮以来、時代の変遷を経て、社会情勢の変化によ

りいわば学生アパート形式に変わり、熊野理事長が入寮者の募集等の困難に直面しながら

も運営を続けた。しかし、不幸にして病に倒れ、１９９９（平成１１）年５月死去、学寮事業を

休止せざるを得なくなった。

エピローグ

財団は、理事により善後策を協議し、財団ならびに学寮事業の将来につき慎重審議、理

事長代行を選び、２００２（平成１４）年１月新理事を選任し、新理事長に島津誠二（旧寮生）

を互選した後、新評議員を選任した。財団は、島津宏興弁護士に法律面の助言、協力を得

つつ、青葉学生ハイツの閉鎖を決め、あらゆる角度から学寮事業の将来について検討した

結果、すでに財団の目的は十分に達成され使命を果たしており、今後予想される社会、経

済状況を考慮し、財団の解散が決定された。２００４（平成１６）年３月、北海道教育委員会に

財団の解散を申請し、同年３月３１日認可され、創設より８０年、半澤理事長兼寮長をはじめ

北海道大学、宮城県を初めとする多数の関係者の多大な尽力により５００名を超える北大に

学ぶ春秋に富んだ学徒に宿舎を提供し支援してきた仙台学寮は使命を果して幕を閉じた。

［注］

１） 戦前、前後を通じ、札幌市にあったまたは現在もある仙台学寮以外の北大生のための県人寮は次の

８つである。

・（山形）荘内寮（１９０７年�札幌荘内館�―１９６９年�財団法人札幌荘内寮�、現在に至る。）
・長野北海尚志舎（１９１０年―１９８０年）

・和歌山県人会寮（１９２１年�南葵育英会・第三進修学舎�―１９３４年�和歌山県人会寮�―１９５１年北
海道大学に寄付。進修学寮として１９８３年まで存続）

・秋田北盟寮（１９２３年―１９９８年）

・（岩手）（１９２７年�厳鷲寮�―１９９９年�財団法人佐藤・新渡戸記念寮�、現在に至る。）
・米沢有為会・札幌興譲館（１９３０年―１９８７年）

・福島学寮（１９３２年�会津学寮�―１９５２年�福島学寮�―１９８０年�財団法人福島学寮�、現在に至る。）
・新潟県人会寮（１９３３年―１９４９年北海道大学に寄付。�北学寮�として１９８３年まで存続。）

２） �財団法人仙台学寮１９２４―２００４�２００４年１１月１日発行。
３） 札幌農学校新校舎建設の２年後の１９０５（明治３８年）年、新寄宿舎が建設されたが（２年後恵廸寮と

命名）、若手教師が寄宿舎係として舎内に居住し、学生たちの指導や相談にのった。半澤洵先生は初

代寄宿舎係を務め、以後森本厚吉、ついで有島武郎に引き継がれた（�北大百年史�部局史（ぎょう
せい、１９８０年、１４１１頁）、�北大百年史�通説（ぎょうせい、１９８２年、２０２頁）を参照）。
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４） �仙台学生会館建設事業報告書（第一）�自 大 正 十 二 年 七 月 一 日
至大正十三年十二月三十一日、１９２５年、２～３頁（仙台学寮関係資

料 No．００００１）。漢字の旧字体は常用の新字に改めた。

５） 江戸に生まれ、仙台藩、高橋是忠の養子となり、日銀総裁、蔵相（３回）、首相、農商務相等を務

めた。

６） �仙台学寮日誌�（仙台学寮関係資料 No．０００３９）。

７） 寮祭は新寮時代まで毎年休まず続けられた。委員長日記の中に１９４０（昭和１５）年寮祭出席者として

杉野目晴貞と共に筆者（当時１０歳）と弟の名前が記録されていた（仙台学寮関係資料 No．０００４２）。筆

者は仙台学寮に関わった２０００（平成１２）年の実は６０年前から御縁があったことになる。

８） �峠�と題する寮誌は、開寮後間もなく企画され、編集は寮の文芸部委員が担当したと記録されて
いる。第１号から太平洋戦争終了前まで約２０年間、かなり定期的に発行されたようで、いずれも寮生

が原稿用紙に記した投稿原稿をそのまま製本し、寮生間で回覧した。いずれも内容は、随想、詩、研

究、紀行、創作よりなり、当時の寮生の生活や考えがうかがわれ、興味深い。戦後は、１９５０（昭和２５）

年、寮生１８名の手書き投稿原稿を製本した復刊第１号が製作され、１９５６（昭和３１）年からはプリント

した雑誌として発行され、新新寮（青葉学生ハイツ）に移転後の１９８６（昭和６１）年１２月発行が最終号

と思われる。

９）２００７（平成１９）年５月３０日、この胸像は台座とともに、半澤家から北海道大学に寄贈された。現在、

胸像は北海道大学遠友学舎に飾られている（�半澤洵胸像を受贈、遠友学舎に設置��北大時報�第６３９
号、２００７年６月、２３頁を参照）。

（すぎのめ ひろし／北海道大学名誉教授）
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