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＜ 記 録 ＞

大学文書館業務記録（２００８年１月～１２月）

１．公文書等大学所蔵資料の整理業務

�１ 公文書の調査・移管・選別

①北方生物圏フィールド科学センター農場文書

移管：２００６年６月／仮目録：２００８年８月（２，３３９点）／選別：２００８年実施中

②農学部庶務係文書

移管：２００６年１１月／仮目録：２００８年８月（約１，８００点）／選別：２００８年実施中

③環境科学事務部文書

移管：２００７年８月／仮目録：２００８年８月（１１７点）

④中村睦男総長室文書

移管：２００７年４，５月／仮目録：２００８年７月／選別：２００８年７月（全保存９６点）

⑤企画部情報企画課文書

移管：２００７年８月／仮目録：２００８年８月（７０３点）

⑥施設部管理課文書

移管：２００７年９月／仮目録：作成中

⑦医学部事務部文書

移管：２００７年１０月／仮目録：２００８年８月（６３点）

⑧櫻井恒太郎医学研究科教授研究室文書

移管：２００８年３月／仮目録：２００８年４月（２２５点）／選別：２００８年４月（全保存２２５点）

⑨丹保憲仁総長保管文書

移管：２００８年４月／仮目録：２００８年４月（１０５点）／選別：２００８年４月（全保存１０５点）

⑩企画部廃棄文書

調査：２００８年６月企画部より文書廃棄の連絡

⑪財務部調達課廃棄文書

調査：２００８年９月財務部調達課より文書廃棄の連絡

⑫医学部事務部文書

調査：２００８年１０月文書廃棄予定簿を検討／移管：２００８年１０月（６箱）／仮目録：２００８

年１０月（４５点）

⑬文学部事務部文書

移管：２００８年１２月（１０２箱）／仮目録：作成中

�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について
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は、２００７年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。

①堀健夫関係資料（１０箱）

理学部教授を務め、湯川秀樹・朝永振一郎らとも親交の深かった堀健夫の研究資料・

書簡・日記等。杉山滋郎理学研究院教授を介して堀健夫のご遺族から寄贈いただいた。

②札幌農学校簿書（約１，０００点）

前身校である開拓使仮学校（１８７２年開設）から、札幌農学校が帝国大学に昇格する１９０７

年までの公文書群。１９２６年、創基５０周年を機に附属図書館において、整理を行ない所蔵

してきた。

③札幌農学校成績表・入学証書ファイル

開拓使仮学校以来の学生・生徒の成績表と入学関係書類。札幌農学校簿書と同様の経

緯で所蔵してきたと思われる。

④西田藤次関係資料（３箱）

ご遺族から寄贈いただいた札幌農学校第１７期生西田藤次の受講ノート５２点・写真・日

記等。晩年に県立熊本医科大学に在学した際の受講ノートも含む。

⑤逢坂信�関係資料（１８０点）
東北帝国大学農科大学卒業生逢坂信�の受講ノート・執筆原稿・書簡等。

⑥戦時期思想取締関係資料

⑦法文学部創設関係資料

⑧文学部藤井事件関係資料

⑨学生・生徒受講ノート等（約２００点）

札幌農学校・東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学を卒業した佐藤昌介・宮部金

吾・南鷹次郎・新渡戸稲造・廣井勇・岩�行親・齋藤祥三郎・赤壁二郎・伊吹鎗造・橋
本左五郎・湯地定彦・湯地定治・星野勇三・半澤洵・根岸元吉・樋口櫻五・木原均・東

隆・高倉新一郎の在学時代の受講ノート（原本・複製）等。

�３ 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建築写真、平面図、歴代教授の写真、半澤洵米

寿記念録音、半澤洵のパストゥール研究所留学記念写真、肖像画、講座関係書類１箱。

�４ 事務局保管資料の移管

財務部経理課より南鷹次郎第２代総長・今裕第４代総長の扁額各１点を移管。総務部広

報課より創基百年記念関係資料１２点を移管。

�５ 総合博物館所蔵川嶋一郎関係資料の移管

総合博物館より川嶋一郎（札幌農学校第２３期生）関係資料３６点の移管を受けた。当資料

は、川嶋一郎子息の川嶋昭二氏が２００４年に総合博物館へ寄贈した受講ノート・写真・蔵書

等である。川嶋昭二氏にはこれまで、１９７６年農学部畜産学科へ畜産学関係受講ノート（２００７

年１０月大学文書館へ移管）を、２００７年以降大学文書館へ日記・写真等の川嶋一郎関係資料
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を寄贈いただいた。この度、総合博物館の協力により、北海道大学が受贈した川嶋一郎関

係資料を一群の資料として大学文書館において整理・保存することになった。

２．資料収集業務

�１ J. C. カッター（札幌農学校外国人教師）関係資料１点

寄贈者：清水譲氏（薬学部１期生）・清水宏子氏（法学部１４期生）

受贈日：１１月２５日／受贈資料：J. C. カッター生理学書１点。同資料は�Comprehen-

sive anatomy, physiology, and hygiene�（生理学・解剖学・衛生学汎論、１８８５年）の
刷見本の製本版、実母ユーニス（Eunice Power Cutter）による署名がある。

�２ 佐藤昌介（札幌農学校第１期生、初代総長）・佐藤昌彦（元農学部講師）関係資料

寄贈者：佐藤カツミ氏・佐藤ユリ氏

受贈日：５月２１日／受贈資料：複製写真１３３点（佐藤昌介家アルバム写真）

�３ 佐藤昌介関係資料

①寄贈者：斎藤宣子氏（札幌農学校第１期生内田瀞ご玄孫）

受贈日：５月２９日／受贈資料：佐藤昌介毛筆書１点（１９２８年、内田瀞に贈呈）

②寄贈者：越山澄子氏（中島九郎ご息女）

受贈日：７月１０日／受贈資料：佐藤昌介直筆原稿１点、佐藤昌介名刺１点、中島九

郎宛佐藤昌介書簡１点

�４ 新渡戸稲造（札幌農学校第２期生）関係資料

寄贈者：田頭和以氏（第１２代函館駅長佐々木正之ご孫女）

受贈日：７月４日／受贈資料：新渡戸稲造毛筆書１点（１９３１年、佐々木正之に贈呈）

�５ 高岡熊雄（札幌農学校第１３期生、第３代総長）関係資料

寄贈者：高岡治子氏（高岡英夫氏夫人）

受贈日：１２月２６日／受贈資料：１点（高岡家系略図）

�６ 川嶋一郎（札幌農学校第２３期生）関係資料

寄贈者：川嶋昭二氏（川嶋一郎ご子息）

受贈日：６月１６日／受贈資料：複製写真１４点、日記２点（１８９９年・１９０７年）

�７ 新島善直（札幌農学校教授）関係資料

寄贈者：溝口百合子氏（理学部１９４６年卒業）

受贈日：５月１９日／受贈資料：札幌農学校森林科第１期卒業写真１点

�８ 伊藤誠哉（東北帝国大学農科大学１９０８年卒業、第４代総長）関係資料

寄贈者：四方英四郎氏（名誉教授）

受贈日：７月２８日／受贈資料：伊藤誠哉式辞原稿３点（８３～９９頁参照）

�９ 中島九郎（東北帝国大学農科大学１９１０年卒業、農学部名誉教授）関係資料

寄贈者：越山澄子氏（中島九郎ご息女）

①受贈日：４月７日／受贈資料：中島九郎書簡（絵葉書）複製２２１点（中島益子宛１４４
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点、中島澄子宛７７点）

②受贈日：７月１０日／受贈資料：中島九郎宛川江秀夫書簡１点

③受贈日：７月２３日／受贈資料：中島九郎旧蔵資料１箱（樺太関係写真１６点、手帳３

点、書簡２２点、中島九郎直筆原稿２点、賞状３点、通知文書５点、新聞スクラップ

１点、第４総長今裕直筆序文原稿１点など）

④受贈日：８月２５日／受贈資料：中島九郎旧蔵洋書１点

�１０ 平塚直治（札幌農学校第１４期生）・平塚直秀（農学部１９２６年卒業）関係資料

寄贈者：高岡治子氏（平塚直治ご息女）

受贈日：１２月２６日／受贈資料：刊行物２点（北海道庁拓殖部編�北海道移住案内 第

二十六�等）
�１１ 板倉忠三（工学部１９３２年卒業、名誉教授）関係資料

寄贈者：板倉忠興氏（板倉忠三ご子息、名誉教授）

受贈日：９月２日／受贈資料：１９２６～４８年代入学・在学資料など１１点（受験者証票、

教官辞令・叙任証等）

�１２ 川嶋昭二（理学部１９５２卒業）関係資料

寄贈者：川嶋昭二氏

受贈日：９月２２日／受贈資料：１９４０～５０年代入学・在学関係資料１０点（予科理類合格

予定通知書、理学部植物学科進入許可書、大学院研究奨学生入学許可書など）

�１３ 予科・文武会関係資料

寄贈者：宍戸昌夫氏（医学部１９４２年卒業）

①受贈日：１月３日／受贈資料：文武会新聞部関係資料２点

②受贈日：２月２７日／受贈資料：新渡戸稲造１９３１年講演写真など３点

③受贈日：１１月７日／受贈資料：予科櫻星徽章３点（複製２点含む）・帽子リボン１点

④受贈日：１１月２５日／受贈資料：文武会新聞部懇親会写真１点

�１４ 同窓会・寮関係資料

寄贈者：大庭幸生氏（文学部１９５７年卒業）

受贈日：１０月３日／受贈資料：同窓会・寮関係雑誌１箱（月寒学寮・恵迪寮・文学部

同窓会）

�１５ 北大紛争関係資料

寄贈者：石川栄一氏（元職員）

受贈日：４月３日／受贈資料：１９６９～７０年北大紛争映像資料２点

このほかに、複写等のために提供を受けた文書・写真の資料、大学沿革史関係の図書・

雑誌等が多数ある。
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３．研究調査業務

�１ 北海道大学史研究会

第３回研究会を、２００８年２月２１日、附属図書館大会議室で開催した（参加者３３名）。�開
拓使仮学校を考える――札幌農学校開校への試行錯誤――�をテーマに、井上高聡（大
学文書館助教）が�開拓使仮学校の設立経緯�、池上重康工学研究科助教（大学文書館兼
務教員）が�北大誕生の地を探る――東京芝増上寺方丈と開拓使仮学校――�と題して
報告を行ない、井上勝生文学研究科教授（大学文書館副館長）がコメントした。井上報告

は、開拓使の北海道�開拓�政策との関わりから、開拓使仮学校の設立・改組の過程と、
附属組織の女学校・医学校・�北海道土人教育所�の概要を紹介した。池上報告は、開拓
使仮学校が置かれた東京の増上寺方丈の建物図面、当時の周辺地図、現在地との比較など

から教育施設として特徴を検討した。井上副館長からは、黒田清隆（開拓次官）の対アイ

ヌ民族認識等に関するコメントがあり、参加者からは女学校の評価について論点の提示が

あった。

第４回研究会を、２００８年５月２９日、附属図書館大会議室で開催した（参加者４９名）。当

日は、札幌農学校第１期生内田瀞のご曾孫斎藤宣子氏、斎藤修氏（一橋大学附属図書館長）

御夫妻も出席された。逸見勝亮（大学文書館長）が�佐藤昌介の米国留学と�米国通信�
（�大東日報�）�と題して報告し、大櫃敬史教育学研究院准教授（大学文書館兼務教員）
が�佐藤昌介の米国留学と本格的な農学研究への系統�と題してコメントした。逸見報告
は、佐藤の回想、札幌農学校の公文書、アメリカ留学中の佐藤が新聞�大東日報�に掲載
した�米国通信�などの資料を重ね合わせ、佐藤が農商務省の職を辞して私費で留学した
経緯、留学途上で見聞した事物・事柄とその時代背景を検討した。大櫃准教授のコメント

は、アメリカ留学中に農事実習を行なったホートン農場や、在籍したジョンズ・ホプキン

ス大学における履修記録などから、佐藤の農学研究姿勢を描き出した。

�２ 研究調査

①札幌農学校生徒の学業史に関する研究調査

［１］川嶋一郎日記に関する資料調査・日記翻刻

２００８年度財団法人北海道大学クラーク記念財団新渡戸稲造研究助成の交付を受け、�２０
世紀初頭札幌農学校生徒の生活――第２３期生川嶋一郎日記を中心として――�の研究
を進めた。川嶋昭二氏・川嶋貞子氏・菅原孝平氏にご協力いただき、川嶋一郎（札幌農

学校第２３期生）に関する聴き取り調査及び資料調査を行なった。資料調査は東北大学史

料館、二戸市立図書館、二戸市立二戸歴史民俗資料館、東京大学近代日本法政史料セン

ター明治新聞雑誌文庫、国立国会図書館において行ない、川嶋一郎日記〔�明治三十六
年日記�（１９０３年）、�明治三十七年日記�（１９０４年）、�鎌倉日記�（１８９９年）、�東北遊記�
（１９０２年７月）、�北海紀行�（１９０４年８月）〕の翻刻を進めた。
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［２］平塚直治・高岡直吉・高岡熊雄受講ノートに関する資料調査・ノート解読

２００７年度より引き続き、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�を進め、南鷹次郎講義�園芸学�（札幌農学校第１４期生
平塚直治受講ノート）の解読を行なった。西安信氏より借用した平塚直治の受講ノート

３９点については、２００８年３月、マイクロフィルム撮影・複製作成を完了した。１１月には

山口県文書館・津和野町郷土館に赴き、高岡直吉（札幌農学校第３期生）・高岡熊雄（同

第１３期生）兄弟に関する資料調査を行なった。

②北海道帝国大学理学部・農学部への女性の入学に関する研究調査

２００５年度より継続し、北海道帝国大学への女性の入学についての研究調査を行なっ

た。今年度も、［１］初代総長佐藤昌介関係については佐藤ユリ氏、［２］農学部選科入学に

関しては山西貞氏、［３］理学部入学に関しては中山久子氏・溝口百合子氏・唐澤隆三氏

にご協力いただき、資料調査及び聴き取り調査を行なった。資料調査には、国立国会図

書館、東北大学史料館にも赴いた。東北大学史料館では理学部創立委員会委員長・初代

理学部長眞島利行の�眞島利行日記�を調査した。

４．その他の業務

�１ 大学史講義

２００８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、池上重康、井上高聡、山本美穂子が講義を分担した。

�２ 展示

２００８年８月２５日、初代総長佐藤昌介（札幌農学校第１期生）のご曾孫 Akiko Keene（キー

ン・昭子）氏来学記念として、�佐藤昌介・川江秀夫展�を附属図書館中会議室において
特別開催した。Akiko Keene氏は、札幌農学校工学科第５期生の川江秀夫（後に秀雄）と

佐藤昌介の長女千代を祖父母にもち、川江夫妻の三女マリがご母堂にあたる。当日は、佐

藤昌介の愛弟子である中島九郎のご息女である越山澄子氏と、ご孫女の明子氏、文子氏を

お招きした。特別展示は、佐藤昌介展（Ⅰ．札幌農学校生徒、Ⅱ．アメリカ留学、Ⅲ．札幌

農学校教授、Ⅳ．札幌農学校運営、Ⅴ．日米交換教授、Ⅵ．補遺〔墨蹟〕）、川江秀夫展（Ⅰ．

札幌農学校入学、Ⅱ．札幌農学校在学、Ⅲ．補遺〔書状〕）と構成した。
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大学文書館業務日誌（２００８年１月～１２月）

１月３日 宍戸昌夫氏より、北海道帝国大学文武会新聞部関係資料２点を受贈

１月１７日 農学部分子生命科学分野研究室より、旧応用菌学講座関係資料１箱を受

け入れ

１月１０日 事務局総務部広報課より、�北大時報�バックナンバー所蔵について連
絡・相談を受ける

１月２８日 第２回大学文書館年報編集委員会（２００７年度）

１月２９日 櫻井恒太郎氏（医学研究科教授）より、北大紛争資料について連絡を受

ける

１月２９～３１日 ２００７年度公文書館実務担当者研究会議（国立公文書館主催）に出席（井

上）

２月６日 歯学部事務部より、移管文書について照会・相談を受ける（同日回答、

井上）

２月２１日 第３回北海道大学史研究会開催。�開拓使仮学校を考える――札幌農学
校への試行錯誤――�（報告：井上・池上、コメント：井上（勝））

２月２５日 附属図書館北方資料室より、堀健夫関係資料１０箱を受け入れ

２月２７日 宍戸昌夫氏より、新渡戸稲造１９３１年講演写真等３点を受贈

２月２９日 第２回大学文書館運営委員会（２００７年度）

３月７日 山田眞弓氏（名誉教授）より、理学部動物学科卒業写真等２点を借用

３月１０，１９日 櫻井恒太郎氏（医学研究科教授）より、文書２２５点を受け入れ

３月１９日 附属図書館北方資料室より、�北海道大学所蔵国有財産沿革�５点・旧
帝国大学一覧２６点を受け入れ

３月３１日 �北海道大学大学文書館年報�第３号を発行
４月３日 石川栄一氏（元職員）より、北大紛争映像資料２点を受贈

４月７日 越山澄子氏より、中島九郎絵葉書アルバム２冊を借用

４月９日 丹保憲仁氏（名誉教授・元総長）より、総長期文書１０５点を受け入れ

４月１１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 附属図書館北方資料室より、札幌農学校簿書約１，０００点を搬入

４月１４日 附属図書館北方資料室より、沿革資料（札幌農学校成績表ファイル、札

幌農学校入学証書ファイル、西田藤次関係資料、逢坂信�関係資料、受
講ノート群、戦時期思想取締関係資料、法文学部創設関係資料、文学部

藤井事件関係資料）を搬入

４月２８日 附属図書館北方資料室より、星野勇三受講ノート１点を搬入

４月２８日 総合博物館第５７回企画展示�ライマンと北海道の地質――北からの日
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本地質学の夜明け――�のため、札幌農学校簿書２点を貸出（～６月
１日）

５月１４日 経済学部地域経済資料室より、高岡熊雄関係資料１袋を受け入れ

５月１９日 溝口百合子氏より、札幌農学校森林科第１期卒業写真１点を受贈

５月１９～２２日 北海道帝国大学史関係資料について、佐藤ユリ氏・中山久子氏・鳥山明

子氏・溝口百合子氏より聴き取り調査。国立国会図書館において資料調

査（山本）

５月２１日 佐藤カツミ氏・ユリ氏より、佐藤昌介関係複製写真１３３点を受贈

５月２３日 定山渓中学校３年生６名が、安孫子和典担任、伊東芙美枝副担任の引率

のもと修学旅行事前学習のため来館、特別授業�佐藤昌介（１８５６～１９３９）
とは何者か�を実施（逸見）

５月２９日 第４回北海道大学史研究会開催。報告�佐藤昌介の米国留学と�米国通
信�（�大東日報�）�（逸見）、コメント�佐藤昌介の米国留学と本格的な
農学研究への傾倒�（大櫃）

５月２９日 斎藤宣子氏より、佐藤昌介墨蹟１点を受贈

６月１６日 川嶋昭二氏より、川嶋一郎（札幌農学校第２３期生）に関する聴き取り調

査。日記２点を受贈、写真１４点等を借用。（山本）

６月１８日 桜井謙介氏より、薬学部関係資料１点（�昭和３９年修士論文発表要旨�）
を受贈

６月２５日 事務局企画部より、廃棄予定文書について照会・連絡を受ける（回答、

井上）

７月４日 田頭和以氏より、新渡戸稲造墨蹟１点を受贈

７月１０日 越山澄子氏より、中島九郎宛書簡（川江秀夫、佐藤昌介）２点、佐藤昌

介直筆原稿１点等を受贈

７月１５日 附属図書館北方資料室より、１９４４～７９年の�職員録�２０点を受け入れ
７月２３日 越山澄子氏より、中島九郎関係資料１箱を受贈

７月２８日 四方英四郎氏（名誉教授）より、伊藤誠哉式辞原稿３点を受贈

７月３１日 事務局財務部経理課より、南鷹次郎・今裕扁額２点を受け入れ

８月２０日 北海道立文書館文書専門員石川淳氏が見学のため来館

８月２２日 全国樺太連盟理事工藤信彦氏が見学のため来館

８月２５日 越山澄子氏より中島九郎旧蔵洋書１点を受贈

８月２５日 Akiko Keene氏（佐藤昌介曾孫）来館を記念して、�佐藤昌介・川江秀
夫展�を特別開催。越山澄子氏、明子氏、文子氏を招待。

８月２９日 �北海道大学大学文書館年報�第４号公募論文エントリーを締切
８月３０～３１日 旧制高等学校記念館第１３回夏期教育セミナーに出席。３１日、�北海道帝

国大学における選科制度について�を発表（山本）
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９月１～３日 国立国会図書館において、川嶋一郎関係資料調査。１日、佐藤ユリ氏・

Akiko Keene氏より、佐藤昌介関係資料に関する聴き取り調査（山本）

９月２日 事務局財務部調達課より、法人文書管理簿の更新について照会・連絡を

受ける（同日回答、井上）

９月２日 板倉忠興氏（名誉教授）より、板倉忠三関係資料１１点を受贈

９月９～１１日 東北大学史料館、二戸市立図書館、二戸市立二戸歴史民俗資料館におい

て川嶋一郎関係資料調査。１０日、川嶋貞子氏・川嶋昭二氏より聴き取り

調査（山本）

９月２２日 川嶋昭二氏より、１９４０～５０年代における学生入学・在学関係資料１０点を

受贈

９月２４日 中央大学大学史編纂課中川壽之氏、横内美佐子氏が見学のため来館

９月３０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（１０月１

日廃棄予定文書簿を受領、同月６日保存候補文書６箱を受け入れ）

１０月２日 附属図書館北方資料室より、個人資料１箱を受け入れ

１０月３日 大庭幸生氏より、月寒学寮・恵迪寮・文学部同窓会関係資料１箱を受領

１０月６日 川嶋貞子氏より、川嶋泰作・明八・一郎関係アルバム１冊を借用

１０月９～１１日 全国大学史資料協議会２００８年度全国研究会�戦時下・占領下・米国統治
下における大学資料�（於：琉球大学・沖縄県公文書館）に出席（山本）

１０月１４日 事務局総務部広報課より、創基百年記念品・冊子等１２点を受け入れ

１０月１６日 第１回大学文書館運営委員会、第１回年報編集委員会（２００８年度）

１１月１日 井上勝生氏（名誉教授・前副館長）、大学文書館研究員に就任

１１月４～６日 国立国会図書館・東京大学近代日本法政史料センター明治新聞雑誌文庫

において、川嶋一郎関係資料調査（山本）

１１月７日 宍戸昌夫氏より、予科櫻星徽章３点（複製２点含む）・帽子リボン１点

を受贈

１１月１１～１５日 山口県文書館・津和野町郷土館において、高岡直吉・高岡熊雄関係資料

調査（井上）

１１月１８日 総合博物館より、川嶋一郎関係資料３６点を移管

１１月１８日 総合博物館へ、石貨１点、レベル２点を移管

１１月２１日 第二農場において、農具プリント・乾板調査（井上、池上）

１１月２１日 農学部図書室において、札幌農学校・東北帝国大学農科大学・北海道帝

国大学期卒業論文調査（山本）

１１月２５日 清水譲氏・宏子氏より、J. C. カッター関係資料１点を受贈

１１月２５日 宍戸昌夫氏より、文武会新聞部懇親会写真１点を受贈

１２月１日 国立公文書館公文書専門官梅原康嗣氏、北海道立文書館文書専門員石川

淳氏が見学のため来館
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１２月３日 附属図書館北方資料室より、�北海道大学所蔵国有財産沿革（増補）�１１
点を受け入れ

１２月１７日 文学部事務部より、文書１０２箱を受け入れ

１２月２６日 高岡治子氏より、高岡熊雄・平塚直治・平塚直秀関係資料３点を受贈

大学文書館利用状況（２００８年１月～１２月）

�１ 参考調査 １９３件

�２ 閲覧 １６２名（閲覧日数１０１日、水・木曜日）

�３ 出版掲載利用（放映含む） ９件

�４ 展示利用 ３件

�５ 見学・視察等 ２７件（７８名）

大学文書館業務日誌・利用状況（２００８年１月～１２月）
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大学文書館構成（２００８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．～２００８．３．３１．

白木沢旭児（文学研究科教授） ２００８．４．１．～

◇運営委員会

委 員 長 逸見 勝亮（大学文書館館長） ２００５．５．１．～

委 員 白木沢旭児（大学文書館副館長） ２００８．４．１．～

櫻井恒太郎（医学研究科教授） ２００５．５．１．～２００８．３．３１．

寺沢 浩一（医学研究科教授） ２００８．４．１．～

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．～

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．～２００８．３．３１．

権 錫永（文学研究科教授） ２００８．４．１．～

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．～

池上 重康（工学研究科助教） ２００７．４．１．～

◇研 究 員 井上 勝生（名誉教授） ２００８．１１．１．～

◇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） ２００６．４．１．～

◇技術補助員 遠藤 真貴 ２００８．１．１５．～１２．２５．

許 晨 ２００８．１．１８．～７．２８．

尾形 佳奈 ２００８．８．２５．～８．２９．

金 榮美 ２００８．８．１８．～８．２２．

宮内 彩希 ２００８．１０．１５．～１２．１０．

◇事務 事務局総務部総務課企画担当
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