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＜ 記 録 ＞

大学文書館業務記録（２００９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事務局国際企画部国際企画課文書

移管：２００９年５月／仮目録：２００９年５月（７３点）／選別：２００９年実施中

②事務局財務部調達課文書

調査：２００９年５月財務部より文書廃棄の連絡

③工学系事務部経理課文書

調査：２００９年６月工学部より文書廃棄の連絡

④医学部事務部文書

調査：２００９年１０月文書廃棄予定簿を検討／移管：２００９年１０月（１９箱）／仮目録：作成中

⑤附属図書館文書

調査：２００９年８月～９月、附属図書館１階文書保管室内の非現用文書調査／仮目録：

２００９年９月（３，４６７点）

�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

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佐藤昌介関係資料（１箱）

佐藤昌介（札幌農学校第１期生、札幌農学校校長・東北帝国大学農科大学長・北海道

帝国大学総長）旧蔵資料１箱。「日記」（１９０７～１２年）３点、「雑録」（１９０３～０６年）４点、

「雑記」（１９０９～１２年）２点、「備忘漫録」（１９０５年）１点、「宿所帳」（１９１７～２８年）２

点、「受信及接訪録」（１９０３年）１点、「発信及往訪録」（１９０３年）１点、草稿「北海道帝

国大学沿革材料」（１８８６～９５年）１点などの直筆資料ほか、佐藤昌介に関わる新聞スク

ラップ・著書など。

②大島正健関係資料（２箱）

大島正健（札幌農学校第１期生、札幌農学校元教授）旧蔵資料２箱。札幌農学校在学・

在職時の辞令類、直筆の漢詩・作文などの一次資料。大島智夫氏より１９７１年ご寄贈いた

だいた。

③藤田昌受講ノート等（１箱）

藤田昌（札幌農学校第１５期生）の受講ノート２１点、雑記ノート４点、『札幌農学校農

学教科用分析表』（１８９５年）１点。藤田正氏より１９８８年ご寄贈いただいた。
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④札幌農学校卒業生関係資料（３箱）

附属図書館北方資料室沿革資料室の「個人資料キャビネット」に収納されていた、大

島正健（１期生）、南鷹次郎（２期生）、宮部金吾（同）、岩崎行親（同）にまつわる各

種資料３箱。主に、関係者から寄せられた参考文献や資料（複製）。

⑤秋間哲夫関係資料（７点）

１９４０年６月走り高跳び日本記録を樹立した秋間哲夫（結婚して三東と改姓、１９４２年予

科医類修了、１９４４年理学部物理学科卒業）に関する資料７点。１９４０年文武会陸上競技部

贈呈の優勝カップ、日本記録樹立関連雑誌記事など。三東純子夫人より１９９８年ご寄贈い

ただいた。【『北大時報』第６６０号掲載】

⑥創基五十周年関係資料（１箱）

１９２６年創基五十周年記念事業に関する文書・資料類。

�３ 理学部図書室所蔵資料の移管

牧野佐二郎旧蔵書（牧野佐二郎文庫）より、主に、農学部学生時代の蔵書や理学部教官

時代の遺伝子研究関係蔵書（１９３０～５０年代、書き込み・下線多数のもの）を選別して９８点

移管した。直筆の記録手帳５点（個体記録帳１９３２～４８年、野鼠野帳１９４４～５０年など）も移

管した。

�４ 農学研究院農業経済学分野所蔵資料の受入

農学部農業経済学分野の会議室に掲示されている歴代教授肖像写真について、肖像写真

データ（複製）を受領。

�５ 経済学部所蔵資料の移管

『北大百二十五年史 通説編』（２００３年発行）編纂の際、経済学研究科・経済学部史の執

筆担当者が収集した資料１箱。主に、１９６０～７０年代における「北大紛争」の経過を伝える

大学新聞、ビラ、通知類。１９７７年７月「北海道経済史」講義をめぐる事態に対する経済学

部「告示」（掲示原版）も含まれる。【『北大時報』第６６１号掲載】

�６ 事務局施設部施設課所蔵資料の移管

南門看板の複製新設に伴い、南門看板原版１点（揮毫 今村成和）を移管。保全センター

看板新設の伴い、題字毛筆書１点（揮毫 佐伯浩）を移管。

�７ 広報課所蔵資料の移管

①北大関係手拭い（第７回北大駅伝、創基百周年記念）２点を移管。

②大学沿革・広報映像資料７点（１６�フィルム４点、VHS２点、DVD１点）を移管。

映像資料タイトルは、「エルムの学園」、「大いなる楡」、「北海道大学広報ビデオ 一般

編」、「北海道大学広報ビデオ 受験生編」、「よみがえるポプラ並木」。

２．資料収集業務

�１ １９５０年代在学関係資料

寄贈者：北野隆志氏（１９５６年文学部卒業）
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受贈日：１月７日／受贈資料：角帽１点 【『北大時報』第６７１号掲載】

�２ 北大関係郵便資料（絵はがき）

寄贈者：宍戸昌夫氏（１９３９年予科医類修了、１９４２年医学部卒業）

受贈日：１月８日／受贈資料：北大関係絵はがき２４点（恵迪寮祭記念絵葉書２１枚〔第

２８回記念絵葉書４枚・寮歌絵はがき４枚、第２９回恵迪寮祭記念寮歌絵はがき１０枚、第

３０回恵迪寮祭記念寮歌絵はがき３枚〕、クラーク関係絵葉書２枚〔肖像１枚、胸像１

枚〕、理学部絵はがき１枚）

�３ １９６０年代在学関係資料

寄贈者：小笠原正明氏（１９６６年理学部卒業、名誉教授）

受贈日：１月５日／受贈資料：受講資料２３点（受講ノート８点、レポート類１２点、試

験問題２点等）【『北大時報』第６５８号掲載】

�４ 堀内壽郎（第９代学長）関係資料

寄贈者：堀内浩太郎氏（堀内壽郎ご子息）

受贈日：１月１９日／受贈資料：旧蔵資料１４箱（実験ノート、講義ノート、各種手稿、

辞令類など理学部・触媒研究所教官時代の資料）、複製写真（堀内壽郎家アルバム写

真）９０点を受贈 【『北大時報』第６５９号掲載】

�５ 福冨忠男（工学部応用地質学講座初代教授）関係資料

寄贈者：横山明子氏（福冨忠男ご息女）

受贈日：２月１７日／受贈資料：旧蔵資料５３点（出欠手帳、辞令類、写真帖など工学部

教官時代の資料）【『北大時報』第６６０号掲載】

�６ 志賀亮（医学部皮膚科・泌尿器科学講座初代教授）関係資料

寄贈者：伊藤愛子氏（志賀亮ご息女）

受贈日：２月１７日／受贈資料：旧蔵写真２７点（志賀亮肖像、講座教官、手術・診療風

景などの写真）

�７ 佐藤昌彦（元農学部講師、佐藤昌介五男）関係資料

寄贈者：佐藤ユリ氏

受贈日：２月１８日／受贈資料：佐藤昌彦著作３点（絶版・私家版）

�８ 半澤洵（札幌農学校第１９期生、名誉教授）関係資料

寄贈者：前川公美夫氏（１９７１年工学部卒業）

受贈日：４月１６日／受贈資料：旧蔵資料１箱（海外留学・出張日誌、遠友夜学校関係

資料、手稿など）【『北大時報』第６６２号掲載】

�９ 池田芳郎（工学部理学第一講座・理学部物理学第二講座初代教授）関係資料

寄贈者：溝口百合子氏（池田芳郎ご息女）

受贈日：４月３０日／受贈資料：旧蔵写真８９点（１９２８～４５年工学部卒業生の証明写真、

１９３３～４５年理学部物理学科卒業記念集合写真）【『北大時報』第６６２号掲載】

�１０ 佐々木隆介（１９４１年予科農類修了、１９４３年農学部農業経済学科卒業、元教育学部教授）

北海道大学大学文書館年報 第５号（２０１０年３月）

―１９８―



関係資料

寄贈者：佐々木扶美子氏（佐々木隆介夫人）

受贈日：４月３０日／受贈資料：旧蔵資料３４３点（農学部学生時代の受講ノート・参考

書、教育学部教官時代の講義ノート・手稿・辞令類など）【『北大時報』第６６３号掲載】

�１１ 高尾彰一（１９４５年予科農類修了、１９４８年農学部農芸化学科卒業、名誉教授）旧蔵郵便

資料

寄贈者：高尾君子氏（高尾彰一夫人）

受贈日：７月１６日／受贈資料：２箱（札幌農学校～北海道大学に関する絵はがき、卒

業生・教職員等の書簡など）【『北大時報』第６６５頁掲載】

�１２ 中谷誠一氏提供資料

寄贈者：中谷誠一氏（旧簾舞通行屋のご子孫）

①受贈日：６月８日／受贈資料：附属農場・宮部金吾関係資料９点（複製、附属農場

農産品評会賞状・宮部金吾宛て小池俊三書簡など）

②受贈日：９月２８日／受贈資料：遠友夜学校関係資料１点（複製、『豊水文庫 第壹

号 明治三十一年九月十四日発兌 倫古龍会』）

�１３ 大学祭・学生自治会関係資料

寄贈者：所伸一氏（１９７１年教育学部卒業、教育学研究院長）

受贈日：７月２３日／受贈資料：４点（１９６９年第１１回北大祭・１９７５年第３回教育祭パン

フレット、１９７５年教育祭部学生自治会選挙パンフレット）

�１４ 豊田彌六（１９１５年東北帝国大学農科大学水産学科卒業）関係資料

寄贈者：大竹敏夫氏

①受贈日：８月１０日／受贈資料：回想録２点（大竹敏夫編『つゞら峰々 豊田弥六老

古今録』１９８９年）

②受贈日：８月２１日／受贈資料：旧蔵写真５点（複製、中津中学校、青年寄宿舎・写

真館・大学構内での集合写真）【『北大時報』第６６６号掲載】

�１５ 林善茂（１９４１年予科農類修了、１９４３年農学部農業経済学科卒業、名誉教授）関係資料

寄贈者：林善茂氏

受贈日：８月２６日／受贈資料：１１８点（受講ノート、出欠帳・学部長日誌・手稿など）

（１８６～１９５頁参照）【『北大時報』第６６６号掲載】

�１６ 出田新（札幌農学校第１１期生）関係資料・北大関係郵便資料

寄贈者：持田誠氏

受贈日：９月２日／受贈資料：郵便資料８４点（出田新宛て書簡７０点、北大関係絵はが

き１３点など）、写真６点（植物学教室メンバー、出田新、鹿討豊太郎〔１１期生〕・若

林功〔１７期生〕など）【『北大時報』第６６７号掲載】

�１７ 宮原朝吉（札幌農学校林学科第５期生、元助教授）関係資料

寄贈者：宮原孝四郎氏（宮原朝吉ご子息、名誉教授）
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受贈日：９月７日／受贈資料：旧蔵資料１２点（写真１点、書簡１点、辞令９点など）

【『北大時報』第６６７号掲載】

�１８ 高岡熊雄（札幌農学校第１３期生、第３代総長）旧蔵資料

寄贈者：高岡治子氏（高岡英夫夫人）

受贈日：９月１６日／受贈資料：旧蔵資料１８点（佐藤昌介・新渡戸稲造・高岡熊雄の墨

蹟など）

�１９ 恵迪寮関係資料

寄贈者：西田せつ子氏（西田恒久夫人）

受贈日：９月２９日／受贈資料：寄宿舎・恵迪寮生名簿６点（１８７６～１９５７年）

�２０ クラーク会館関係資料

寄贈者：工藤信彦氏（１９５４年文学部卒業）

受贈日：１１月１６日／受贈資料：１９６０年９月１５日付『北海道大学新聞』１点 （クラー

ク記念会館落成記念特別号）

�２１ 中島九郎（１９１０年東北帝国大学農科大学卒業、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）

受贈日：１２月９日／受贈資料：中島九郎宛て書簡７０点（絵はがき）

�２２ 開拓使仮学校関係資料

①寄贈者：河内山雅郎氏

受贈日：６月１５日／受贈資料：開拓使仮学校地質測量生徒写真１点（１８７６年頃、稲垣

徹之進ほか集合写真）【『北大時報』第６６４頁掲載】

②寄贈者：戸澤泰子氏

受贈日：７月８日／受贈資料：開拓使仮学校生徒 戸澤鼎の手記「八十翁の思い出～

戸澤家の歴史～」１点（原稿複製）

�２３ 北海道帝国大学～北海道大学関係写真

①寄贈者：宍戸昌夫氏

受贈日：６月８日／受贈資料：１９３０～４０年代写真４点（予科校舎、正門、三越）

②寄贈者：宮崎初恵氏

受贈日：９月２９日／受贈資料：１９２０～３０年代写真２点（改築直後の予科校舎〔１９３５年

頃〕、上棟祭当日の理学部〔１９２９年頃〕）

③寄贈者：宮原孝四郎氏（１９４１年予科農類修了、１９４３年理学部卒業、名誉教授）

受贈日：１０月１９日／受贈資料：予科農類修了記念アルバム『弧』（１９４１年３月）１冊

【『北大時報』第６６８号掲載】

④寄贈者：篠原正三氏（１９４２年理学部卒業）

受贈日：１０月２７日／受贈資料：２点（１９３４年６月８日佐藤昌介大学葬弔銃、１９５０年代

低温科学研究所前での中谷宇吉郎ら集合写真）

�２４ イールズ事件関係資料

北海道大学大学文書館年報 第５号（２０１０年３月）

―２００―



①寄贈者：和氣和民氏（１９５２年理学部卒業、元医療短期大学部教授）

受贈日：６月２３日／受贈資料：文書２点（１９５０年７月１日付「署名簿学長手交文書」、

１９５０年６月２２日付「声明書」）【『北大時報』第６６４号掲載】

②寄贈者：工藤信彦氏（１９５４年文学部卒業）

受贈日：１１月１６日／受贈資料：資料２点（１９５０年５月１７日付『北海道大学新聞』号外、

１９５０年５月１８日付書簡（複製））

�２５ １９６９～７０年「北大紛争」関係資料
①寄贈者：卒業生

受贈日：４月１３日／受贈資料：物品２点（革マル派ヘルメット、落書きされたテープ

カッター）

②寄贈者：名誉教授

受贈日：９月２４日／受贈資料：ビラ綴１点（１９６９～７０年）

③寄贈者：石川栄一氏（元職員）

受贈日：９月２４日／受贈資料：映像資料２点（８�フィルム）、映写機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。

３．研究調査業務

�１ 北海道大学史研究会

第４回研究会は、２００９年６月２２日、附属図書

館大会議室で開催した（参加者４９名）。「札幌農

学校第２３期生 川嶋一郎の学生生活―学業・ロ

シア文学・遠友夜学校―」と題して、山本美穂

子（大学文書館技術専門職員）が報告を行ない、

川嶋昭二氏（川嶋一郎ご子息、１９５２年理学部卒

業）よりコメントをいただいた。参加者には、

川嶋一郎家の郷里（岩手県二戸市福岡）の方々

や関係者からも参加があった。山本報告では、

川嶋一郎（１９００年札幌農学校予修科入学、１９０６

年同校本科卒業）が札幌農学校在学中に書き

綴った日記の内容をもとに、川嶋一郎がどのよ

うな学生生活を過ごしたか、まず、学業の面か

ら、講義・実習・実地研究旅行の説明があっ

た。続いて、川嶋一郎・足助素一を中心として、

有島武郎（第１９期生）の後輩たちの交友関係、

大学文書館業務記録（２００９年１月～１２月）
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ロシア文学の受容経路と内容、遠友夜学校での

熱心な活動などについて報告があった。報告の

後には、専攻分野（畜産学）と卒業後の進路の

関係、日露戦争期におけるトルストイへの傾

倒、非戦論をめぐる学校内の人物描写、札幌街

並みの記述、学生生活の経済的状況など、多岐

にわたるテーマについて、川嶋昭二氏のコメン

トを交えながら、質疑応答を行なった。

第５回研究会は、２００９年９月２４日、附属図書

館大会議室で開催した（参加者８５名）。「北大紛

争１９６９‐７０年」映像資料上映会と題して、石川

栄一氏（工学部元職員）から寄贈いただいた「北

大紛争」の映像資料を上映した。１９６９年から１９７０

年にかけて全国で大学紛争が起こり、北海道大

学も例外ではなく、大学建物の封鎖・解除、学

長と学生団体の団交、セクト間の対立、機動隊

の導入など激動に満ちた時代を経験した。当

日、上映した映像資料は、石川栄一氏と当時の大学職員が撮影したもので、大学関係者が

大学紛争を撮影した映像資料として全国的に見ても極めて稀であり、大変貴重な資料であ

る。石川栄一氏からは、上映に先立ち、撮影当時の状況などの解説があった。集会、投石、

放水、機動隊導入、建物封鎖・解除など、「北大紛争」の様子が記録された映像資料の上

映後には、参加者より、各自の体験談や関係資料が大学文書館によせられた。

�２ 研究調査・資料調査

①札幌農学校生徒の学業史に関する研究調査

〔１〕札幌農学校の本科講義に関する研究調査（受講ノート調査・解読）

２００７年度より引き続き、「札幌農学校生徒の学業史に関する研究」（科学研究費補助金

若手研究（B）、研究代表者：井上高聡）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。講義内容のうち園芸学総論と蔬菜栽

培法については、『〈翻刻〉南鷹次郎講義「園芸学」（平塚直治受講ノート） 上』（北海

道大学大学文書館資料叢書１、２００９年３月）として翻刻を刊行した。資料調査としては、

［１］２００９年２～３月外務省外交史料館・国立国会図書館において行なうほか、［２］２００９

年１月津和野町教育委員会（津和野町郷土館、森�外記念館）において高岡直吉（札幌
農学校第３期生）・熊雄（同第１３期生）兄弟の受講ノートの調査・複写撮影を行ない、

［３］２００９年１２月農学研究院図書室所蔵の札幌農学校卒業論文（農学科・工学科）の調査・

題目複写撮影を行なった。
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〔２〕札幌農学校の学生生活に関する研究調査（川嶋一郎日記翻刻）

２００８年度より継続して、「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―」（新渡戸稲造研究助成、研究代表者：山本美穂子）の研究を進めた。

資料調査は２００９年３月函館市中央図書館において行ない、川嶋一郎日記〔「鎌倉日記」

（１８９９年４月）、「明治三十六年当用日記」（１９０３年）、「明治三十七年当用日記」（１９０４

年）、「東北遊記」（１９０２年７月）、「北海紀行」（１９０４年８月）〕の翻刻・注記作成を進め

た。日記翻刻は、『〈翻刻〉札幌農学校第２３期生川嶋一郎日記（１８９９～１９０４年）』（山本美

穂子翻刻・川嶋昭二補訂、北海道大学大学文書館資料叢書３、２００９年６月）として刊行

した。

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年度より継続して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うとと

もに、２００９年度科学研究費補助金若手研究（B）の交付を受け、「近代日本における女性の

帝国大学進学の実態に関する研究」（研究代表者：山本美穂子）を進めた。聴き取り調査

は、日本女子大学校出身者に関しては、今年度も、中山久子氏・溝口百合子氏・唐澤隆三

氏にご協力いただいた。また、東京女子大学出身者に関しては、東京女子大学同窓会の山

岸みどり氏・早川希尹子氏にご尽力いただき、同窓会の皆様（一柳やすか氏、里村秀子氏、

井上早苗氏）にご協力いただいた。資料調査は、［１］国立国会図書館（２００９年２月、７月、

１１月）、［２］日本女子大学図書館（７月、１０月）、［３］東北大学史料館（８月）、［４］日本

女子大学成瀬記念館（１０月）、［５］東京大学史史料室（１０月）、［６］東京女子大学図書館・

同窓会（１１月）、［７］大阪大学文書館設置準備室（１１月）、［８］奈良女子大学附属図書館（１１

月）、［９］名古屋大学大学文書資料室（１１月）、［１０］北海道大学理学部（１２月）に赴き、

帝国大学における入学・卒業関係資料、出身校側（日本女子大学校・東京女子大学・奈良

女子高等師範学校・臨時教員養成所）の進学関係資料の悉皆調査を行なった。

③宮澤弘幸・レーン夫妻軍機保護法違反冤罪事件に関する資料調査

２００９年度、「宮澤弘幸・レーン夫妻軍機保護法違反冤罪事件」（１９４１年１２月８日、特別高

等警察が工学部学生宮澤弘幸とレーン夫妻〔予科英語教師 Harold M.Lane、予科英語講師

Pauline R.S. Lane〕を逮捕し、１９４３年大審院が極刑に処した冤罪事件）に対する北大の「対

応」を解明するため、同事件にかかわる北海道大学所蔵史料を逸見勝亮（館長）が悉皆調

査した。

４．その他の業務

�１ 大学史講義

２００９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、２００７～２００８年度より引き続き、池上重康、井上高聡、山本美穂子

が講義を分担した。
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�２ 資料見学会

①資料見学会「東京女子大学と北海道大学を結ぶ人々―佐藤昌介・新渡戸稲造を中心に―」

２００９年９月７日、東京女子大学同窓会「新渡戸稲造先生・安井てつ先生の足跡をたどる

旅２ 北海道篇」の参加者に向け、戦前期に両大学に関わった人物の資料を通して両大学

の結びつきを考えるために、附属図書館大会議室において特別開催した。東京女子大学同

窓会員５５名ほか関係者約３０名が見学した。当日は、Ⅰ．東京女子大学設立時に理事を務め

た佐藤昌介（札幌農学校第１期生）と初代学長に就任した新渡戸稲造（第２期生）の学生

時代・教員時代・その他諸活動に関する資料、Ⅱ．札幌農学校を卒業して東京女子大学で

教鞭を執った小谷武治（第１５期生）・木村徳蔵（第１９期生）・芳賀鍬五郎（第２０期生）に

関する資料、Ⅲ．東京女子大学出身で北海道帝国大学理学部に入学した結城玉江（１９３５

年）・小林よし（１９３７年）・桂田芳枝（１９４０年）・渡邊雅（１９４１年）・大久保多津（１９４５

年）に関係する資料を陳列した。参加者に対しては、約１時間にかけて資料解説を行ない、

展示資料目録・資料画像を掲載したパンフレットを配布した。（８８～１０３頁を参照）

②資料見学会「札幌農学校第１７期生 若林功の学生生活」

２００９年９月１１日、若林功のご孫女である小澤恵氏と横井喜久氏、遠戚の越山澄子氏の来

館を記念して、附属図書館中会議室において特別開催した。当日は、Ⅰ．札幌農学校予科

生時代、Ⅱ．札幌農学校農学科学生時代、Ⅲ．補遺の各セクションにおいて、若林功が札

幌農学校在学時代にどのような学生生活を送っていたのかを伝える文書類・写真・レポー

ト・書簡を陳列した。約１時間にかけて資料解説を行ない、展示資料目録・資料画像を掲

載したパンフレットを贈呈した。
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�３ 展示

２００９年１０月３０日、附属図書館・大学文書館共催企画展示「北大生の学生群像」（全４期）

の第Ⅰ期「北大生の学生群像（第Ⅰ期） 札幌農学校生の学生生活（１）―札幌農学校で世界

と出会うとき―」を、附属図書館正面玄関ロビーにおいてスタートした。１０月３０日からパ

ネル展示を先行開催し、１１月１６日から資料展示を開催した。

第Ⅰ期の展示は１８７６～１９００年、札幌農学校前・

中期、第１～１８期生の学生生活をテーマに、（１）

教室で西洋文化と出会うとき、（２）放課後だって

西洋流、（３）教室から飛び出して、（４）農学校を

飛び立つ、の４セクションを設けて、パネル・資

料展示を行なった。

パネル展示は、［１］第１～１８期生による学生時

代の回想を示した回想パネルと、［２］当時、北１

条にあった札幌農学校のキャンパス写真・平面図

を示した風景パネルで構成した。資料展示は、学

生の回想が裏付けられるような展示品を、附属図

書館が所蔵する貴重図書、大学文書館が所蔵する

文書・各種資料によって構成した。

第Ⅱ期の展示は、「北大生の学生群像（第Ⅱ期）

札幌農学校生の学生生活（２）―札幌農学校で世

界が出会うとき―」として、２０１０年２月１６日～５

月１５日、札幌農学校後期、第１９～２４期生の学生生活をテーマに開催する。（１）有島武郎が

いた青春、（２）羽ばたく１９期生、（３）北のアゼンス札幌へ、（４）さらば演武場の青春、の

４セクションを設けて、パネル・資料展示を行なう予定である。（１３３～１６６頁を参照）
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大学文書館業務日誌（２００９年１月～１２月）

１月５日 小笠原正明氏（名誉教授）より、１９６０年代在学関係資料２３点を受贈

１月７日 北野隆志氏より、１９５０年代使用の角帽１点を受贈

１月８日 宍戸昌夫氏（横浜市立大学名誉教授）より、北大関係郵便資料（絵はがき）

２４点を受贈

１月１３日 附属図書館北方資料室より、個人資料（南鷹次郎、岩崎行親、宮部金吾関

係資料）１箱を搬入

１月１９日 堀内浩太郎氏より、堀内壽郎（元学長）関係資料１４箱を受贈

１月１９日 堀内浩太郎氏より、堀内壽郎（元学長）関係写真９０点（複製）を受贈

１月２２日 第２回大学文書館年報編集委員会（２００８年度）

１月２７～２９日 津和野町教育委員会（津和野町郷土館、森�外記念館）において、高岡直
吉・熊雄関係資料調査（井上）

１月３１日 大学アーカイヴズに関する研究会（於：京都大学百周年時計台記念館）に

出席（井上）

２月１６～１９日 外務省外交史料館・国立国会図書館において、北海道帝国大学関係資料調

査。１７日横山明子氏、１８日佐藤ユリ氏、１８日伊藤愛子氏より聴き取り調査

（山本）

２月１７日 横山明子氏より、福冨忠男（工学部応用地質学講座初代教授）関係資料５３

点を受贈

２月１７日 伊藤愛子氏より、志賀亮（医学部皮膚科・泌尿器科学講座初代教授）関係

写真２７点を受贈

２月１８日 佐藤ユリ氏より、佐藤昌彦（佐藤昌介五男）著作３点を受贈

２月２６日～３月１日 外務省外交史料館・国立国会図書館において、札幌農学校関係資料

調査（井上）

３月４日 附属図書館北方資料室より、秋間哲夫関係資料７点を搬入

３月１０日 第２回大学文書館運営委員会（２００８年度）

３月１６日 函館市中央図書館において、川嶋一郎関係資料調査（山本）

３月３０日 経済学部より、経済学部史編纂関係資料１箱を受け入れ

３月３１日 『北海道大学大学文書館年報』第４号を刊行

３月３１日 『〈翻刻〉南鷹次郎講義「園芸学」（平塚直治受講ノート） 上』（北海道大

学大学文書館叢書１）を刊行

４月３日 施設見学（事務局総務部総務課企画担当 小澤嘉麿、永澤弘子）

４月７日 事務局施設部施設課より、南門看板１点（揮毫 今村成和）、保全センター

看板題字毛筆書１点（揮毫 佐伯浩）を受け入れ

４月１３日 卒業生より、「北大紛争」関係資料２点（革マル派ヘルメット、落書きさ
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れたテープカッター）を受贈

４月１４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

（井上、山本、池上）

４月１６日 前川公美夫氏より、半澤洵（札幌農学校第１９期生）旧蔵資料１箱を受贈

４月３０日 溝口百合子氏より、池田芳郎（工学部理学第一講座・理学部物理学第二講

座初代教授）旧蔵写真８９点を受贈

５月１１日 事務局学術国際部国際企画課より、文書７３点を受け入れ（５月１８日仮目録）

５月１４日 佐々木扶美子氏より、佐々木隆介（農学部１９４３年卒、元教育学部教授）旧

蔵資料４箱を受贈

５月１５日 事務局財務部調達課より、廃棄予定文書（伝票類）について照会・連絡を

受ける（回答、井上）

５月２２日 定山渓中学校３年生５名が、西村日登志校長、安孫子和典先生、黒川佳子

先生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）は英語が上手かった」を実施（逸見）

６月１日 広報課より、手拭い２点（第７回北大駅伝、創基百周年記念）を受け入れ

６月４日 工学系事務部経理課より、廃棄予定文書（伝票類）について照会・連絡を

受ける（回答、井上）

６月８日 宍戸昌夫氏より、北海道帝国大学期写真４点を受贈

６月１５日 河内山雅郎氏より、開拓使仮学校地質測量生徒関係写真１点を受贈

６月１５日 国立台湾博物館百年記念映像資料製作のため、川上瀧彌（札幌農学校第１８

期生）・素木得一（同第２３期生）関係資料について、有限会社四面楚歌（小

坂史子氏ほか１名）による資料撮影・取材を受ける

６月１７日 北方生物圏フィールド科学センター（農場事務所）より、農場関係資料５

箱を受け入れ

６月１９日 『〈翻刻〉札幌農学校第２３期生川嶋一郎日記（１８９９～１９０４年）』（北海道大

学大学文書館叢書３）を刊行

６月２２日 第５回北海道大学史研究会開催。「札幌農学校第２３期生川嶋一郎の学生生

活――学業・ロシア文学・遠友夜学校――」（報告：山本、コメント：

川嶋昭二氏）

６月２３日 和氣和民氏より、イールズ事件関係資料２点を受贈

６月２４日 理学部図書室より、牧野佐二郎文庫９８点を受け入れ（７月２１日）

７月８日 戸澤泰子氏より、戸澤鼎（開拓使仮学校生徒）手記（複製）１点を受贈

７月８日 附属図書館北方資料室より、戸澤鼎『戸澤家の歴史』１点を受け入れ

７月１１日 理学部図書室より、牧野佐二郎旧蔵記録手帳５点を受け入れ

７月１５日 医学部事務部総務課より、廃棄予定文書について照会を受ける（回答、井上）

７月１６日 高尾君子氏より、高尾彰一（農学部１９４８年卒、名誉教授）旧蔵郵便資料コ
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レクション２箱を受贈

７月１７日 中谷誠一氏より、大学沿革・宮部金吾関係資料９点（複製）を受贈

７月２３日 所伸一氏（教育学研究院長）より、大学祭・学生自治会関係資料４点を受贈

７月２７～３０日 国立国会図書館・日本女子大学図書館において、北海道帝国大学関係資料

調査。２９日、溝口百合子氏より聴き取り調査（山本）

８月１日 総合博物館特別展示「生物の多様な部屋――北大の分類学の系譜――」

のため、内村鑑三「日本魚類目録 Catalogue of Japanese Fishes」（直筆）

１点を貸し出し（～９月２７日）

８月５日 北大フロンティア基金高額寄附者懇談会のため、新渡戸稲造墨蹟（１９３１年

揮毫）を貸し出し（於：総長室）

８月７日 事務局学務部教務課より、公開講座・研修等映像資料１箱を受け入れ

８月１０日 大竹敏夫氏より、豊田彌六（水産学科１９１５年卒）回想録２点、８月２１日豊

田彌六関係写真５点（複製）を受贈

８月１７～２０日 東北大学史料館において、帝国大学期女性進学関係資料調査（山本）

８月２１日 施設見学（東京大学大学院教育学研究科学生等８名、学習院大学教授 齋

藤利彦氏引率）

８月２４日～９月２５日 附属図書館１階文書保管室において、非現用文書調査

８月２６日 林善茂氏（農学部１９４３年卒業、名誉教授）より、在学・在職関係資料２箱

を受贈

８月３１日 『北海道大学大学文書館年報』第５号公募論文エントリーを締切

９月２日 持田誠氏より、出田新旧蔵郵便資料・写真等８４点を受贈

９月７日 宮原孝四郎氏（名誉教授）より、宮原朝吉（札幌農学校林学科第５期生：

１９０６年卒、元助教授）旧蔵資料１２点を受贈

９月７日 資料見学会「東京女子大学と北海道大学を結ぶ人々――佐藤昌介・新渡

戸稲造を中心に」を開催、東京女子大学同窓会５５名ほか関係者約３０名が見

学（於：附属図書館大会議室）

９月９日 附属図書館北方資料室より、大島正健（札幌農学校第２期生）関係資料２

箱、藤田昌（札幌農学校第１５期生）受講ノート１箱を搬入

９月１１日 小澤恵氏、横井喜久氏の来館を記念して、資料見学会「札幌農学校第１７期

生若林功の学生生活」を特別開催。越山澄子氏を招待（於：附属図書館中

会議室）

９月１１日 小澤恵氏より、若林功（札幌農学校第１７期生）関係資料１点を受贈

９月１１日 越山澄子氏より、中島九郎旧蔵絵葉書１袋を受贈

９月１５日 附属図書館北方資料室より、大島正健関係資料２箱を搬入

９月１５日 水永晃子氏、榊原ジョナサン・晴子夫妻が来館、大島正健（札幌農学校第

１期生、元教授）関係資料を見学（於：附属図書館大会議室）
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９月１６日 高岡治子氏より、高岡熊雄旧蔵資料１８点（佐藤昌介、新渡戸稲造、高岡熊

雄の墨蹟など）を受贈

９月１７日 施設見学（東北大学史料館助教 永田英明氏）

９月２４日 第６回北海道大学史研究会開催。「「北大紛争１９６９‐７０年」映像資料上映会」

（コメント：石川栄一氏）

９月２４日 石川栄一氏より、「北大紛争」映像資料２点、８�映写機２点を受贈
９月２４日 名誉教授より、「北大紛争」関係資料１点を受贈

９月２５日 事務局総務部広報課より、大学沿革・広報映像資料７点を搬入

９月２８日 中谷誠一氏より、遠友夜学校関係資料１点（複製）を受贈

９月２９日 宮崎初恵氏より、北海道帝国大学建物写真２点を受贈

１０月８日 医学部より、廃棄予定文書について照会・連絡を受ける（１０月９日廃棄予

定文書簿を受領、１０月１３日保存候補文書１９箱を受け入れ）

１０月８日 西田せつ子氏より、西田恒久旧蔵恵迪寮関係資料６点を受贈

１０月９日 附属図書館北方資料室より、佐藤昌介関係資料１箱（佐藤昌介日記など）

を受け入れ

１０月９日 大学サイエンスフェスタ「北海道大学が拓く最先端科学～北海道から世界

へ、世界から北海道へ～」（１２月１１～２０日、於：国立科学博物館）への映

像展示出品のため、CoSTEPによる資料撮影・取材を受ける

１０月１４～１６日 全国大学史資料協議会２００９年度総会・全国研究会「大学史の社会的使命」

（於：國學院大學・国文学研究資料館）に出席（井上）

１０月１５日 農学研究院農業経済学分野より、歴代教授肖像画像データを受贈

１０月１９日 宮原孝四郎氏（理学部１９４３年卒、名誉教授）より、予科農類修了記念アル

バム１点を受贈

１０月２０～２３日 日本女子大学図書館・日本女子大学成瀬記念館・東京大学史史料室におい

て、帝国大学期女性進学関係資料調査（山本）

１０月２７日 篠原正三氏より、大学沿革写真２点（佐藤昌介大学葬弔銃ほか）を受贈

１０月３０日 施設見学者（新老人の会３２名）に向け、レクチャー「北海道大学歴史点描」

を実施（於：附属図書館大会議室）

１０月３０日 附属図書館正面玄関ロビーにおいて、パネル展示「北大生の学生群像（第

Ⅰ期）」を開催（～２０１０年２月１５日）

１１月２日 附属図書館北方資料室より、創基五十周年関係資料１箱を搬入

１１月４日 工学部において、宮澤弘幸・レーン夫妻冤罪事件関係資料調査（逸見・井上）

１１月６日 第１回大学文書館運営委員会（２００９年度）

１１月６日 第１回大学文書館年報編集委員会（２００９年度）

１１月９～１２日 大坂大学文書館設置準備室、奈良女子大学附属図書館、名古屋大学文書資

料室において、帝国大学期女性進学関係資料調査（山本）

大学文書館業務日誌（２００９年１月～１２月）

―２０９―



１１月１１日 附属図書館３階３０２～３０５号室を資料保管室として借用開始

１１月１６日 附属図書館正面玄関ロビーにおいて、資料展示「北大生の学生群像（第Ⅰ

期） 札幌農学校の学生生活（１）」を開催（～２０１０年２月１５日）

１１月１６日 工藤信彦氏より、イールズ関係資料２点、クラーク会館関係資料１点を受贈

１１月１７～２０日 国立国会図書館、東京大学附属図書館において、札幌農学校関係資料調査

（井上）

１１月１９日 事務局総務部広報課より、『北大時報』第５９２号掲載写真１点を受け入れ

１１月２６～２７日 耐震工事のため附属図書館１階荷解室より３階３０２～３０５号室へ荷物搬出、

２７日荷解室を明け渡し

１１月２８日 北海道立開拓記念館企画展示「内田瀞展」のため、佐藤昌介墨蹟（１９２８年

揮毫、内田瀞旧蔵）１点を貸し出し（～２０１０年２月２８日）

１１月３０日 施設見学（芳賀町総合情報館 富田健司氏）

１１月３０日～１２月３日 東京女子大学図書館・国立国会図書館において、帝国大学期女性進

学関係資料調査。１日湊晶子氏（東京女子大学学長）に面談。３０日唐澤隆

三氏、２日溝口百合子氏、３日中山久子氏より聴き取り調査（山本）

１２月９日 越山澄子氏より、中島九郎旧蔵資料（中島九郎宛て絵葉書など）７０点を受贈

１２月１１日 施設見学者（教育学部学生５名、大櫃敬史教授引率）に向け、レクチャー

「北海道大学歴史点描・大学文書館概要・大学沿革資料について」を実施

（於：附属図書館大会議室）

１２月１６～２５日 農学研究院図書室において、札幌農学校～北海道帝国大学期卒業論文調査

（井上・山本）

１２月２２日 理学部において、北海道帝国大学期聴講生調査（逸見・山本）

大学文書館利用状況（２００９年１月～１２月）

�１ 参考調査 ２１８件

�２ 閲覧 １３２名

（開館日数２４０日、閲覧日数９７日：水・木曜日）

�３ 出版掲載利用（放映含む） １４件

�４ 展示利用 ５件

�５ 取材・撮影 ３件

�６ 見学・視察等 ２０件（１４６名）
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大学文書館構成

◇館長 逸見 勝亮 （理事・副学長） ２００５．５．１．～

◇副館長 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（文学研究科教授） ２００８．４．１．～

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．～２００９．３．３１．

秋林 幸男 （北方生物圏フィールド科学センター准教授）

２００９．４．１．～

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 権 錫永 （文学研究科教授） ２００８．４．１．～

大櫃 敬史 （教育学研究院教授） 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 宮内 彩希 ２００９．１．１４．～２．２５．

遠藤 真貴 ２００９．１．１５．～２．２６．

石垣 佳奈子 ２００９．１．１６．～２．２７，４．３．～８．３１，１０．２．～１２．１８．

対馬 亜希子 ２００９．１．２０．～３．３１．

尾形 佳奈 ２００９．２．２．～２．６，９．１．～９．１１．

木村 萌 ２００９．８．２４．～８．３１，１０．２１．～１２．１６．

菅原 慶郎 ２００９．８．２４．～８．３１．

楊 暁� ２００９．９．１．～９．１６．

徐 �笑 ２００９．９．１４．～９．３０，１０．２２．～１２．１７．

◇短期支援員 劉 � ２００９．１１．２６．～１１．２７．

連 長順 ２００９．１１．２６．～１１．２７．

◇事務 事務局総務部総務課企画担当
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