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＜ 資料目録 ＞

林善茂関係資料目録

番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

００００１ 『櫻星会雑誌』第四十六号 昭和十三年七月八日 １９３８ 北海道帝国大学予科文
芸部

００００２ 『櫻星会雑誌』第四十七号 昭和十三年十一月十
八日 １９３８ 北海道帝国大学予科文

芸部

００００３ 『櫻星会雑誌』第四十九号 昭和十四年十二月二
十日 １９３９ 北海道帝国大学予科文

芸部

００００４ 『櫻星会雑誌』第五十号 昭和十五年七月十六
日 １９４０ 北海道帝国大学予科文

芸部

００００５ 『櫻星会雑誌』第五十一号 昭和十六年一月九日 １９４１ 北海道帝国大学予科文
芸部

００００６ 『櫻星会会報』３ 昭和十四年三月十七
日 １９３９ 北海道帝国大学予科櫻

星会

００００７ 『北大季刊』第３号 昭和二七年一二月一
日 １９５２ 北海道大学北大季刊刊

行会

００００８ 『北大季刊』第十一号 昭和三十一年十二月
一日 １９５６ （北海道大学北大季刊

刊行会）

００００９ 『北大季刊』第十二号 昭和三十二年六月十
五日 １９５７ 北海道大学北大季刊刊

行会

０００１０ 『北大季刊』第十七号 昭和三十五年十二月
十五日 １９６０ 北海道大学北大季刊刊

行会

０００１１ 『北大季刊』第二十七号 昭和三十九年十二月
三十一日 １９６４ 北海道大学北大季刊刊

行会

０００１２ 『北大季刊』第二十八号 昭和四十年六月三十
日 １９６５ 北海道大学北大季刊刊

行会

０００１３ 『北大季刊』第二十九号 昭和四十一年九月十
五日 １９６６ 北海道大学北大季刊刊

行会

０００１４ 『北大季刊』第三〇号 昭和四十三年一月十
五日 １９６８ 北海道大学北大季刊刊

行会

０００１５ 『北大季刊』第三一号 昭和四十四年七月二
十五日 １９６９ 北海道大学北大季刊刊

行会

０００１６ 『札幌同窓会報』特別号 昭和三十三年十一月
三十日 １９５８ 札幌同窓会

０００１７ 『札幌同窓会誌』第二号 昭和四十二年十二月
二十五日 １９６７ 札幌同窓会
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番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

０００１８ 『札幌同窓会誌』第六号 昭和五十五年十二月
十日 １９８０ 札幌同窓会

０００１９ 『昭和十九年三月現在 会員名簿』 昭和十九年五月三十
一日 １９４４ 札幌同窓会

０００２０ 『昭和２９年１２月現在 会員名簿』 ［昭和３０年］ １９５５ 札幌同窓会

０００２１ 『昭和三十年十二月現在 札幌同窓会員名簿』
昭和三十一年三月二
十五日 １９５６ 札幌同窓会

０００２２ 『昭和三十三年九月現在 札幌同窓会員名簿』
昭和三十三年十二月
二十五日 １９５８ 札幌同窓会

０００２３ 『昭和三十四年十二月現在 札幌同窓会員名簿』
昭和三十四年十二月
二十五日 １９５９ 札幌同窓会

０００２４ 『昭和三十六年八月現在 札幌同窓会員名簿』
昭和三十六年十二月
十日 １９６１ 札幌同窓会

０００２５ 『昭和三十八年八月現在 札幌同窓会員名簿』
昭和三十八年十二月
十日 １９６３ 札幌同窓会

０００２６ 『昭和三十九年九月現在 札幌同窓会員名簿』
昭和三十九年十二月
十日 １９６４ 札幌同窓会

０００２７ 『昭和五十年八月現在 札幌同窓会員名簿』
昭和五十年十二月二
十五日 １９７５ 札幌同窓会

０００２８ 『昭和五十二年八月現在 札幌同窓会員名簿』
昭和五十二年十一月
三十日 １９７７ 札幌同窓会

０００２９ 『昭和五十三年八月現在 札幌同窓会員名簿』
昭和五十三年十二月
四日 １９７８ 札幌同窓会

０００３０ 『昭和三十年三月十二日現在 会員名簿』 ［昭和３０年］ １９５５ 北海道大学法・経学部
同窓会

０００３１ 『昭和３１年８月３１日現在 会員名簿』 昭和３１年１０月５日 １９５６ 北海道大学法・経学部
同窓会

０００３２ 『昭和三十八年三月現在 会員名簿』 ［昭和３８年］ １９６３ 北海道大学法・経学部
同窓会

０００３３ 『昭和三十年六月一日現在 職員住所録』 ［昭和３０年］ １９５５ 北海道大学

０００３４ 『昭和三十一年六月一日現在 職員住所録』 ［昭和３１年］ １９５６ 北海道大学

０００３５ 『昭和３９年９月１日現在 職員録』 昭和３９年１２月１５日 １９６４ 北海道大学

０００３６ 『北海道帝国大学予科規則』 ［昭和１２年］ １９３７ 北海道大学

０００３７ 『北海道大学通則及農学部規程』 ［昭和２６年］ １９５１ 北海道大学
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番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

０００３８ 『昭和三十八年度 北海道大学規程集』
昭和三十八年三月二
十五日 １９６３ 北海道大学事務局庶務

課

０００３９ 『昭和四十一年六月 北海道大学学寮規則について』
昭和四十一年六月二
十五日 １９６６ 北海道大学学生部委員

会

０００４０ 『学生便覧 昭和３５年４月』 昭和３５年４月１５日 １９６０ 北海道大学学生部

０００４１ 『北瞑』第１４号 昭和５３年３月１５日 １９７８ 北大体育会

０００４２ 『日本文化講義』第四輯 昭和十三年八月三十
日 １９３８ 北海道帝国大学学生課

０００４３ 『日本文化講義』第六輯 昭和十四年五月十日 １９３９ 北海道帝国大学学生課

０００４４ 『就職のための北海道大学案内 昭和３２年度』 ［昭和３２年６月］ １９５７ 北海道大学学生部厚生
課

０００４５ 北海道大学創基八十周年記念学内
公開 貨幣展覧会 ［昭和三十一年］ １９５６ 経済学部

０００４６ エルムの学園―新しき友へ―〔決
定稿〕 ［昭和］３９．２．２２～５０ １９６４ 製作・北海道放送映画

株式会社

０００４７ 農学部学生名簿（三年目）
（昭和三十九．四現在） ［昭和３９年］ １９６４

０００４８ 『北海道における農家相続の実態第一集』 昭和３１年２月 １９５６ 北海道大学法学部相続
調査研究会

０００４９ 「土地制度改革論―新農地法を中心として―」 ［昭和２１年］ １９４６ 中島九郎

０００５０ 「米と小麦」（『法経会論叢』第１０輯別刷） 昭和十七年六月 １９４２ 中島九郎

０００５１ 「競争の理論と実際」（『Prometheus』№２別刷） １９５０ １９５０ 中島九郎

０００５２ 「海外発展と我国青年」（『教育』第９９号別刷）
昭和十二年九月二十
五日 １９３７ 中島九郎

０００５３

「北海道における地方教育委員会
選挙に際しての世論調査の結果に
ついて」（『北海道大学教育学部紀
要』第１号別冊）

昭和２８年３月 １９５３ 佐々木隆介

０００５４ 「遠友夜学校」（『北海道社会福祉』第一巻第二号抜刷） ［昭和２９年］ １９５４ 高倉新一郎

０００５５ リチャード・チー・イリー博士の
事績

０００５６ 『北海道開拓秘録 第一編』 昭和二十四年四月九
日 １９４９ 若林功
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番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

０００５７ 『北海道大学学生寮新設・閉寮記念誌』
一九八三年七月一九
日 １９８３ （北海道大学学生部）

０００５８ 作物汎論 ［昭和１６～１７年］ １９４１‐４２ 農経一年目 林善茂

０００５９ 食用作物学 ［昭和１７～１８年］ １９４２‐４３ 経済二年目 林善茂

０００６０ 植民学 昭和１８年 １９４３ 林善茂

０００６１ 土壌学（Ⅱ） ［昭和１６～１７年］ １９４１‐４２ 農経一年目 林善茂

０００６２ ［農業史講義メモ］ ［林善茂］

０００６３ 農学部 学生出欠簿（経済） ［昭和３２～３３年］ １９５７‐５８［林善茂］

０００６４ 農学部 学生出欠簿 ［昭和３２～３３年］ １９５７‐５８［林善茂］

０００６５ 農学部 学生出欠簿 ［昭和３２～３３年］ １９５７‐５８［林善茂］

０００６６ 学生出欠簿 農学部 ［林善茂］

０００６７ ［経済史三部学年末試験問題］ ［採点、林善茂］

０００６８ ［講義メモ］ ［林善茂］

０００６９ ［講義メモ］ ［林善茂］

０００７０ ［論文メモ（現下の農村事情と農民心理）］ ［昭和２２年１０月］ １９４７ ［林善茂］

０００７１
［論文メモ（農政大学院研究課題
人口政策上ニ於ケル農業ノ地位
梗概一）］

大学院特別研究生 林
善茂

０００７２
［論文メモ（農政大学院研究課題
人口政策上ニ於ケル農業ノ地位
梗概二）］

大学院特別研究生 林
善茂

０００７３
［論文メモ（農政大学院研究課題
人口政策上ニ於ケル農業ノ地位
梗概三）］

大学院特別研究生 林
善茂

０００７４ ［論文メモ（土地制度と経営能力―羊蹄山麓の開拓に関連して）］ ［昭和２５年４月２８日］ １９５０ ［林善茂］

０００７５ ［資料コピー（明治戊辰役前后における松前藩）］ ［林善茂］
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番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

０００７６ ［十月六日教授会資料］ ［昭和４１年１０月６日］ １９６６ ［林善茂］

０００７７ 概説・北海道貿易史原稿① Y. Hayashi

０００７８ 概説・北海道貿易史原稿② Y. Hayashi

０００７９ 農業史講義プリント林助教授（日
本農業史）

［林善茂］（北海道大学
農学部農業経済学教
室）

０００８０ 農業史講義プリント 林助教授
（日本農業史）

［林善茂］（北海道大学
農学部農業経済学教
室）

０００８１ 大学院経済学系研究科 ［昭和３２年度］ ［北海道大学農学部］

０００８２ 農業史講義プリント 林助教授
（日本農業史）

［林善茂］（北海道大学
農学部農業経済学教
室）

０００８３ ［論文コピー（Aereboe‐Hansen
Roemer編 農業全書）］

０００８４
［論文コピー（北米合衆国農務省
年報１９３８年“土壌と人”の内 輪
作）］

［昭和２５年４月］ 渡辺侃

０００８５ 農村社会学概論 講義用プリント ［金田講師］（北大農学
部）

０００８６ ゼレニーの「社会的地位の測定」
に関する紹介

北海道大学農学部農業
経済学教室 吉田省一

０００８７ 林ゼミ ５４年度 ［昭和５４年度］ １９７９‐８０

０００８８ 林ゼミ ５５年度 ［昭和５５年度］ １９８０‐８１

０００８９ ５８年度 林ゼミ ［昭和５８年度］ １９８３‐８４

０００９０ ５７年度 ゼミ ［昭和５７年度］ １９８２‐８３

０００９１ ４７・４８年度ゼミ ［昭和４７～４８年度］ １９７２‐７４

０００９２ ５６年度林ゼミ ［昭和５６年度］ １９８１‐８２

０００９３ 農学部 林助教授殿
［３５年度ゼミ］ ［昭和３５年度］ １９６０‐６１
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番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

０００９４ 経済史②［４５年度ゼミ］ ［昭和４５年度］ １９７０‐７１

０００９５ ５１年ゼミ ［昭和５１年度］ １９７６‐７７

０００９６ ［５５年度ゼミ］ ［昭和５５年度］ １９８０‐８１

０００９７ 林ゼミ旅行 ５９，１１，１６～１８
［昭和５９年度］ １９８４‐８５

０００９８ ［林ゼミナールレポート１９６２年度］ ［１９６２年度］ １９６２‐６３

０００９９ ［林ゼミナールレポート１９６３年度］ ［１９６３年度］ １９６３‐６４

００１００ ［林ゼミナールレポート１９６５年度］ ［１９６５年度］ １９６５‐６６

００１０１ ［林ゼミナールレポート１９６６年度］ ［１９６６年度］ １９６６‐６７

００１０２ ［林ゼミナールレポート１９６７年度］ ［１９６７年度］ １９６７‐６８

００１０３ ［林ゼミナールレポート１９７１年度］ ［１９７１年度］ １９７１‐７２

００１０４ ［林ゼミナールレポート１９６９年度］ ［１９６９年度］ １９６９‐７０

００１０５ ［林ゼミナールレポート１９７０年度］ ［１９７０年度］ １９７０‐７１

００１０６ ［林ゼミナールレポート年度不詳］

００１０７ ［林ゼミナール報告レジュメ年度不詳］

００１０８ 開拓事業入植増反実蹟書 自昭和２０年度至昭和
２７年度 １９４５‐５３ 北海道庁

００１０９ 自作農創設維持資金貸付実績表 自昭和２７年度至昭和
２９年度 １９５２‐５５［北海道庁］

００１１０ 自作農創設維持資金融通実績表 昭和２８年度 １９５３‐５４［北海道庁］農地開拓部農地課金融係

００１１１ 自作農創設維持資金融通実績表 昭和２９年度 １９５４‐５５［北海道庁］農地開拓部農地課金融係

００１１２ 入植年次別出身地別入植者数 ［昭和２８年度］ １９５３‐５４［北海道庁］

００１１３ 開拓事業入植進度報告 ［昭和］２９．３．３１． １９５４ ［北海道庁］
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番号 資料名 年・年度・自至 年代 作成者

００１１４ 道外入植者支庁別定着状況 昭和２８年１０月１５日 １９５３ ［北海道庁］

００１１５ 『北海道大学経済学部概要』 昭和５３年度 １９７８‐７９ 北海道大学経済学部

００１１６ 学部長日誌（１） ［昭和］５１．４．１より １９７６ 林［善茂］

００１１７ 学部長日誌（２） ［昭和］５１．７．２１より １９７６‐７７ 林［善茂］

００１１８ 学部長日誌（３） ［昭和］５２．３．２８より １９７７ 林善茂

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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図１ 受講ノートと研究原稿

【 解 題 】

井上 高聡

１．林善茂関係資料について

２００９年８月２６日、谷本晃久准教授（文学研究科）と共に大学文書館員井上高聡が、林善

茂名誉教授の札幌のご自宅へ伺い、所蔵資料１１８点の寄贈を受けた。受贈資料は、校友会

誌・同窓会誌等の北大関係刊行物、学生時代の受講ノート、教員時代の学生出欠簿・講義

メモ・プリント、ゼミ生のレポート、研究資料、自筆の論文原稿・草稿、学部長日誌等で

ある。

林善茂名誉教授は、農学部農業経済学科では農政学講座の中島九郎教授に師事して農業

経済学を専攻した。中島教授退官後は植民学講座の高倉新一郎教授の下で農業史を担当し

た。１９５３年に経済学部新設に際して、農学部植民学講座が経済学部第二講座（経済政策）

に改組となり、高倉教授と共に経済学部に移って北海道経済史を担当した。教授に昇進後

は経済史講座を担当した。この間、高倉教授の助言に基づいてアイヌの原始農耕の研究を

進め、１９６２年に「アイヌ原始農業の研究」で農学博士号を取得し、１９６９年に『アイヌの農

耕文化』を刊行した。さらに、旧尾張藩徳川家が投資し家臣団を入植させて開設した八雲

町の徳川農場の形成史・経営史などを研究し、また、北海道庁が編纂した『新北海道史』

の編集・執筆にも尽力した。その後、経済学部長を務め、１９８５年退官後は名古屋商科大学

で教鞭を執った。

学生時代の受講ノートには、１９４３年の上原轍三郎教授「植民学」講義の記録が含まれる

（№０００６０）。東畑精一郎らを中心とする東大植民学と共に、戦前の「植民学」の二大潮流
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図２ 講義原稿

であった北大植民学の戦時期の動向を示す貴重な資料である。また、林名誉教授と農学部

経済学科で同期であった佐々木隆介の記録した「植民学」講義受講ノートも大学文書館は

所蔵している。両者を比較・相補すると、戦時期の北大植民学がより明確になるだろう。

また、敗戦直後に農学部で日本古代農業史を講義した際の自筆メモには、余白に「貧し

くて腹へらしつゝ講義案書き上げし今日を思ふ日あらむ」と歌を読み込んでいる（№

０００６２）。紙質の悪い裏紙に非常に細かい字を書き連ねた講義メモは、当時の時代の雰囲気

を色濃く感じさせる。

１９７６年４月から１９７７年８月までの１年半にわたる経済学部長時代の「学部長日誌」には、

大学ノート３冊にその日その日の出来事を毎日欠かさず、事細かに記載し、参考となる文

書のコピーも貼付している（№００１１６～００１１８）。短期間ではあるが、当時の大学・学部運

営を記録した非常に貴重な資料である。

２．林善茂名誉教授略歴

１９２２年 小樽に生まれる

１９３８年４月 北海道帝国大学予科農類入学

１９４１年４月 北海道帝国大学農学部農業経済学科進学

１９４３年９月 北海道帝国大学農学部卒業

（卒業論文：「農村生活及農村人口ニ関スル研究」）

１９４３年１０月 北海道帝国大学大学院特別研究生

（テーマ：「人口政策上ニ於ケル農業ノ地位ニ関スル研究」）

１９４５年９月 北海道帝国大学大学院特別研究生修了

１９４５年１１月 北海道帝国大学農学部助手
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１９４８年９月 北海道大学農学部助教授

１９５３年８月 北海道大学経済学部助教授

１９６２年１月 農学博士号（旧制）取得（学位論文：「アイヌ原始農業の研究」）

１９６３年４月 北海道大学経済学部教授

１９６９年４月 『アイヌの農耕文化』（慶友社）刊行

１９７６年４月 北海道大学経済学部長（～１９７７年８月）

１９８５年３月 定年退官

１９８５年４月 北海道大学名誉教授

名古屋商科大学教授（～１９９４年３月）

（いのうえ たかあき／北海道大学大学文書館員）
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